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24 ご使用前の確認

各部の名称と機能
a受話口

相手の声がここから聞こえます。
b照度センサー ☛P102、P261

周囲の明るさに合わせて、ディスプレイの明るさを
自動的に切り替えたり、キーの照明を点灯／消灯で
きます。

cインカメラ☛P63、P130
自分を撮影したり、テレビ電話で映像を送信しま
す。

dディスプレイ☛P27
e外部接続端子☛P37、P298

各種オプション品などを接続します。
f送話口／マイク

自分の声を伝えます。
g FeliCaマーク☛P226、P309

ICカードが搭載されています。FeliCaマークを読み
取り機にかざしてICカード機能を利用します。IC
カードは取り外せません。

hアウトカメラ☛P63、P130
人や風景などを撮影したり、テレビ電話で映像を送
信します。

i FOMAアンテナ
アンテナが内蔵されています。よりよい条件で通話
をするために、アンテナ部を手で覆わないようにし
てお使いください。

jストラップ取付口
kリアカバー
lコンパクトライト☛P63、P140

アウトカメラ使用中に点灯できます。また、静止画／
動画撮影時に赤く点灯／点滅します。

mワンセグアンテナ☛P249
n赤外線ポート☛P305

赤外線通信や赤外線リモコンで使用します。
oスピーカー

着信音やワンセグの音声、スピーカーホン機能が
ONのときに相手の声などがここから聞こえます。

pmicroSDメモリーカードスロット☛P289
q充電端子
rイヤホンマイク端子

付属のステレオイヤホンや平型スイッチ付イヤホ
ンマイク（別売）などを接続します。

･イヤホンジャック変換アダプタP001（別売）を
使うと、従来のイヤホンマイクを使えます。
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a、b、…は「各種キーの機能」をご覧くださ
い。☛P25
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各種キーの機能

キーを押してできる主な操作には以下があります。
●：短く押したとき　■：1秒以上押したとき

atスピードメニュー／テレビ電話開始／左下ソフ
トキー
●スピードメニューの表示
●テレビ電話をかける／受ける
●文字入力時の大文字／小文字切り替え
●ガイド行左下に表示される操作の実行
■スピードメニューの表示（音声で呼び出す場合）

bmMenu／左上ソフト／マナーモードキー
●メニューの表示
●ガイド行左上に表示される操作の実行
■マナーモードの設定／解除

cスピードセレクター ☛P25

dp電話帳／スケジュール／右上ソフトキー
●電話帳の表示
●ガイド行右上に表示される操作の実行
■スケジュールの表示

eaメール／右下ソフトキー
●メールメニューの表示
●文字入力時の文字戻し
●ガイド行右下に表示される操作の実行
■新規メール作成

ff電源／終了キー
●通話／操作中の機能の終了
●応答保留
●カスタム待受画面の表示／非表示の切り替え
■電源を入れる／切る（2秒以上押す）

gcｉチャネル／クリアキー
●チャネル一覧の表示
●ｉアプリ待受画面のｉアプリ起動
●文字の消去 ●1つ前の画面に戻る
■セルフモードの設定／解除

hn音声電話開始／スピーカーホン／文字キー
●音声電話をかける／受ける
●スピーカーホン機能の切り替え
●文字入力時の入力モード切り替え
●静止画撮影のフォーカスロック
●ワンセグ視聴時やビデオ再生中の消音
■ワンセグ視聴時のマルチウィンドウ表示中の画
面切り替え

iダイヤルキー
0～9
●電話番号や文字の入力
■「+」の入力（電話番号入力時：0）

( ／公共モード（ドライブモード）キー
●「 」の入力
■公共モード（ドライブモード）の設定／解除
■「P」の入力（電話番号入力時）

# #／マナーモード／改行／接写キー
●「＃」の入力
●通常撮影と接写撮影の切り替え（アウトカメラ
で撮影時）

●文字入力時の改行
■マナーモードの設定／解除
■「T」の入力（電話番号入力時）

jgプッシュトークボタン☛P68
●プッシュトークの発信／応答／発言
●オートフォーカスのON／OFFを切り替え（静
止画撮影時）

■プッシュトーク電話帳の表示

kb TASKキー
●マルチアクセス・マルチタスクの操作

lCTV／伝言メモ／シャッターキー
●伝言メモ／音声メモメニューの表示
●カメラの撮影 ●着信音／アラーム音の停止
●ワンセグ視聴時の静止画録画／本体録画（5分）
■ワンセグ視聴の開始
■ワンセグ視聴時のmicroSD録画
■クイック伝言メモの開始
■メール表示画面の通常表示／オンリービュー表
示の切り替え

mkプロテクトキー ☛P123
■プロテクトキーロックの設定／解除

FOMA端末を開く／閉じる

FOMA端末を開くときは、前面部（ディスプレイが付
いている部分）を上にスライドさせてください。閉じ
るときは、逆方向にスライドさせてください。
･ FOMA端末を開くことで、メールの返信やスケジュー
ル、テキストメモ編集画面の表示などが簡単にできま
す。☛P339
･ FOMA端末を閉じたまま通話できます。また、FOMA
端末を開いて電話に出たり、FOMA端末を閉じて通話
を終了／保留にできます。☛P54

