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〈着信音選択〉

携帯電話から鳴る着信音を変える
お買い上げ時 電話・テレビ電話：LINEAR

メール・チャットメール：MAIL LOOP
メッセージR・メッセージF：Piano 

音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR／Fを受けたときのそれぞれの着信音を設定
します。また、特定の電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定してそれぞれに着信音を設定す
ることもできます。→P.102
●メロディ一覧の見かた→P.286

1 i13 着信音を設定する項目を選択
「電話／テレビ電話／メール／チャットメール／メッセージR／メッセージF」から選択します。
・「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信の着信音が設定されます。
・「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS、パケット通信の着信音が設定されます。

2 「着信音」 以下の項目から選択
メロディ……お買い上げ時に登録されている着信音やメロディは「プリインストール」から選択します。ｉモードの
サイトなどからダウンロードしたメロディは「INBOX」またはお客様が作成したフォルダから選択します。 

ｉモーション……FOMA端末に取得したｉモーションやカメラで撮影した動画（ｉモーション）は「INBOX」「カ
メラ」「移行可能コンテンツ」またはお客様が作成したフォルダから選択します。
着信時には、選択したｉモーションに応じて映像や音声が再生されます（着モーション機能）。

ミュージック……お買い上げ時に登録されている着うたフル®は「プリインストール」から選択します。FOMA端末
にダウンロードした着うたフル®は「INBOX」「移行可能コンテンツ」またはお客様が作成したフォルダから選択し
ます。
着うたフル®に配信元が指定した着信音設定部分がある場合は、以下の項目から設定します。

まるごと設定……1曲すべてを着信音に設定します。

オススメ設定……曲の一部を着信音に設定します。
■「移行可能コンテンツ」以外のフォルダを選択した場合
vで着信音に設定する部分（黄色で表示）を指定 d［確定］

■「移行可能コンテンツ」フォルダを選択した場合
vで着信音に設定する部分（黄色で表示）を指定 d［確定］ 「YES」 フォルダを選択

おしゃべり……「おしゃべり機能」で録音した音声を選択します。
「アラーム音や応答保留音を録音／再生する」→P.329

ランダムメロディ……メロディが保存されているフォルダを選択します。着信時にはフォルダに保存されているメロ
ディがランダムで選曲され、再生されます。 

OFF ……着信音を鳴らしません。 

3 着信音を選択
メロディを選択すると、そのメロディが鳴ります。
r、w、q、o、p、u、i、0のいずれかのボタンを押すと、メロディはとまります。 
■設定を確認する場合 

o［デモ］
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次ページにつづく

■お買い上げ時に登録されている着信音・メロディ・アラーム音一覧

録音許諾番号：T-0600056 

■お買い上げ時に登録されている着うたフル®

The Transformer

表示 曲名 作曲者
着信音1～4 ― ―
LINEAR LINEAR ―
TRANSPARENT TRANSPARENT ART DESIGN
FRIENDS FRIENDS ART DESIGN
Something New Something New ―
Dreamscape Dreamscape ―
Yes or No Yes or No ―
Summertime Summertime GERSHWIN GEORGE
A Gentle Breeze A Gentle Breeze ―
Amazing Grace Amazing Grace TRADITIONAL
Night Table Night Table ―
MAIL LOOP ― ―
SCRATCH BOMB ― ―
TIMING ― ―
Piano ― ―
Drums ― ―
Notify ― ―
Chic ― ―
Cyber Call ― ―

O
映像のみのｉモーション、テロップ付きｉモーションは着信音に設定できません。
ｉモーションによっては設定できないものがあります。
着信音に設定できるメロディをmicroSDメモリーカードへコピーした場合、コピーしたメロディは着信音に設定できません（FOMA
端末へコピーした場合は設定できます）。
着モーションや着信画像に設定できる動画／ｉモーションでも、以下の場合は着モーションや着信画像に設定できません。
・赤外線通信機能、ｉC通信機能やドコモケータイdatalink（P.356）などを使用してパソコンやほかのFOMA端末に転送してか
ら、もう一度FOMA端末本体に戻した場合

・microSDメモリーカードからFOMA端末本体にコピーした場合（FOMA端末本体からmicroSDメモリーカードにコピーしてか
ら、もう一度FOMA端末本体にコピーした場合を含む）

移行可能コンテンツフォルダ内のｉモーションを選択すると、選択したｉモーションが「ｉモーション」のINBOXフォルダに移動
されます。
移行可能コンテンツフォルダ内の着うたフル®を選択すると、「まるごと設定」のときは選択した着うたフル®が「ミュージック」の
INBOXフォルダに移動されます。「オススメ設定」のときは選択した部分をｉモーションとして切り出し、「ｉモーション」のフォ
ルダに保存されます。
FOMA端末本体に保存されている着うたフル®を「オススメ設定」で着信音に設定した場合は、ｉモーションとしての切り出しは行
われずに選択した部分がそのまま着信音に設定されます。
着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信音量」で設定した音量で鳴ります。「着信音量」を「SILENT」に設定している場
合は鳴りません。
メロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。そのため着信音などに設定したときは指定部分のみが再生さ
れます。→P.286
着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
着信音と着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信音に設定されたｉモーションが再生されます。
着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着
信画面に設定されたｉモーションが再生されます。
相手が電話番号を通知してこない音声電話の着信音は、「非通知着信設定」で設定できます。相手が電話番号を通知してこないテレ
ビ電話の着信音は、本機能の「テレビ電話」の設定に従います。 
メールの着信音にｉモーションを設定している場合、パケット通信の着信音は「MAIL LOOP」になります。また、着信画面の設定
にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。
着うたフル®を着信音に設定した場合、着うたフル®にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示されません。
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〈SRS_WOW設定〉

ｉモーションの再生音に音響効果を加える
音響効果ありのｉモーションを再生したときに、スピーカから聞こえる再生音には「楽器や声の輪郭がはっ
きりしたサウンド」といった音響効果が加わり、イヤホンから聞こえてくる再生音には「自然な立体感」、「豊
かな低音」、「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が同時に加わります。
●音響効果ありのｉモーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→P.270

1 i64 「ON」
■解除する場合

［OFF］

〈バイブレータ〉

着信を振動で知らせる
音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR／Fを受けたときのそれぞれの振動パターン
を設定します。 

1 i54 バイブレータを設定する項目を選択
「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレータが設定されます。
「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS、パケット通信のバイブレータが設定されます。

2 振動パターンを選択
パターン1～パターン３……それぞれのパターンで振動します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンでFOMA端末が振動します。

メロディ連動……着信音に設定されているメロディのパターンに合わせてFOMA端末が振動します。

OFF……振動しません。

■バイブレータ設定時の待受画面のアイコン表示
：音声電話、テレビ電話のいずれかの着信で振動
：メール／チャットメール／メッセージR／メッセージFのいずれかの着信で振動
：「 」と「 」の両方の状態

複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信音の動作は以下のとおりです。

＜電話着信音の優先順位＞
電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①マルチナンバー（付加番号1、2）の着信音 ②発着信識別機能の音声／テレビ電話着信音
③グループ識別機能の音声／テレビ電話着信音 ④着信音選択の着信音／スタイルモードの着信音
※ 上記②発着信識別機能、③グループ識別機能での優先順位は以下のとおりです。
　 ①音声／テレビ電話着信音のｉモーション 　②着信画面設定のｉモーション
　 ③音声／テレビ電話着信音のｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）、メロディ
＜メール（SMSを含む）着信音の優先順位＞
メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①発着信識別機能のメール着信音 ②グループ識別機能のメール着信音
③着信音選択の着信音／スタイルモードの着信音

O

受信内容 着信音の動作
メールを複数受信 最後に受信したメールに設定されている着信音が鳴ります。チャットメールが含まれ

ている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。
メッセージR／Fを同時に受信 メッセージRに設定されている着信音が鳴ります。
メールとメッセージR／Fを同時に受信 最後に受信したメールに設定されている着信音が鳴ります。チャットメールが含まれ

ている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。

お買い上げ時
OFF

お買い上げ時
すべてOFF
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〈ボタン確認音〉

ボタンを押したときに鳴る音を設定する
●本機能を「OFF」に設定した場合、以下の音も鳴りません。
・各種警告音 ・ 電池残量表示の音 
・受話音量の調節を開始したときの音 ・ アラームのスヌーズ解除音

●ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量にな
ります。

1 i30 「ON」
■鳴らさない場合

「OFF」

〈充電確認音〉

充電時の確認音を設定する
充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らします。 
●本機能の設定にかかわらず、以下の場合は確認音が鳴りません。 
・待受画面以外の画面を表示中 ・発信中
・着信中 ・音声通話中
・マナーモード設定中 ・公共モード（ドライブモード）設定中 
・待受中音声メモ録音中 ・おしゃべり機能録音中
・データ通信中 ・電源が切れている場合 

1 i 「SETTINGS」 「その他」 「充電確認音」 「ON」
■鳴らさない場合

「OFF」

〈時刻アラーム音設定〉

時刻アラーム音を設定する
アラーム、スケジュール、To Doリストで設定できる時刻アラーム音を変更します。

1 i 「SETTINGS」 「時計」 「時刻アラーム音設定」 「アラーム音を選択」
アラーム音は「メロディ／ｉモーション／ミュージック／おしゃべり」から選択します。

■アラーム音を鳴らさない場合
「OFF」

O
「バイブレータ」の「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」のそれぞれの設定は、「メール／メッセージ鳴動」
のそれぞれの設定を「ON」にしなければ着信時に鳴動しないため、バイブレータも振動しません。
バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。 
バイブレータの振動は、着信音量にかかわらず、一定の強さとなります。
「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に連動するわけではありません。またメロディにバイブレータのパターンが指定さ
れていない場合、着信音をｉモーションに設定している場合は、パターン2で振動します。
＜バイブレータの優先順位＞
バイブレータの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①発着信識別機能の着信・メールのバイブレーション設定 ②グループ識別機能の着信・メールのバイブレーション設定
③バイブレータの設定

お買い上げ時
ON

お買い上げ時
ON

お買い上げ時
アラーム音
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〈通話品質アラーム〉

通話が切れそうなときはアラームで知らせる
電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。
●急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

1 i75 アラーム音を選択
アラーム音は「アラーム高音／アラーム低音」から選択します。

■アラーム音を鳴らさない場合
「アラームなし」

〈メール／メッセージ鳴動〉

メールの着信音を鳴らす時間を設定する
メールやチャットメール、メッセージR／Fを受信したときの着信音を鳴らす時間を設定します。
 

1 i68 時間を設定する項目を選択
「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMSの鳴動時間が設定されます。

2 「ON」 鳴動時間（01～30秒の2桁）を入力
■着信音を鳴らさない場合

「OFF」
「メール」、「チャットメール」、「メッセージR」、「メッセ－ジF」のいずれかを「OFF」に設定すると待受画面に「 」が
表示されます。

〈通知音出力切替〉

イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イヤホンとスピーカから着信音やアラー
ム通知音などが鳴るように設定します。 
●本機能の設定対象は、音声電話・テレビ電話・メールの着信時やアラーム通知時に鳴る音です（データBOXから
再生したメロディはスピーカからは鳴りません）。

1 i51 項目を選択
動作を「イヤホン+スピーカ／イヤホン（20秒後スピーカ）／イヤホン（イヤホンのみ）」から選択します。
「イヤホン（20秒後スピーカ）」に設定した場合、着信音やアラーム通知音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピー
カの両方から鳴ります。ただし、ミュージックプレーヤーなどを利用しているときは、約20秒たってもスピーカか
ら音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。

O
イヤホンマイクを接続していない場合はスピーカから音が鳴ります。また、イヤホンマイクを接続していてもカメラのシャッター音
などはスピーカから音が鳴ります。
平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。また、通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクの
コードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

お買い上げ時
アラーム高音

お買い上げ時
すべて5秒

お買い上げ時
イヤホン（イヤホンのみ）
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〈マナーモード〉

電話から鳴る音を消す
FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定し
ます。 
●「マナーモードを設定すると」→P.117
●マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード／スーパーサイレント／オリジナルマナー」
の3種類から選択することができます。

1 待受画面表示中または通話中 q（1秒以上）
マナーモードが設定されて「 」が表示され、「マナーモード選択」で設定した内容が表示さ
れます。 

：「バイブレータ」で通知 
、 、 ：「着信音量」を「SILENT」に設定
  ～  ：「伝言メモ」「テレビ電話伝言メモ」で録音／録画するように設定（数字は録音

／録画されている伝言メモの件数）  ～   

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが
表示されます。 

■マナーモードを解除する場合 
待受画面表示中または通話中 q（1秒以上）

マナーモードが解除されて「 」の表示が消えます。 
通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージ
が表示されます。 

O
マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。 
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〈マナーモード選択〉

マナーモードを変更する
マナーモード設定中の動作を選択します。 

1 i20
「マナーモード選択画面」が表示されます。

2 以下の項目から選択
マナーモード……スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。ただ
し、受話口から鳴る確認音（音声メモやメモの再生／消去でs［MEMO／CHECK］を押したときの確認音）は消去
しません。

スーパーサイレント……スピーカから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ
（振動）でお知らせします。

オリジナルマナー……お客様のお好みによってマナーモード設定中の動作を設定します。
「オリジナルマナーを設定する」→P.116

オリジナルマナーを設定する
●お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。 
・伝言メモ：OFF ・バイブレータ：ON ・電話着信音量：SILENT
・メール着信音量：SILENT ・アラーム音量：SILENT ・ｉアプリ音量：SILENT
・メモ確認音：ON ・ボタン確認音：OFF ・通話中マイク感度：アップ 
・低電圧アラーム：OFF 