スピードセレクターの使いかた

oは電話着信時やメール受信時、FOMA端末開閉時、
スピードセレクターを回転したとき、カメラ撮影時な
どに点灯／点滅します。充電中は赤く点灯します。

●：短く押したとき　■：1秒以上押したとき

o決定キー
●操作の実行 ●フォーカスモードの実行
■ワンタッチ登録したｉアプリ起動

uデータBOX／↑キー
●データBOXメニューの表示 ●音量の調整
●カーソルの上移動
■アウトカメラ撮影での静止画撮影の起動

や を押して操作する

つづく

▲



26 ご使用前の確認

dｉモード／ｉアプリ／↓キー
●ｉモードメニューの表示 ●音量の調整
●カーソルの下移動
●文字入力時の改行（カーソルが入力文字の末尾に
あるとき）

■ｉアプリフォルダ一覧の表示
l着信履歴／←（前へ）キー
●着信履歴の表示 ●カーソルの左移動
■プライバシーモード設定中にプライバシーモー
ドの起動／解除

rリダイヤル／→（次へ）キー
●リダイヤルの表示 ●カーソルの右移動
■ ICカードロックの設定／解除

待受画面からメニューや電話帳、スケジュールを表示
できます（待受起動機能）。☛P26
また、待受画面の画像を切り替えるようにも設定でき
ます。☛P98
･画面により、%または&と同じ操作ができます。移
動方向は、スピードセレクター設定で「時計回り」ま
たは「反時計回り」を選択できます。

各画面で次のような操作もできます。
･音声電話／テレビ電話／プッシュトークの着信中や
通話中／通信中：着信音量、受話音量の調整。
･ミュージックプレーヤー／ Music&Video チャネル
の再生画面表示中：再生音量の調整。
･カメラの撮影画面表示中：ズーム。
･ PDF対応ビューア、ドキュメントビューアの表示中：
表示の拡大／縮小。
･日付・時刻や数値の入力欄：数値の増減（ただし、増
減できない入力欄もあります）。
･静止画編集の反転／回転中：静止画の回転。

･メール詳細画面、サイト画面、フルブラウザ画面：ス
ピードセレクターをすばやく回転すると、高速スク
ロール（ターボモード）。

おしらせ
● 以下の場合、%や&の操作が可能ですが、回転による

操作はできません。
･ダイヤル入力画面でのツータッチサイト表示
･静止画編集でのカーソル、枠、スタンプなどの移動
･ディスプレイの表示が消えているとき
･ビデオ再生中（スキップ再生中、ハイライトシーン送
り／戻し中を除く）
･電卓　など

スピードセレクターの回転操作を設定する
スピードセレクター設定

1 mz設定／NWサービスz77z各
項目を設定

2 p
･待受起動機能を「OFF」以外にした場合、待受画
面設定のランダムイメージ設定の切替設定が「ス
ピードセレクター」のときは、確認画面が表示さ
れます。「はい」を選択するとランダムイメージ
設定は解除されます。

おしらせ
● ｉアプリによっては、本設定に関わらず回転操作が有効

／無効になるものがあります。
● 移動方向の設定は、音量調整、ズーム、数値の増減などで

は無効となり、右回転で増加／拡大、左回転で減少／縮小
となります。また、一部のｉアプリでは移動方向の設定は
無効になります。

回転して操作する

移動方向 操作例

時計回り

反時計回り 項目を選ぶ 絵文字などを選ぶ

スクロール カーソルを移動

スピードセレクター：
回転操作の有効／無効を設定。

移動方向：
「時計回り」または「反時計回り」を選択。
待受起動機能：
待受画面で回転したときに実行する機能を選択。
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ディスプレイの見かた

ここではディスプレイの上部、下部に表示されるマー
ク（アイコン）の説明をします。

a ：電池アイコン☛P37
b ：アンテナアイコン☛P38

：圏外表示☛P38
：セルフモード中☛P117
：データ転送モード中☛P291、P305
ドコモケータイdatalink使用中☛P388

c ：ｉモード中（ｉモード接続中）☛P150
：ｉモード中（パケット通信中）☛P150、
P178

d ：赤外線通信中☛P305
赤外線リモコン使用中☛P308

（赤）：プロテクトキーロック認証モード中
☛P124

（黒）：プロテクトキーロック中（一時解除中は
グレー）☛P123

：積算通話料金が上限を超過☛P355
e ：スピーカーホン機能ON☛P44

：ハンズフリー対応機器接続中☛P52
／
：3Gエリア圏内（パケット通信可／不可）
／
：GSM／GPRSエリア圏内

fGPSの状態表示☛P236、P242
：GPSの測位中
（黒）：GPSの位置提供可否設定を「位置提供

ON」または「許可期間設定」に設定中
（グレー）：GPSの許可期間設定中（有効期間

外）
g ：シークレット属性のデータを選択中
h未読メール、メッセージ R/F 状態表示 ☛P201、

P178、P205、P198
：未読エリアメールあり
：未読ｉモードメール、SMS満杯でFOMA
カードにSMS満杯

：未読ｉモードメール、SMS満杯

：FOMAカードにSMS満杯
：未読ｉモードメールとSMSあり
：未読ｉモードメールあり
：未読SMSあり

／ （青／赤）：未読メッセージRあり／
満杯※2

／ （緑／赤）：未読メッセージFあり／
満杯※2

i ：ネットワーク上の電話帳ページ取得中
（プッシュトークプラス）☛P68

：プッシュトーク通信中☛P68
：センターにｉモードメールとメッセージR/
F満杯☛P179、P199

／ ／
：センターにｉモードメールまたはメッセー
ジR/F満杯

：センターに未受信のｉモードメールとメッ
セージR/Fあり

／ ／
：センターに未受信のｉモードメールまたは
メッセージR/Fあり

j ：SSLページ表示中およびSSLページから
ダウンロードしたｉアプリを使用中また
はｉアプリでSSL通信中☛P151
SSL/TLSページ表示中☛P264

：圏内自動送信失敗メールあり☛P177
：圏内自動送信メールあり☛P177
：Music&Videoチャネル番組取得予約あり

☛P317
kｉアプリ／ｉアプリDX状態表示☛P211、P99、
P221

：ｉアプリ動作中
：ｉアプリ待受画面表示中
：ｉアプリ待受画面からｉアプリ起動中
：ｉアプリDX動作中
：ｉアプリDX待受画面表示中
：ｉアプリDX待受画面からｉアプリ起動中