1 マナーモード選択画面（P.116） 「オリジナルマナー」 以下の項目から選択
伝言メモ……伝言メモを設定します。「電話に出られないときに用件を録音／録画する」→P.80

バイブレータ……バイブレータを設定します。「着信を振動で知らせる」→P.112

電話着信音量……音声電話とテレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。
「着信音の音量を調節する」→P.75

メール着信音量……メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR／Fの着信音量を設定します。「着信音
の音量を調節する」→P.75

アラーム音量……アラームの音量を設定します。「アラーム機能を利用する」→P.319

ｉアプリ音量……ｉアプリの音量を設定します。ただし、「STEP」は設定できません。「ｉアプリ実行時の音量を
調節する」→P.250

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボタン確認音……ボタン確認音を設定します。「ボタンを押したときに鳴る音を設定する」→P.113

通話中マイク感度……通話中のマイク感度を「標準／アップ」から選択します。

低電圧アラーム……電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは?」→P.48

2 それぞれの項目を設定 o［完了］

お買い上げ時
マナーモード

　スーパーサイレント
　オリジナルマナー

メニュー２０
マナーモード選択

　　　着信

　マナーモード

マナーモード選択画面
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■マナーモードに設定すると
各マナーモードは以下のような設定になります。 

■イヤホン接続時は
イヤホン接続時は以下のような設定になります。

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）

伝言メモの起動 OFF 「伝言メモ」の設定値
バイブレータ ON 「バイブレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音
量

SILENT 「電話着信音量」の設定値

メール、チャットメール、パケット通信、メッセー
ジR／Fの着信音量

SILENT 「メール着信音量」の設定値

アラームの音量（スヌーズ機能を含む） SILENT 「アラーム音量」の設定値
ｉアプリの音量 SILENT 「ｉアプリ音量」の設定値
スケジュール／To Doリスト／料金通知のアラー
ム音量

SILENT 「電話着信音量」の設定値

音声メモや伝言メモなどの確認音、起動音、終了音 ON OFF 「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音 OFF 「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度 アップ 「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音 SILENT 「電話着信音量」の設定値

「SILENT」以外に設定している場合は「LEVEL1」
応答保留音 SILENT 「電話着信音量」の設定値

「STEP」に設定している場合は「LEVEL2」
電池切れアラーム OFF 「低電圧アラーム」の設定値

「電話着信音量」を「SILENT」に設定していても、
「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電池切れ
アラームは「LEVEL1」

FOMA端末を折り畳んでいるときの不在着信／新
着メールの確認音

SILENT 「電話着信音量」の設定値
「STEP」に設定している場合は「LEVEL2」

トルカ取得音 SILENT 「電話着信音量」の設定値
「STEP」に設定している場合は「LEVEL4」

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）

ボイスクロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA
端末を折り畳んでいるときの不在着信／新着メー
ルの確認音

「着信音量」の「電話」の
設定値

「電話着信音量」の設定値
「STEP」に設定している場合は「LEVEL2」

ミュージックプレーヤーの音量 ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.311）

O
「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ」で設定した呼出時間で伝言メモを開始します（「OFF」に設定している場
合は13秒後に開始）。
通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。また、マイクの感
度は「カメラ」の動画撮影時には「標準」になります。
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〈画面表示設定〉

画面の表示を変える
お買い上げ時 待受画面：CODE（本体色YELLOW／BLACK／RED）、SKY（本体色WHITE）、GRADATION（本体

色NAVY）、COLOR BAR（本体色PINK）
ウェイクアップ表示：HELLO!
電話発信・電話着信・テレビ電話発信・テレビ電話着信・メール送信・メール受信・問い合わせ：FLASHER

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受画面や発着信画面などに設定することもできます。 

1 i56
「画面表示設定画面」が表示されます。

2 以下の項目から選択 
待受画面……「待受画面のイメージを変える」→P.119

ウェイクアップ表示……FOMA端末の電源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。

OFF……画像などを表示しません。

メッセージ……メッセージを入力します。全角50文字、半角100文字まで入力できます。

マイピクチャ……表示される画像を、マイピクチャから選択します。

電話発信・電話着信・テレビ電話発信・テレビ電話着信・メール送信・メール受信……音声電話、テレビ電話、メー
ル（ｉモードメール、SMS）の発信時・送信時や着信時・受信時に表示される画像を設定します。
■発信画面の設定
発信時・送信時に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

■着信画面の設定
「着信画面」を選択してから、着信時・受信時に表示される画像を、マイピクチャ、ｉモーション※から選択します。
・メールの受信画面ではｉモーションを選択できません。

問い合わせ……「ｉモード問い合わせ」（ｉモードメール、メッセージ）や「SMS問い合わせ」のときに表示され
る画像を、マイピクチャから選択します。

※：ｉモーションを移行可能コンテンツフォルダから選択した場合、コンテンツはFOMA端末の INBOXフォルダに移動後、
設定されます。

O
音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は着信画面に設定できません。
ｉモーションによっては設定できないものがあります。
Flash画像を着信画面／メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
着モーションや着信画像に設定できる動画／ｉモーションでも、パソコンや、ほかの FOMA端末、microSD メモリーカードから
FOMA端末本体に転送／コピーしたもの（FOMA端末本体から一度外に出したものを含む）は設定できなくなります。
着信音と着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信音に設定されたｉモーションが再生されます。
着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着
信画面に設定されたｉモーションが再生されます。
＜着信画像の優先順位＞
着信画像の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①発着信識別機能の着信画面設定 ②グループ識別機能の着信画面設定
③電話帳登録の静止画 ④着信音選択のｉモーション
⑤画面表示設定／スタイルモード
※ 上記①発着信識別機能、②グループ識別機能での優先順位は以下のとおりです。
　 ①音声／テレビ電話着信音のｉモーション 　②着信画面設定のｉモーション、静止画・画像
＜待受画面の優先順位＞
待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①オート表示 ②待受ｉアプリ ③画面表示設定／スタイルモード

　　　画面表示設定

　電話着信
　テレビ電話発信
　テレビ電話着信
　メール送信
　メール受信
　問い合わせ

　ウェイクアップ表示
　電話発信

　待受画面

画面表示設定画面



119音／画面／照明設定

待受画面のイメージを変える
●お買い上げ時に登録されている「待受画面」については、P.379をご覧ください。

1 画面表示設定画面（P.118） 「待受画面」 以下の項目から選択
OFF※1……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。