l ：バックグラウンド録画中☛P260
：予約録画待機中☛P260
：ｉアプリ自動起動失敗☛P220

m ：OFFICEEDエリア内☛P384
n ：フォーカスモードアイコン☛P31
o ：通常マナーモード中☛P96

：オリジナルマナーモード中☛P96
p ：電話着信音量消音設定中☛P94

：音声電話着信のバイブレータ設定中
☛P95

：電話着信音量消音と音声電話着信のバイ
ブレータを同時に設定中

q ：公共モード（ドライブモード）中☛P56
r ：伝言メモ設定中☛P59

：伝言メモ満杯☛P59
s ：ダイヤル発信制限中☛P118

a～m

n
o～z

日付・曜日・時刻

ｉチャネルの受信情報☛P167

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

つづく

▲
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t ／ ／
：GPS位置提供成功／失敗／未応答で終了

☛P242
：パーソナルデータロック中☛P117
／
：Music&Videoチャネル番組取得成功／失
敗☛P317

／
：ビデオ録画成功／失敗☛P260

u ：FOMAカード読み込み中☛P38
： ICカードロック中☛P232

v ／
：フォーカスモード時のスピードセレク
ターの有効キーの表示☛P31

w ：目覚まし設定中☛P341
：スケジュールアラーム設定中☛P344
：目覚ましとスケジュールアラームを同時
に設定中

xUSBモード設定とmicroSDメモリーカードの状
態表示☛P298

：通信モードでmicroSDメモリーカードあ
り

／
：microSDモードでmicroSDメモリーカー
ドあり／なし

／
：MTPモードでmicroSDメモリーカードあ
り／なし

y ：FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
（別売）で外部機器に接続中☛P66、P298

：ワンセグ視聴／録画予約設定中☛P255
z ：ソフトウェア更新書き換え予告アイコン

☛P432
：ソフトウェア更新予約中☛P435
：更新お知らせアイコン☛P433
／
：最新パターンデータの自動更新成功／失
敗☛P437

※1：現在優先度の高いものが1つ表示されます。優
先度の高い順に上から掲載しています。

※2：未読のｉモードメールやSMSありなどのアイ
コンの上部に重なって表示されます。

ガイド行の見かた

ガイド行には、m、t、o、p、aを押して実
行できる操作が表示されます。表示される操作は画面に
より異なります。

表示位置とキーは、図のように対応しています。
･ガイド行の は、スピードセレクターのOに対応
しています（使用する機能やサイトやインターネッ
トホームページの作りかたによっては異なる場合が
あります）。

タスクバーの見かた

タスクバーには、現在動作中の機能（タスク）を示す
アイコンが表示されます。また、メール／メッセージ
受信時には、受信結果テロップが表示されます。

※1

※1

※1

※1

例 メール本文の入力画面のガイド行のとき

ガイド行

タスクバー

：音声電話
：テレビ電話
：音声電話／テレビ電
話切替中

：電話終了中
：外部機器によるテレ
ビ電話

：マルチタスクで音量
設定中

：プッシュトーク
：電話帳
：着信履歴
：リダイヤル
：伝言メモ・音声メモ
：自局番号
：プライバシーモード
のシークレット反映

：メール／メッセージ
R/F

：エリアメール
：ｉモードメール／
メッセージR/F受信
中

：SMS受信中
：チャットメール
：メール送信履歴
：メール受信履歴
：ｉモード／SMS問
合せ中

：ｉモード／ｉチャネ
ル

：ｉモードのBookmark
／Internet／ラスト
URL／画面メモ／ツー
タッチサイト

：ｉアプリ
：トルカ
：フルブラウザ
：マイピクチャ
：ｉモーション
：メロディ
：マイドキュメント
（PDF対応ビューア）
：きせかえツール
：マチキャラ
：キャラ電

D905i 01 ご使用の前に .fm  28 ページ  ２００７年１０月２６日　金曜日　午後１時５９分
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一覧画面の見かた

a現在表示中のページ番号と総ページ数（一覧が複数
ページにわたる場合）

b ：選ばれている項目の上下に選択項目があるこ
とを示しています。
･%でカーソルを移動します。
･ページの最後の項目でdを押すと次ページ、
ページの先頭の項目でuを押すと前ページが
表示されます。

：選択項目が複数ページにわたっていることを
示しています。
･&でページを切り替えます。
アイコンの選択画面などでは切り替わりませ
ん。

おしらせ
● 次の現象は液晶ディスプレイの特性であり、FOMA端末

の故障ではありません。あらかじめご了承ください。
･ FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆
使して作られていますが、一部に点灯しないドット
（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合が
あります。
･ FOMA端末の電源を切らずに電池パックを取り外すと、
しばらくの間、ディスプレイから残像が消えないことが
あります。電池パックの取り外しは、電源を切ってから
行ってください。
･しばらく同じ画面を表示していると、何か操作をし、
画面表示が切り替わったときに、前の画面表示の残像
がディスプレイに残る場合があります。

メニューの選択方法

メニューには次の種類があります。
･きせかえメニュー
きせかえツールを利用してメニュー画面のデザイン
を変更できます。文字が大きく見やすい拡大メ
ニュー、よく使う機能だけに限定したシンプルメ
ニューも利用できます。
お買い上げ時は、FOMA端末の色に合わせたきせかえ
メニューが設定されています。
･ベーシックメニュー
メニュー構成とメニュー番号が固定しているメ
ニューです。
･セレクトメニュー
メニュー項目を自由に設定できるメニューです。
･スピードメニュー
tを押すと表示でき、特長ある機能がすばやく呼び
出せます。☛P350