背景画像あり……カレンダーの背景に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

背景画像なし※1……カレンダーのみを表示します。

マイピクチャ……待受画面に表示される画像を選択します。

ｉモーション※1※2……待受画面に表示されるｉモーションを選択します。

ｉアプリ待受画面※1……ｉアプリ待受画面を設定します。ｉアプリ待受画面が設定されているときは、「★」が表
示されます。「ｉアプリ待受画面を設定する」→P.255

※1：操作2は不要です。
※2：ｉモーションを移行可能コンテンツフォルダから選択した場合、コンテンツはFOMA端末のINBOXフォルダに移動後、

設定されます。

2 画像の表示方法を以下の項目から選択
センタリング表示……画面中央に表示します。

画面サイズで表示……縦横どちらかが画面サイズになるまで拡大／縮小して表示します。

全画面表示……画面サイズいっぱいに拡大／縮小または切り出して表示します。

3 画像を確認 d［確定］

●待受画面にカレンダーを設定すると
待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動
できます。
■前後の月のカレンダーを確認する場合
待受画面表示中にdを押すと、デスクトップアイコンやカレンダーが選択できるようになります。cでカレン
ダーを反転させてd［選択］を押すと、デスクトップアイコンの表示が消え、cで前の月や次の月のカレンダー
が確認できます。

■スケジュール機能を起動する場合
fまたはgで前の月、次の月のカレンダーが表示される状態でd［選択］を押すと、スケジュール機能が起動
して表示している月のスケジュールを登録できます。

O
動画やｉモーションを待受画面に設定した場合、FOMA端末を開くと動画やｉモーションが再生されます。r、t、y、v、
p、o、d、mのいずれかのボタンを押すと再生は終了します。再生が終了すると動画やｉモーションの1コマ目が待受画面に表
示されます。
Flash画像やアニメーションGIF形式の画像を待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと再生されます（メロディは再生されま
せん）。
・FOMA端末を開く　　・待受画面表示中にtを押す　　・ほかの画面から待受画面に戻る
Flash画像の再生が終了すると最後の1コマが待受画面に表示されます。Flash画像再生中にtまたはyを押すと再生が終了し、
その時点での画像が待受画面に表示されます。
アニメーションGIF形式の画像の再生が終了すると最初の1コマが待受画面に表示されます。アニメーション再生中にtまたはy
を押すと再生が終了し、最初の1コマが待受画面に表示されます。
「待受時計表示」で「さらに大きく表示」を設定しているときに、カレンダーを設定した場合、「大きく表示」に変更されます。
待受画面などに設定している画像、動画やｉモーションを削除すると、その設定は解除されてお買い上げ時の状態に戻ります。
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〈電話帳画像着信設定〉

着信時に電話帳に設定した画像を表示する
静止画を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表示
します。

1 i 「SETTINGS」 「着信」 「電話帳画像着信設定」 「ON」
■表示しない場合

「OFF」

〈プライバシーアングル〉

周りから画面が見えないようにする
周りからディスプレイの表示内容を見えにくくします。

1 待受画面表示中 8（1秒以上）
プライバシーアングルが設定されて「 」が表示されます。
■解除する場合

8（1秒以上）
プライバシーアングルが解除されて「 」が消えます。

〈照明設定〉

ディスプレイとボタンの照明を設定する 
お買い上げ時 通常時：ON（点灯）＋省電（待ち時間3分）　充電時：標準　範囲：液晶＋ボタン　明るさ：自動 

1 i70 以下の項目から選択
通常時…… バックライトの動作「ON」または「OFF」 省電力モード「ON」または「OFF」
省電力モードを「ON」に設定する場合、省電力モードに移るまでの待ち時間（01～20分の2桁）も入力します。

・ バックライトの動作のON／OFFは5（1秒以上）でも切り替えられます。

・ バックライトの動作を「OFF」に設定すると待受画面に「 」が表示されます。
・ 省電力モードを「ON」に設定すると、設定した待ち時間経過後、待受画面の表示が消えます（省電力モード）。

充電時…… 「標準」または「常時点灯」
「標準」の場合は、通常時のONの設定で点灯します（省電力モードにはなりません）。
「常時点灯」の場合は、ディスプレイのバックライトを点灯し続けます（約15秒間操作がないとレベル1の明るさに
なります）。

範囲……バックライトの点灯範囲を選択します。
「液晶＋ボタン」または「液晶」

明るさ……「レベル3／レベル2／レベル1／自動」から選択します。
自動に設定すると、受話口の横にある照度センサーが周囲の明るさを検知し、自動で明るさを調整します。

O
着信画像の設定が重なった場合の優先順位については、P.118をご覧ください。
着信画面と着信音の組み合わせまたは優先順位により、着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合がありま
す。
相手が電話番号を通知してこなかった場合は、画像は表示されません。

O
「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を
開いたときにバックライトを約15秒間点灯します。カメラ起動中、動画／ｉモーション再生中は常時点灯します。「OFF」に設定
すると、バックライトは点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定にかかわらず、常時点灯します。
メールやメッセージR／Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
省電力モード中にボタン操作などを行うと省電力モードは解除されます。
音声通話中は、「充電時」の設定を「常時点灯」に設定しても、省電力モードを「ON」に設定しているときは、設定した待ち時間経
過後、待受画面の表示が消えます。

お買い上げ時
ON

お買い上げ時
OFF
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次ページにつづく

〈画面デザイン〉

ディスプレイのデザインを変更する
お買い上げ時 配色パターン：NAVY（本体色YELLOW／NAVY／BLACK／RED）、BLACK（本体色WHITE／PINK）

背景パターン1：OFF
背景パターン2・電池アイコン・アンテナアイコン：GRAY（本体色YELLOW／WHITE／NAVY／BLACK
／RED）、PINK（本体色PINK）

文字や背景、ディスプレイ上下部やソフトキーの背景などを変更します。 

1 i86 以下の項目から選択
配色パターン……配色パターンを「BLACK／GRAY／LIGHT BLUE／NAVY／PINK」から選択します。※

背景パターン1……ディスプレイ上部のアイコン表示エリア、下部のソフトキー表示エリアの背景パターンを「OFF
（表示しない）／YELLOW／WHITE／NAVY／PINK／BLACK／RED／HAIRLINE／WOOD」から選択します。※

背景パターン2……ソフトキーの背景パターンを「GRAY／NAVY／PINK」から選択します。※

電池アイコン・アンテナアイコン……それぞれのアイコンデザインを「GRAY／YELLOW／PINK」から選択します。

※：項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンがディスプレイに表示されます。

メニュー表示を変更する
メニュー表示のしかたを設定する＜メニュー画面設定＞

お買い上げ時 メニュー表示：一覧表示　テーマ：FLASHER　フォーカス記憶：ON

「各種設定」のメニュー小項目（機能）の表示方法や、メインメニューのデザインを変更します。また、メイ
ンメニューやシンプルメニューのラストワン機能を設定します。

1 i57
「メニュー画面設定画面」が表示されます。

2 以下の項目から選択
メニュー表示……小項目の表示のしかたを「一覧表示／詳細表示」から選択します。

テーマ……大項目の選択画面の背景やアイコンを「FLASHER／COLOR BAR／BLACK & WHITE／STANDARD
／オリジナルテーマ」から選択します。オリジナルテーマについては「メインメニューの画面を変更する」（P.122）
を参照してください。

フォーカス記憶……メインメニューやシンプルメニューを再表示した際、前回選択した項目を反転表示するかどうか
を設定します（ラストワン機能）。

照度センサーを指などでおおったり、光源の種類などによっては明るさを正しく検知できない場合があります。

O
アイコンや画像は本機能を変更しても色は変わりません。またｉモードのサイト画面など、本機能の設定を変更しても配色の変わら
ない画面や機能があります。

O

メニュー画面設定画面

　　　ディスプレイ

メニュー画面設定
メニュー５７

　テーマ
　フォーカス記憶

　メニュー表示
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■メニュー表示について

■テーマについて

メインメニューの画面を変更する
大項目の選択画面（メインメニュー）の各アイコンと背景のイメージを変更します。

1 メニュー画面設定画面（P.121） 「テーマ」 「オリジナル
テーマ」
「オリジナルテーマ画面」が表示されます。

2 以下の項目から選択
メール・ｉモード・ｉアプリ・各種設定・データBOX・LifeKit・サービス・電話帳・ユーザデータ……メインメ
ニューの各アイコンをマイピクチャから選択します。

背景イメージ……メインメニューの背景イメージをマイピクチャから選択します。

■項目の内容を確認する場合
o［デモ］

O
FOMAカード動作制限機能の対象となる画像がメニューアイコンおよび背景イメージに1つでも設定されていると、ほかの FOMAカー
ドに差し替えた場合やFOMAカードを抜いた場合にオリジナルテーマはお買い上げ時の表示になります。
以下の画像は設定できません。
・横または縦が690ドットより大きな画像
・横352×縦288、横288×縦352ドットより大きなプログレッシブJPEG画像
・ファイル容量が100Kバイトを超える画像
画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示されます。
メニューアイコンに設定したアニメーションGIF形式の画像は、あらかじめ設定されている繰り返し回数の情報にかかわらず、アニ
メーション動作回数は1回となります。また、背景イメージにアニメーションGIF形式の画像を設定してもアニメーションは動作し
ません。

「詳細表示」の場合「一覧表示」の場合

　ノイズキャンセラ

　通話品質アラーム
　再接続機能
　通話中イルミネーション
　保留音設定

　　　　　通話

　クローズ動作設定

ノイズキャンセラ

ＯＮ

　　　　　通話
メニュー７６

通話品質アラーム
伝言メモ

　　　　　　　　　　ＯＮ

「COLOR BAR」の場合「FLASHER」の場合 「BLACK & WHITE」の場合 「STANDARD」の場合

オリジナルテーマ画面

　　オリジナルテーマ

　データＢОＸ
　ＬｉｆｅＫｉｔ
　サービス
　電話帳
　ユーザデータ
　背景イメージ

　ｉモード

　各種設定

　メール

　　アプリ

デモ 選択

機能メニュー P.123
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オリジナルテーマ画面
●オリジナルテーマの設定を変更した場合のみ表示されます。

1 オリジナルテーマ画面（P.122） p［機能］ 以下の項目から選択
1件リセット……変更した大項目のアイコンまたは背景イメージをお買い上げ時の設定に戻します。

全リセット……メインメニューのアイコンと背景イメージをすべてお買い上げ時の設定に戻します。

オリジナルメニューを作成する＜オリジナルメニュー＞

お買い上げ時 マイプロフィール、ｉモード問い合わせ、着信音量、バイブレータ、アラーム、端末暗証番号変更

よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録しておくと、簡単に機能を呼び出すことができます。
→P.36
●オリジナルメニューは最大10件まで登録できます。
●オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」、「ｉモード」、「ｉアプリ」の大項目と「データBOX」、
「LifeKit」、「電話帳」、「ユーザデータ」、「各種設定」、「サービス」の各中項目および小項目です。

●同じ機能を登録することはできません。

1 i i
「オリジナルメニュー画面」が表示されます。
■iを押したときにシンプルメニューが表示された場合
o［ ］を押してメインメニューを表示してから、iを押します。

2 「＜未登録＞」を反転 o［編集］ bで機能を選択
■すでに登録されている機能を変更する場合

機能が登録されている項目を反転

オリジナルメニュー画面

1 オリジナルメニュー画面（P.123） p［機能］ 以下の項目から選択
メニュー登録……オリジナルメニューを登録します。

並び替え……オリジナルメニューを並び替えます。
cで並び替える位置まで移動 d［確定］
デスクトップ貼付……「デスクトップアイコンを利用する」→P.128

オリジナルメニュー初期化……お買い上げ時の設定に戻します。

解除……機能をオリジナルメニューから解除します。

全解除……登録されているすべての機能をオリジナルメニューから解除します。

オリジナルメニュー画面

　マイプロフィール
　ｉモード問い合わせ
　着信音量
　バイブレータ
　アラーム
　端末暗証番号変更
　　＜未登録＞
　　＜未登録＞
　　＜未登録＞
　　＜未登録＞

　　オリジナルメニュー

機能編集

機能メニュー P.123

アイコン
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〈イルミネーション・ウィンドウ〉

イルミネーション・ウィンドウの表示のしかたを設定する
お買い上げ時 設定：ON　待受表示固定：OFF　待受画面表示：時計3　着信表示：ON　メール表示：OFF　通信中表示：ON

背面ｉアプリ：ON　クローズ表示：ON　アニメーション表示：ON　時報表示：OFF　表示時間：15秒間

イルミネーション・ウィンドウの時計やメッセージの表示のしかたを設定します。
●「イルミネーション・ウィンドウ（背面ディスプレイ）の見かた」→P.32

1 i93 「ON」
■イルミネーション・ウィンドウに何も表示しない場合

「OFF」

2 以下の項目から選択
待受表示固定……表示内容を待受画面（時計）表示に固定するかしないか（ON／OFF）を設定します。「ON」に設
定すると、着信表示、メール表示、通信中表示などは表示されません。

待受画面表示……待受画面に表示する時計の種類（時計1～5）を設定します。

着信表示……電話着信時に発信者情報（電話帳の名前／電話番号）や着もじなどを表示するかしないか（ON／OFF）
を設定します。

メール表示……メール受信時に送信者情報（受信日時／送信元／題名）などを表示するかしないか（ON／OFF）を
設定します。

通信中表示……通話中、発信中、赤外線通信中など、各種の通信状態を表示するかしないか（ON／OFF）を設定します。

背面ｉアプリ……イルミネーション・ウィンドウ用のｉアプリを表示するかしないか（ON／OFF）を設定します。

クローズ表示……FOMA端末を閉じたときに、待受画面（時計）を表示するかしないか（ON／OFF）を設定します。

アニメーション表示……待受画面（時計）を表示する前に時刻通知アニメーションを表示するかしないか（ON／
OFF）を設定します。

時報表示……定時に待受画面（時計）を表示するかしないか（ON／OFF）を設定します。「ON」の場合、「30分
間／60分間」から表示周期を選択します。

表示時間……待受画面（時計）を表示するときの表示時間を「15秒間／30秒間／60秒間」から選択します。

3 それぞれの項目を設定 o［完了］

O
イルミネーション・ウィンドウの表示を「OFF」に設定すると、カメラ動作中や一部のアラーム通知を除きすべて表示されなくなり
ます。
時計の表示形式（12時間形式／24時間形式）は「待受時計表示」の表示形式の設定に従います。
「メール表示」を「ON」に設定しても、メールセキュリティやオリジナルロックなどの設定によっては表示されない場合があります。
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〈着信イルミネーション〉