：その他（ドキュメン
トビューア）

：静止画撮影
：動画撮影
：サウンドレコーダー
：バーコードリーダー
：ミュージックプレー
ヤー

：Music&Video チャ
ネル

：Music&Video チャ
ネル番組取得中

：ワンセグ視聴中
：予約録画待機中
：ビデオ録画中
：ワンセグ予約リスト
：ワンセグ録画履歴
：ワンセグイメージ／
ビデオ

：ワンセグ予約アラー
ム

：マルチタスクでFMト
ランスミッター設定
中

：GPS現在地確認
：GPS位置提供
：GPS現在地通知
：GPS位置履歴
：お知らせタイマー
：目覚まし設定中／鳴
動中

：スケジュール帳

：スケジュール音鳴動
中

：テキストメモ
：電卓
：辞典
：翻訳リーダー
：名刺リーダー
：外部データ連携中
／
：microSDメモリー
カードへアクセス中
／アクセス待機中

：64Kデータ通信
／
：USB経由でパケット
発信・通信中／送受
信中

／
：各機能の設定中／保
留中

：ソフトウェア更新中
：ソフトウェア更新の
通知あり

：パターンデータ更新
中／バージョン表示
中

：各種ネットワーク
サービス設定中

：お預かりセンターに
接続中

：電話帳通信履歴表示
中

a

b

つづく

▲
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※1：回転して表示するメニューは、スピードセレク
ター設定で変更できます。☛P26

※2：mを押したときに表示されるメニューは、表示
メニュー設定で変更できます。☛P103

メニューを選択する

メニュー項目にはそれぞれ番号（項目番号）が割り当て
られており、対応するダイヤルキーを押すか、スピード
セレクターの操作でメニュー項目を選びoを押すこと
で選択できます。

･きせかえメニューの種類によっては、使用頻度に合わ
せて第1階層のメニュー構成が変わるものがあります。
また、メニュー項目に割り当てられている番号（項目
番号）が適用されないものがあります。この場合、本
書での説明どおりに操作できないため、ベーシックメ
ニューに切り替えるか、メニューの操作履歴をリセッ
ト（☛P103）してください。

1 mz設定／NWサービスz76

･ 1つ前の画面に戻す：c
･待受画面に戻す：f
･きせかえメニューの場合は、メニューデザインに
よってOの動作が異なります。また、ガイド行
の は表示されません。

■ きせかえメニューのシンプルメニューでの選択方
法
メニュー項目を選びoまたはrを押します。
･ 1つ前のメニューに戻す：cまたはl

おしらせ
● 各種ロック機能やFOMAカード未挿入などの理由で機能

が実行できない場合は、アイコンが で表示されたり
文字が薄く表示されます。きせかえメニューのときは、項
目を選択するとメッセージが表示されます。

● きせかえメニューを「ドコモダケ_D905i」にしている
場合は、メニューで「基本メニュー呼び出し」を選択す
ると一時的に通常のメニュー構成に戻すことができま
す。

メニューを表示する

例 表示メニュー設定が「きせかえメニュー」のとき

スピードメニュー

回転※1

t

※2

1秒以上

セレクトメニュー

スピードメニュー
（音声で呼び出す場合）

きせかえメニュー

ベーシックメニュー

p

例 きせかえメニューで「スライド編集設定」を
実行するとき

「設定／NW
サービス」を
選びo

7

6

機能説明が表示され
ます。
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サブメニューを選択する

ガイド行の左上に「MENU」が表示される場合は、サ
ブメニューを使って、さまざまな操作ができます。

1 サブメニューがある画面でmzサブメ
ニュー項目を選びoまたはr

･サブメニューを閉じる：mまたはc

項目を選択する

1 項目を選びo
プルダウンメニューが表示されます。

2 %で項目を選びo
･項目番号に対応するダイヤルキーでも選択でき
ます。

1 チェックボックスを選びo

･選択されている項目の場合は から に変わ
り、選択が解除されます。
･機能によっては、mを押すとすべての項目を選
択または解除できます。
･項目番号に対応するダイヤルキーでも選択でき
ます。

1「はい」または「いいえ」を選びo

情報をすばやく表示する フォーカスモード

待受画面に表示された や などのフォー
カスモードアイコンから、対応する情報をすばやく表
示できます。

1 oz や などのアイコンを選び
o
選択したアイコンに対応する画面が表示されます。

不在着信あり：
着信履歴一覧が表示されます。
･ 2in1がデュアルモードのときは、以下のアイ
コンも表示されます。

：ＡナンバーとＢナンバーの不在着信
あり

：Ｂナンバーの不在着信のみあり

未再生の伝言メモあり：
伝言メモ一覧から伝言メモを再生できます。

留守番電話サービスの伝言メッセージあ
り：

留守番電話サービスのメッセージ再生確認画面
からメッセージを再生できます。
･ 2in1がデュアルモードのときは、以下のアイ
コンも表示されます。

：ＡナンバーとＢナンバーの伝言メッ
セージあり

：Ｂナンバーの伝言メッセージのみあり

未読の受信メールあり：
受信メールのフォルダ一覧から未読メールを表
示できます。

未読のトルカあり：
トルカ一覧から未読のトルカを確認できます。

･フォーカスモードの解除：cまたはf

プルダウンメニューから項目を選択する

チェックボックスで項目を選択する

サブメニューがあることを示します。

プルダウンメニュー

チェックボックスが か
ら に変わり、選択されま
す。

確認画面で「はい／いいえ」を選択する

･機能によっては「はい／
いいえ」以外の項目が表
示されます。

右の数字は、蓄積されている情
報の件数

フォーカスモード中はアイコン
が赤い枠で囲まれます。

つづく

▲
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･以下のアイコンが表示されたときも同様に操作で
きます。

：更新お知らせアイコン☛P433
／ ：最新パターンデータの自動更新成功／

失敗☛P437
／ ：Music&Videoチャネル番組取得成功

／失敗☛P317
／ ：ビデオ録画成功／失敗☛P260
／ ／ ：GPS位置提供成功／失敗／未応

答で終了☛P242
：FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01（別
売）で外部機器に接続中☛P299

おしらせ
● アイコンを選びcを1秒以上押すと、アイコンは一

時的に消去されます。ただし、件数が変化すると再表示
されます。留守番電話サービスの伝言メッセージのアイ
コンの場合は、cを1秒以上押したとき確認画面が
表示されます。「はい」を選択するとアイコンが一時的
に消去されます。

FOMAカードを使う

FOMAカードとは、電話番号などのお客様情報が記録
されるカードです。FOMA端末に挿入して使用します。
･ FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMA
カードの取扱説明書をご覧ください。

取り付け／取り外し

FOMA端末はFOMAカードを取り付けた状態で使用し
ます。カードが取り付けられていないときは、まず、
FOMAカードを取り付けてください。
･必ず電源を切り、FOMA端末を閉じた状態で、手に持っ
て行ってください。

aリアカバーを外し、電池パックを取り外す☛P34
bトレイを引き出す
トレイに指先をかけ、トレイが止まるところまで引
き出します。

c IC面を上にし、FOMAカードとトレイの切り欠き部
分を合わせてFOMAカードを差し込む

dトレイが止まるところまで押し込む

e電池パックとリアカバーを取り付ける☛P34

aトレイを引き出す
･「取り付け」のa～bと同じです。

bFOMAカードを引き抜く

おしらせ
● FOMAカードを無理に取り付けようとしたり、取り外そ

うとすると、FOMAカードが壊れることがありますので
ご注意ください。

● 取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意くだ
さい。

● 電池パックを取り付けるときは、必ずFOMAカードのト
レイが出ていないことを確認してください。トレイが出
ていると電池パックを取り付けることができません。無
理に取り付けようとするとFOMAカードやトレイが壊れ
ることがあります。

● FOMAカードがFOMAカードのトレイに乗り上げたま
まトレイを押し込むと、動作異常の原因となりますので
ご注意ください。

取り付け

取り外し

FOMAカードトレイが外れたとき

切り欠き部分

IC

FOMAカード

切り欠き部分

トレイ

トレイが止まるところまで引き出した状態

FOMAカードトレイを差し
込み、まっすぐに押し込ん
でください。
● FOMAカードを外してか

ら行ってください。
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FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、「PIN1コード」「PIN2コード」と
いう2つの暗証番号があります。
ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、
４～８桁の任意の数字に変更できます。☛P114

FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護す
るための機能として、FOMAカード動作制限機能が搭
載されています。
･ FOMA端末にお客様のFOMAカードを取り付けてい
る状態で、サイトなどからファイルやデータをダウ
ンロードしたり、メールに添付されたデータを取得
すると、それらのデータやファイルにはFOMAカー
ド動作制限機能が自動的に設定されます。
･ FOMAカードを差し替えた場合やFOMAカードが取
り付けられていない場合、FOMA カード動作制限機
能が設定されたデータやファイルの表示や再生、赤
外線通信／iC通信やmicroSDメモリーカードへのコ
ピー／移動はできません。
また、FOMA カード動作制限機能が設定されている
ｉアプリは、ｉアプリの削除、フォルダ移動、ソー
トのみ行えます。
･動作制限の対象となるデータは次のとおりです。
･ｉモードメールに添付されているファイル（トルカ
を除く）
･画面メモ
･メッセージR/F
･コンテンツ移行対応のデータ
･デコメールや署名に挿入されている画像
･ｉモーション
･ｉアプリ（ｉアプリ待受画面を含む）
･キャラ電
･画像（アニメーション、Flash画像を含む）
･着うた®／着うたフル®

･マチキャラ
･メロディ
･Word／Excel／PowerPointのデータ
･ PDFデータ
･テレビ電話伝言メモ
･きせかえツール
･動作制限となるデータが含まれたメールテンプ
レート
･動画メモ
･電話帳お預かりセンターからダウンロードした画
像
･トルカ（詳細）の画像
･Music&Videoチャネルの番組

おしらせ
● FOMAカード動作制限機能の対象になっているデータを

待受画面や発着信時の画像、着信音などに設定している
とき、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカード
を差し込まずに使用したりすると、音や画像の設定はお
買い上げ時の状態に戻ります。この場合、設定されてい
る音や画像と、実際に鳴る音や表示される画像が異なる
ことがあります。データをダウンロードしたときに使用
したFOMAカードを差し込むと、データの動作制限は解
除され、設定は元の状態に戻ります（データをランダム
イメージ設定に利用していたときは、設定が解除される
場合があります）。

● 赤外線通信／iC通信、microSDメモリーカード、ドコモ
ケータイdatalinkを利用して入手したデータや内蔵のカ
メラで撮影した静止画や動画には、FOMAカード動作制
限機能は設定されません。

● 他のｉチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた
場合、待受画面にｉチャネルの情報はテロップ表示され
なくなります。その後、情報が自動更新されるか、待受
画面でcを押してチャネル一覧を表示すると、最新
の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるよう
になります。

● FOMAカードが取り付けられていない場合、待受画面に
ｉチャネルの情報はテロップ表示されません。

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード（青色）」をご使用になる
場合、「FOMA カード（緑色／白色）」とは次のような
違いがありますので、ご注意ください。