着信時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する
お買い上げ時 電話：色5　テレビ電話：色5　メール：色1　チャットメール：色3

メッセージR／F：色1　パターン設定：固定パターン　不在お知らせ：ON

音声電話やテレビ電話がかかってきたときや、メール（SMS）、チャットメール、メッセージR／Fを受信し
たときの着信イルミネーションの点滅色や点滅のしかた（点滅パターン）を設定します。
●指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。→P.102

1 i89 以下の項目から選択
着信イルミネーション選択……「電話（音声電話）／テレビ電話／メール／チャットメール／メッセージR／メッ
セージF」の着信イルミネーションの点滅色を選択します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色で着信イルミネーションが点灯します。
色1～色12　 ：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1～色12が順番に点滅します。

パターン設定※……着信イルミネーションの点滅パターンを「固定パターン／メロディ連動」から選択します。

不在お知らせ……ディスプレイに不在着信または新着メール（ｉモードメール、チャットメール、SMS）のアイコ
ンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないかを設定します（省電力モード
時は点滅の間隔が長くなります）。

※：ボタンのバックライトも着信イルミネーションと同じパターンで点滅します。

〈通話中イルミネーション〉

通話中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する
音声通話中やテレビ電話中のイルミネーションの点滅のしかたを設定します。

1 i 「SETTINGS」 「通話」 「通話中イルミネーション」 以下の項目か
ら選択
OFF……点滅しません。

色1～色7……それぞれの色で点滅します。

グラデーション1……点滅しながら色が変化します。

グラデーション2……点灯したまま色が変化します。

グラデーション3……すばやく色が変化する点滅パターンを繰り返します。

O
着信音に「着信音1～4」を設定している場合は、本機能の設定にかかわらず着信音に合わせて点滅します。
「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合、着モーションや着うたフ
ル®の場合は「固定パターン」で点滅します。
複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信イルミネーションの動作は以下のとおりです。

＜着信イルミネーションの優先順位＞
着信イルミネーションの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①発着信識別機能のイルミネーション設定
②グループ識別機能のイルミネーション設定
③着信イルミネーションの設定

O
「伝言メモ」の録音／録画中、応答メッセージの再生中、応答保留中なども通話中と同じパターンで着信イルミネーションが点滅し
ます。

受信内容 着信イルミネーションの動作
メールを複数受信 最後に受信したメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。
メッセージR／Fを同時に受信 メッセージRに設定されている着信イルミネーションで動作します。
メールとメッセージR／Fを同時に受信 最後に受信したメールに設定されている着信イルミネーションで動作します。

お買い上げ時
OFF
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〈ICカードイルミネーション〉

ICカード機能利用時のイルミネーションについて設定する
ICカード機能利用時に着信イルミネーションが点灯／点滅するように設定します。

1 i 「SETTINGS」 「その他」 「ICカードイルミネーション」 「ON」
■点灯させない場合

「OFF」

〈通話中時間表示〉

通話中の通話時間表示を設定する
音声通話中やテレビ電話中に通話時間を表示するかしないかを設定します。
●通話時間が「19時間59分59秒」を超えた場合は、「0秒」から再カウントされます。
●表示される通話時間はあくまでも目安であり、正確なものではありません。
●ｉモード中およびパケット通信中の通信時間はカウントされません。

1 i48 「ON」
■表示しない場合

「OFF」

〈フォント設定〉

文字のフォントを変える
お買い上げ時 文字パターン：フォント1　太さ：太字　文字サイズ：ふつう

ディスプレイに表示される文字をお好みのフォント（書体）に切り替えます。

1 i66 以下の項目から選択
文字パターン……文字パターンを「フォント1／フォント2」から選択します。選択したフォントの文字例が画面の
下部に表示されます。

太さ……太さを「細字／太字」から選択します。選択した太さの文字例が画面の下部に表示されます。

文字サイズ……以下の画面の文字サイズを設定します。
文字入力（編集）画面、メール詳細画面、メッセージR／Fの詳細画面、サイトのページ、画面メモ、電話帳一覧画
面、電話帳詳細画面、マイプロフィール画面

ふつう・大きい……各種画面の文字サイズを「ふつうサイズ」または「大きいサイズ」に設定します。

個別設定……文字入力、メール、ｉモード、電話帳（マイプロフィール）の各画面の文字サイズを個別
に設定します。
設定する画面を選択 文字サイズを選択

選択したサイズの文字例が画面の下部に表示されます。

O
表示される通話時間は音声電話やテレビ電話の通話中に切り替えの操作をするたびに0秒にリセットされます。ただし、切り替え操
作を行った後、テレビ電話で通話を終了した場合は、表示される通話時間は音声電話とテレビ電話の合計となります。

O
電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対象外です。
「フォント2」に切り替わるのは、英字（全角、半角）、数字（全角、半角）、ひらがな、カタカナ（全角、半角）と一部の記号、ギリ
シャ文字、ロシア文字だけです。漢字などほかの文字はすべて「フォント1」で表示されます。
イルミネーション・ウィンドウの文字は、本機能を設定しても変わりません。

お買い上げ時
ON

お買い上げ時
ON
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〈待受時計表示〉

待受画面の時計表示を設定する
お買い上げ時 表示形式：12時間形式　表示サイズ：大きく表示　文字色：ホワイト

待受画面の時計表示について、形式（12時間形式／24時間形式）やサイズ、文字色を設定します。また、
日付、時刻を表示しないように設定することもできます。
●待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻のみを画面下に小さく表示します。

1 i39 以下の項目から選択
表示形式……「12時間形式／24時間形式」から選択します。

表示サイズ

さらに大きく表示……日付、時刻を画面いっぱいに表示します。

大きく表示……日付を小さく表示して時刻を大きく表示します。

小さく表示……日付、時刻を小さく表示します。

下に小さく表示……時刻のみを画面下に小さく表示します。

OFF……日付、時刻を表示しません。

文字色……「ブラック／ホワイト」から選択します。

〈バイリンガル〉

画面を英語表示に切り替える
ディスプレイやイルミネーション・ウィンドウに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示／英語
表示に切り替えます。

1 i15

O
「表示形式」で「12時間形式」を選択しても、画面下の時刻表示に「AM／PM」は表示されません。
待受画面にカレンダーを設定しているときに「さらに大きく表示」を選択すると、カレンダーが表示されなくなります。
「表示サイズ」を｢下に小さく表示｣を選んだ場合、ｉ チャネルのテロップ表示設定を「表示する」または「受信時のみ表示する」に
設定していると、テロップ表示中は時計表示が見えなくなります。