「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタ
テインメントの登録商標です。

FOMAカードに保存される設定
以下の設定はFOMAカードに保存されます。FOMAカー
ドを差し替えると、差し替えたFOMAカードに保存され
ている設定が有効になります。
･自局電話番号
･証明書管理のドコモ証明書、ユーザ証明書
･ SMS設定（「送達通知」以外）
･バイリンガル
･ FOMAカード（UIM）のPIN1コード、PIN2コード、
PIN1コードON／OFF
･優先ネットワーク設定

項　目
FOMAカード
青色 緑色／白色

FOMAカード電話帳に登録可能な
電話番号の桁数☛P78 最大20桁 最大26桁

FirstPassを利用するためのユー
ザ証明書操作☛P164 利用不可 利用可

WORLD WINGサービスの利用
☛P34 利用不可 利用可

サービスダイヤル☛P378 利用不可 利用可

つづく

▲
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電池パックの取り付け／取り外し

･必ず電源を切り、FOMA端末を閉じた状態で、手に持っ
て行ってください。
･カメラに触れないように注意してください。
･指定の電池パックD10をご使用ください。

aリアカバーを外す
リアカバーの先端を指で押しながら矢印の方向にス
ライドさせて外します。

b電池パックのドコモロゴ、リサイクルマークのある
面を上にして、FOMA端末と電池パックの端子が合
うように図のような角度で差し込む
電池パックの端子を無理に差し込むと、本体のコネ
クタや電池パックの端子部を破損させる恐れがあり
ます。ご注意ください。

c電池パックをはめ込む

dリアカバーをFOMA端末から約1mmずらして置く
eFOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように
リアカバーの中央を指で押しながら、矢印の方向に
スライドさせる

正しい手順で取り付けないと、リアカバーを破損させ
ることがあります。

aリアカバーを外す
b電池パックの突起部分に指などをかけて取り外す

おしらせ
● FOMA端末のディスプレイはアクティブ液晶を使用して

います。アクティブ液晶の特性上、電池パックの取り付
け／取り外しの際、残像や横縞がしばらく表示されるこ
とがありますが、故障ではありません。

● 電池パックを取り外すと、ソフトウェア更新の予約が解
除される場合があります。また、日付時刻設定で自動時
刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定したと
きは、電池パックを取り外すと日付・時刻が消去される
場合があります。

● 電池パックを取り外すと、待受画面に設定した日付・時
刻情報を必要とするｉアプリは、正しく動作しなくなる
場合があります。その場合は、もう一度日付・時刻の設
定を行ってください。

WORLD WINGについて
WORLD WINGとは、FOMAカード（緑色／白色）と
サービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信
や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサー
ビスです。
● 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約い

ただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMA
サービスご契約時に不要である旨お申し出いただい
た方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが
必要です。

● 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約
で「WORLD WING」をお申し込みいただいていな
い方はお申し込みが必要です。

● 一部ご利用になれない料金プランがあります。
● 万一、FOMAカード（緑色／白色）を海外で紛失・

盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いた
だき、利用中断の手続きをとってください。お問い
合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問
い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難さ
れた後に発生した通話・通信料もお客様のご負担と
なりますのでご注意ください。

取り付け

この部分を押す

取り外し

突起部分



35ご使用前の確認

FOMA端末を充電する

電池残量が少なくなった場合は、充電してください。
･電池残量は、電池アイコンで確認します。☛P37

電池パックの寿命について

■ 電池パックは消耗品です
充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に
短くなっていきます。

■ 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度
になったら
電池パックの寿命が近づいています。早めの交換を
おすすめします。また、電池パックの使用条件によ
り、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合
がありますが、問題ありません。

■ 充電しながらｉアプリやテレビ電話、ワンセグの視
聴などを長時間行うと
電池パックの寿命が短くなることがあります。

■ この製品に使用されているリチウムイ
オン電池は、リサイクル可能な貴重な資
源です
環境保全のため、不要になった電池は
NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店な
どにお持ちください。

■ リサイクルの際、以下のことにご注意ください
･端子にテープなどを貼り、絶縁してください。
･分解、改造をしないでください。

充電について

FOMA端末の電源は、切ってからでも入れたままでも
充電できます。ただし、電源を入れたままで充電した
場合は、充電時間が長くなります。

■ 充電を開始すると
決定キーの照明が赤く点灯します。
電源を入れたままで充電を開始すると、充電確認音
が鳴り、電池アイコンが点滅します。

･お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA端末の色
によって異なります。

･充電を開始しても決定キーの照明が赤く点灯しな
かった場合や、赤で点滅している場合は、正常に
充電できていません。FOMA端末の温度が上昇し
ていると充電できない場合がありますので、使用
している機能があれば終了し、FOMA端末の温度
が下がってから再度充電を行ってください。再度
充電を行っても正常に充電できない場合は、取扱
説明書裏面の「故障お問い合わせ先」にご連絡の
上、ご相談ください。

■ 電源を入れたままで充電が完了すると
充電確認音が鳴り、電池アイコンが点灯状態になり
ます。

■ 電池残量が十分にある場合は
AC アダプタや DCアダプタに接続しても充電しな
いことがあります。

■ 留意事項
･充電しながら通話や通信、ｉモードやｉアプリの
使用を長時間行うと充電時間が長くなったり、温
度上昇により一時的に充電できなくなる場合もあ
ります。
･本体接続コネクタは、水平になるように抜き差し
してください。
･本体接続コネクタを抜き差しする際は、無理な力
がかからないよう、ゆっくり確実に行ってくださ
い。また、本体接続コネクタを取り外すときは、
必ずリリースボタンを押しながら引き抜いてくだ
さい。無理に引っ張ると故障の原因となります。
･詳しくはFOMA ACアダプタ 01／02( 別売 )、
FOMA 海外兼用ACアダプタ 01（別売）、FOMA
DCアダプタ 01／02（別売）の取扱説明書をご
覧ください。
･ FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応
しています。また、FOMA ACアダプタ 02およ
びFOMA 海外兼用ACアダプタ 01はAC100V
から240Vまで対応しています。
･ ACアダプタのプラグ形状はAC100V用（国内仕
様）です。AC100Vから240V対応のACアダプ
タを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変
換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用
の変圧器を使用しての充電は行わないでくださ
い。

状　態 電池アイコン
（ ）

決定キー
の照明 意　味

充電中 点滅 点灯（赤）正常に充電中
充電完了 点灯 消灯 正常に充電完了

Li-ion



36 ご使用前の確認

長時間（1日以上）の充電について

■ 電源を入れたまま長時間（1日以上）充電はおやめ
ください
充電が完了しても FOMA 端末の電源が入っている
と、電池残量が減少します。このような場合、AC
アダプタや DC アダプタは再度充電を行いますが、
再充電の途中でFOMA端末を取り外した場合は、次
のような状態になることがあります。
･電池残量が少ない
･電池切れのメッセージが表示される
･短時間しか使えない

充電時間・電池使用時間の目安

※ 1：電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる
時間の目安です。

※ 2：FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる状態
での時間の目安です。
なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの
使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、
弱い場合など）などにより、通話・待受時間は約半
分程度になることがあります。ｉモード通信を行う
と通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通
話や ｉ モード通信をしなくても、ｉ モードメール
を作成したり、ダウンロードした ｉ アプリ、ｉ ア
プリ待受画面を起動させると通話（通信）・待受時間
は短くなります。

※ 3：FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できる静止
状態での平均的な利用時間です。

※ 4：FOMA端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリ
ア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状
態での平均的な利用時間です。

※ 5：ステレオイヤホンをFOMA端末に接続して視聴した
ときの時間の目安です。
なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温
などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届か
ない、または弱い）などにより、短くなる場合があ
ります。

■ 留意事項
データ通信やマルチアクセスの実行、カメラの使用、
動画／ｉモーションの再生、音楽再生、Music&
Videoチャネルの番組取得や再生、ワンセグの視聴、
FMラジオの使用などによっても、通話（通信）時間・
待受時間は短くなります。

充電する

FOMA AC アダプタ 01 ／ 02（別売）と卓上ホルダ
D15（別売）を組み合わせて充電できます。また、AC
アダプタだけでも充電できます。
･電池パック単体では充電できません。
･詳しくは、ACアダプタと卓上ホルダの取扱説明書を
ご覧ください。

a ACアダプタの電源プラグを AC 100V コンセ
ントに差し込む

b 卓上ホルダに本体接続コネクタを「カチッ」と
音がするまで確実に差し込む

c 卓上ホルダの背面に沿ってFOMA端末を図の向
きで矢印cの方向に差し込む

d 充電の開始を確認する
決定キーの照明が赤く点灯したことを確認してく
ださい。充電が完了したら、卓上ホルダを手で押さ
えながらFOMA端末を手前に傾け、卓上ホルダから
取り出します。

･ FOMA端末を卓上ホルダへ取り付ける際は、ストラッ
プなどを挟まないようにご注意ください。
･差し込みが十分でなかったり、FOMA 端末が傾いて
いたりすると、正常に充電できません。「カチッ」と
音がするまでFOMA端末を押し込んでください。
･ FOMA 端末は図の向きで卓上ホルダに差し込んでく
ださい。向きを間違えると充電できません。
･卓上ホルダの突起を押すと充電端子が飛び出しま
す。充電しないときは突起を押さないでください。ま
た、コンセントにつないだ状態で、手や指など、身
体の一部を充電端子に触れさせないようにしてくだ
さい。

充電時間 ACアダプタ：約140分
DCアダプタ：約140分

連続通話
時間※1

FOMA／
3G

音声電話時：約200分
テレビ電話時：約110分

GSM 音声電話時：約200分
連続待受
時間※2

FOMA／
3G

静止時（自動）※3：約530時間
移動時（自動）※4：約350時間
移動時（3G固定）：約380時間

GSM 静止時（自動）：約320時間
ワンセグ視聴
時間※5

エコノミーモード：約250分
ノーマルモード：約240分

決定キー

卓上ホルダ

ＡＣアダプタ

電源プラグ

ＡＣ１００Ｖ
コンセント

本体接続コネクタ
（　　表示面が表です）
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専用のFOMA DCアダプタ01／02（別売）を使用す
ると、自動車の中でも充電できます。マイナスアース
車（12V車・24V車）で使用できます。
･詳しくは、DCアダプタの取扱説明書をご覧ください。

おしらせ
● 自動車のエンジンを切った状態で充電すると、自動車の

バッテリーを消耗させることがあります。必ずエンジン
をかけた状態で充電してください。

● 充電しない場合は、DC アダプタはシガーライタソケッ
トから取り外してください。

● DCアダプタのヒューズ（2A）は消耗品です。交換に際
しては、お近くのカー用品店などでお買い求めくださ
い。

電池残量の確認のしかた 電池残量

ディスプレイで電池残量の目安を確認できます。

（電池残量3）：十分残っています。
（電池残量2）：少なくなっています。
（電池残量1）：電池残量がほとんどありません。充

電してください。
･お買い上げ時の電池アイコンは、FOMA 端末の色に
よって異なります。

電池残量を音と表示で確認する

1 mz設定／NWサービスz795
電池残量が表示されます。確認音がキー確認音の
音で鳴ります。

電池残量がない旨のメッセージが表示されます。o、
c、fを押すとメッセージが消えますが、しばら
くすると電池アラーム音が鳴り、再度メッセージが表
示されます。このとき、ディスプレイ上部のすべての
アイコンが点滅し、約 1分後に自動的に電源が切れま
す。充電を開始すれば電池アラーム音は止まります。す
ぐに止めたい場合はfを押してください。
･通話中のときは、受話口から電池アラーム音が鳴り、
メッセージが表示されます。受話口から電池アラー
ム音が聞こえてから約20秒後に通話が切れ、その約
1分後に自動的に電源が切れます。