■日本語表示から英語表示に切り替える場合 ■英語表示から日本語表示に切り替える場合
「English」 「日本語」

O
FOMAカードを挿入している場合、バイリンガルの設定はFOMAカードに記憶されます。
「バイリンガル」の設定が「English」のときは、「確認機能設定」の選択肢が「ON／OFF」の2項目になります。

お買い上げ時
Japanese

　　Ｊａｐａｎｅｓｅ
　　Ｅｎｇｌｉｓｈ

バイリンガル

　　　ディスプレイ
メニュー１５

日本語表示のとき

　　Ｅｎｇｌｉｓｈ
　日本語
　英語

Ｓｅｌｅｃｔ　ｌａｎｇｕａｇｅ

　　　　Ｄｉｓｐｌａｙ
Ｍｅｎｕ１５

英語表示のとき
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〈デスクトップ〉

デスクトップアイコンを利用する
よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で
電話番号を表示したり機能を呼び出したりできます。
●デスクトップに貼り付けられるアイコンは以下のとおりです。

※1：デスクトップアイコンを選んだときに表示されるタイトルは、いずれの場合も先頭から全角11文字、半角22文字までです。
※2：メール詳細画面から貼り付けた場合、名前は表示されません。
※3：お買い上げ時に登録されているメロディや画像、または自作アニメをデスクトップに貼り付けることはできません。
※4：同じ機能のデスクトップアイコンを複数貼り付けることはできません。

デスクトップアイコンを貼り付ける 
貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「デスクトップ貼付」を選
択します。
●デスクトップアイコンは15件まで貼り付けることができます。 

＜例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合＞ 

電話帳詳細画面の機能メニューの「デスクトップ貼付」→ P.100

デスクトップアイコンからデータや機能を呼び出す 

1 待受画面表示中 d 
「デスクトップアイコン画面」が表示され、デスクトップアイコンが選択できる状態になりま
す。
反転表示されたデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。

2 bでデスクトップアイコンを選択
■デスクトップアイコンが6件以上登録されている場合 

画面の左右に「 」が表示されます。vでデスクトップアイコンをスクロールできます。 

分類 表示されるアイコン（種類） アイコンのタイトル※1

データを呼び出す （電話番号） 電話帳に登録されている名前（ない場合は電話番号）

（メールアドレス） 電話帳に登録されている名前（ない場合はメールアドレス）※2

（SMSアドレス） 電話帳に登録されている名前（ない場合は電話番号）※2

（URL） ページのタイトル（ない場合は「http://」または「https://」
を除いたURLの表示）

（メロディ）※3 メロディのタイトル（ない場合は「メロディ」） 

（画像）※3 画像のタイトル（ない場合は「イメージ」）

（動画またはｉモーション） 動画またはｉモーションのタイトル（ない場合は「ｉモー
ション」）

（キャラ電） キャラ電のタイトル（ない場合は「キャラ電」）

（ｉアプリのソフト） ソフト名

機能を呼び出す※4 （フォトモード） （ムービーモード）

（ボイスモード） （To Doリスト）

（スケジュール） （テキストメモ）

（バーコードリーダー） （ｉチャネル）

（赤外線受信） （辞典）

（オリジナルメニュー）

それぞれの機能名（左記「種類」と同じ）

フォルダを呼び出す （受信BOXのフォルダ） フォルダのタイトル（ない場合は「フォルダ」）

デスクトップアイコン画面

選択 機能

　　　アニメの歌

機能メニュー P.129
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次ページにつづく

デスクトップアイコンの情報を確認する

1 i63
「デスクトップ画面」が表示されます。

2 タイトルを選択

デスクトップアイコン画面／デスクトップ画面

1 デスクトップアイコン画面（P.128）／デスクトップ画面（P.129） p［機
能］ 以下の項目から選択
デスクトップ表示設定※……デスクトップアイコンの表示方法を「常に表示／使用時のみ表示」から選択します。「使
用時のみ表示」を選択すると、待受画面でdを押したときのみ表示されます。

タイトル編集……タイトルは全角16文字、半角32文字まで入力できます。

並び替え……デスクトップアイコンの位置を変更します。
「YES」 vまたはcで並び替える位置まで移動 d［配置］
アイコン情報※……アイコンのタイトル、種別、内容などを表示します。

デスクトップ初期化……お買い上げ時の状態（「フォトモード」のみ）に戻します。

削除……「1件削除／選択削除／全削除」から選択します。「複数選択について」→P.40

※： デスクトップアイコン画面でのみ利用できる機能です。

情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン 通知内容 操作後の表示／起動内容
新着メールの着信があったことを通知します。アイコンを選ぶ
と、メールの内容に合わせた感情お知らせメールのアイコンを表
示し、「新着メールあり」を表示します。

最新の受信メール詳細画面を表示します。

新着チャットメールがあったことを通知します。アイコンを選ぶ
と、チャットメールの内容に合わせた感情お知らせメールのアイ
コンを表示し、「チャットメールあり」を表示します。

チャット画面を表示します。

新着トルカがあることを通知します。 最新のトルカがあるトルカデータ一覧画面を表示しま
す。

不在着信があったことを通知します。アイコンを選ぶと、不在着
信の件数を表示します。

「不在着信履歴」を表示します。

音声電話の伝言メモがあることを通知します。 「メモの再生／消去」を起動します。

テレビ電話伝言メモがあることを通知します。 「動画メモの再生／消去」を起動します。

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っているこ
とを通知します。

「留守番電話」を起動します。 

アラーム、スケジュール、To Doリストのアラーム通知ができ
なかったことを通知します。

通知できなかった最新のアラームの情報を表示しま
す。 

ｉアプリのソフトが自動起動できなかったことを通知します。 自動起動情報画面を表示します。

ｉアプリ待受画面が異常終了したことを通知します。 セキュリティエラー履歴を表示します。

ソフトウェア更新が終了したことを通知します。 端末暗証番号を入力した後、更新結果表示画面を表示
します。

積算料金が設定した通知金額を超えたことを通知します。 端末暗証番号を入力した後、「通話料金通知」のアラー
ム情報を表示します。

デスクトップ画面

　　フォトモード
　　　　　デスクトップ

選択 機能

機能メニュー P.129
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〈表示アイコン設定〉 

待受画面の表示アイコンを選択できるようにする
待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示をbで選択できるようにします。

1 i 「SETTINGS」 「ディスプレイ」 「表示アイコン設定」 「ON」
■選択できないようにする場合

「OFF」

マルチファンクションボタン（b）で表示アイコンを選択する

1 待受画面表示中 d bでアイコンを反転
日付表示、時計表示を反転することもできます。
反転したアイコンのタイトルが表示されます。

2 d［選択］
選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

スキャン機能のパターンデータ自動更新が終了したことを通知
します。または、スキャン機能の新規パターンデータがリリース
されたことを通知します。

スキャン機能のパターンデータ自動更新結果を表示し
ます。更新が正常に行えなかった場合や新規パターン
データがリリースされた場合は、スキャン機能のパ
ターンデータ更新実行を推奨する画面を表示します。

電話帳お預かりサービスの更新ができなかったことを通知しま
す。

端末暗証番号を入力した後、電話帳お預かりセンター
への接続を選択する画面を表示します。

O
情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能を呼び出したり実行すると消えます。
情報を通知するデスクトップアイコンの表示を消したい場合はtを1秒以上押します（「 ／ ／ 」のアイコンは消えませ
ん）。
「呼出時間表示設定」の「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定しているとき、「無音時間設定」で設定した時間より呼出時
間が短い着信を受けた場合は、「 」のアイコンは表示されません。ただし、電話帳に登録されている電話番号からの着信は通知し
ます。
保存先の受信BOXがセキュリティ設定中のときに受信した新着メール、新着チャットメールは、デスクトップアイコンを選択しても
感情お知らせメールのアイコンが表示されません。

アイコン 通知内容 操作後の表示／起動内容

お買い上げ時
ON

セルフモード
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■選択できるアイコン／表示と、選択後の表示内容

選択できるアイコン／表示 選択後の表示内容
「画面デザイン」を表示

 「ロック機能選択画面」を表示

「ICカードロック」を解除する画面を表示

「受信BOX」を表示

 （赤色）  （赤色） 未読メールの一覧を表示

 （赤色）  （赤色） 「メッセージR」「メッセージF」を表示

 （R、Ｆ：赤色） （R：赤色） （F：赤色） 「メッセージR」「メッセージF」を選択する画面を表示

 （赤色）  （赤色）  （赤色） 「ｉモード問い合わせ」を実行

「画面デザイン」を表示

「セルフモード」を解除する画面を表示

  「バイブレータ」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示

  

・通常のとき（マナーモードでないとき）
「着信音量」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示

・マナーモード、スーパーサイレントのとき
設定できないことを通知するメッセージを表示

・オリジナルマナーのとき
「オリジナルマナー」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示

「マナーモード選択」を表示

「遠隔監視設定」を表示

 「アラーム設定」を表示

～  
「留守番電話」を表示
留守番電話の伝言メッセージが11件以上の場合でも「留守番電話 10件」と
表示

、 ～  
録音されていないことを通知するメッセージを表示。または「メモの再生／
消去」を表示

、   
録画されていないことを通知するメッセージを表示。または「動画メモの再
生／消去」を表示

「照明設定」を表示

「キー操作ロック」を設定する画面を表示

「外部ボタン操作」を表示

「プライバシーアングル」を設定する画面を表示

日付
「スケジュール」を表示
時計設定をしていないときは「時計設定」を表示

時計
「アラーム」を表示
時計設定をしていないときは「時計設定」を表示

  
中断しているサイト画面やｉアプリ画面、BGM再生中のミュージックプレー
ヤー再生画面を表示

      「USBモード設定」を表示
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〈スタイルモード〉

スタイルモードを設定する
画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインを一括設定します。
●一括設定できる対象項目は以下のとおりです。
・「画面表示設定」
・「着信音選択」
・「時刻アラーム音設定」
・「メニュー画面設定」の「テーマ」
・「待受時計表示」
・「イルミネーション・ウィンドウ」の「待受画面表示（時計種類）」
・「画面デザイン」
・ｉチャネルの「テロップカラー設定」
・ミュージックプレーヤーの「プレイヤー画面変更」

●お買い上げ時には、本体色（YELLOW／WHITE／NAVY／PINK）に合わせたデザインがあらかじめ一括設定
されています。また、本体色（BLACK／RED）は「YELLOW」が設定されています。

スタイルモードを一括設定する
スタイルモード一覧画面に表示された項目を選んで一括設定します。
●一括設定する前に、現在の設定内容を「お気に入り」に保存しておくと、後でその設定に戻すことができます。お
買い上げ時、「お気に入り」は未登録です。→P.133

1 i 「SETTINGS」 「スタイルモード」
「スタイルモード一覧画面」が表示されます。

2 項目を選択 「YES」
■設定内容の詳細を確認する場合

項目を反転 o［詳細］ 項目を反転
一部の項目は、反転表示を移動すると、ディスプレイやイルミネーション・ウィンドウに自動的にデモ表示され
ます。自動的にデモ表示されない項目では、反転表示移動後にo［デモ］を押して確認します。

スタイルモード一覧画面

1 スタイルモード一覧画面（P.132） p［機能］ 以下の項目から選択
タイトル編集……タイトルを編集します。全角11文字、半角22文字まで入力できます。

設定情報リセット……現在、「お気に入り」に保存されている内容を消去し、すべて「設定なし」にします。

O
スタイルモードの設定と、ほかの機能の設定が重なった場合の優先順位については、以下のページをご覧ください。
・着信音の優先順位→P.112
・着信画像／待受画面の優先順位→P.118
スタイルモードを設定した後に、一括設定された対象項目の設定を個別に行った場合は、個別の設定が優先されます。

スタイルモード一覧画面

　お気に入り

　ＷＨＩＴＥ

　　　　スタイルモード

　ＹＥＬＬＯＷ

　ＮＡＶＹ
　ＰＩＮＫ
　ＣＯＬＯＲ　ＢＡＲ
　ＢＬＡＣＫ　＆　ＷＨＩＴＥ

機能詳細

機能メニュー P.132
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現在の設定をお気に入りに保存する

1 スタイルモード一覧画面（P.132） 「お気に入り」を反転
o［詳細］

お気に入りの「コンテンツ設定確認画面」が表示されます。
お買い上げ時には「設定なし」と表示されますが、すでに「お気に入り」に保存してある場
合は、現在の保存内容が一覧で表示されます。
■設定内容の詳細を確認する場合

項目を反転 o［デモ］
■項目の保存内容を個別に変更する場合

項目を選択 設定を変更

2 p［機能］ 「現在の設定情報取得」 「YES」

コンテンツ設定確認画面

1 コンテンツ設定確認画面（P.133） p［機能］ 以下の項目から選択
設定を反映……現在の表示内容で一括設定します。

現在の設定情報取得……現在の設定情報を取得し、「お気に入り」に保存します。

設定情報リセット……現在、「お気に入り」に保存されている内容を消去し、すべて「設定なし」にします。

O
サイトからダウンロードしたり、メールに添付されていた画像やｉモーション、メロディなどは、「お気に入り」に保存したり、一
括設定できない場合があります。
「待受画面」に「ｉアプリ待受画面」を設定している場合は、「お気に入り」の「待受画像」に保存されません。
「お気に入り」に保存された画像や ｉモーション、メロディなどが削除された場合、「お気に入り」の保存内容から消去され「設定
なし」と表示されます。
お買い上げ時に登録されているスタイルモードは、個別に設定を変更することはできません。

コンテンツ設定確認画面

待受画像
設定なし

ウェイクアップ画像
設定なし

電話発信画像
設定なし

電話着信画像
設定なし

テレビ電話発信画像
設定なし

お気に入り

機能

　　１／８

選択

機能メニュー P.133
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