電池アラーム音をOFFにする 電池アラーム音

1 mz設定／NWサービスz117
5z1～2

おしらせ
● 通話中に電池が切れそうになると、「OFF」に設定して

いても、受話口から電池アラーム音が鳴ります。

ACアダプタだけで充電する場合

FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き、本
体接続コネクタを「カチッ」と音がするまで確実に差
し込んでください。
● 充電が完了したら、本体接続コネクタの両側のリ

リースボタンを押しながら引き抜き、端子キャップ
を閉じます。

● FOMA端末を閉じた状態でも、開いた状態でも充電
できます。

自動車の中で充電する

（　　表示面が表です）

リリースボタン

本体接続コネクタ

電池アイコン

電池が切れそうになると

3回鳴ります 2回鳴ります

1回鳴ります

（電池残量3） （電池残量2）

（電池残量1）
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電源を入れる／切る 電源ON／OFF

･初めて電源を入れたときは初期設定を行います。
☛P38
･電源を入れる前にFOMAカードが正しく取り付けら
れているか確認してください。

1 f（2秒以上）

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が
表示されます。ウェイクアップ画面の表示まで多
少時間がかかります。

･お買い上げ時のアンテナアイコンは、FOMA端末
の色によって異なります。
･日付・時刻が設定されていないときは、その旨の
メッセージが表示されます。時刻情報を受信し自
動時刻補正されると消えます。
･手動で日付・時刻を設定：o

1 f（2秒以上）

おしらせ
● FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れた後で4

～8桁の端末暗証番号の入力が必要です。正しく入力す
ると待受画面が表示されます。誤った端末暗証番号を5
回入力した場合は電源が切れます（ただし、再度電源を
入れることは可能です）。

● 電源を入れたときに、設定によりPIN1／PIN2コードの
入力画面が表示されます。☛P113、P355

● 照明設定の点灯時間設定の通常時が「常時」以外の場合、
約90秒間何も操作せずにいると、ディスプレイの表示
が消えます。☛P102

初期設定を行う 初期設定

電源を初めて入れたときに、日付時刻や端末暗証番号、
キーの確認音などの設定を行います。

1 電源を入れる☛P38

2 各項目を設定zp

･暗証番号設定または位置提供可否設定をせずに
fなどを押して終了すると、確認画面が表示さ
れます。「はい」を選択して終了すると、次回、
電源を入れたときに、設定画面が表示されます。
･設定を途中で終了しても、後から設定を変更でき
ます。
･初期設定が終了すると、ソフトウェア更新機能の
確認画面が表示されます。

1 mz設定／NWサービスz799
･以降の操作は電源を初めて入れたときと同じで
す。

おしらせ
● オールロック中、ダイヤル発信制限中に電源を入れた場

合、自動電源ON設定によって電源が入った場合は初期
設定画面は表示されません。

● 設定した内容は各機能に反映されます。

電源を入れる

受信レベ
ル表示
状態 強 弱 サービスエリア外や

電波の届かない所

電源を切る

FOMAカードの読み込み中

受信レベル
（アンテナアイコン）

待受画面

日付時刻設定：
自動時刻・時差補正のON／OFFや日付時刻を設
定。☛P39

暗証番号設定：
端末操作用の端末暗証番号を設定。☛P113

位置提供可否設定：
位置提供の要求に対して、位置提供を許可する
かを設定。
･設定時は設定に関わらず「位置提供ON」が選
ばれています。
･許可期間を設定するには位置提供可否設定を
行います。☛P242

文字サイズ設定：
文字入力の画面やメール詳細画面、電話帳一覧、サ
イト表示画面などの文字サイズを設定。☛P109

キー確認音設定：
キーを押したときに鳴る音を設定。☛P93

スピードセレクター音設定：
回転させたときに鳴る音を設定。☛P93

スライド音設定：
FOMA端末を開閉したときに鳴る音を設定。
☛P94

モーションコントロール設定：
モーションコントロールによって動作させる機
能を設定。☛P337

待受画面から初期設定を変更する
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日付・時刻を合わせる 日付時刻設定

時刻設定には、時刻や時差を自動的に補正する方法と、
自分で時刻を入力する方法があります。

1 mz設定／NWサービスz711
z各項目を設定zp

FOMAカードを取り付けた状態で、電波の届く場所で
電源を入れたときなどに自動的に補正されます。
･数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電
波状況によっては時刻を補正できない場合がありま
す。
･ｉアプリによっては、ｉアプリ動作中に時刻情報を受
信しても補正できない場合があります。
･自動時刻・時差補正を「ON」にしたとき、しばらく
時刻が補正されない場合があります。自動時刻・時
差補正を有効にするには、電源を入れ直してくださ
い。
･ FOMAカードを取り付けていないときや、圏外にいる
ときは、電源を入れ直すなどしても補正は行われませ
ん。
･海外で時差補正が行われると、リダイヤル、着信履
歴、メールの送受信などの日時は現地時間になりま
す。
･海外で利用中の通信事業者のネットワークによって
は、時差補正が行われない場合があります。
･自動時刻・時差補正とデュアル時計設定を「ON」に
すると、海外で利用中の通信事業者のネットワーク
による時差補正情報を受信したときにデュアル時計
が表示されます。

おしらせ
● 日付・時刻を設定していないときは、次の機能は利用で

きません。
･自動電源ON／OFF設定
･目覚まし
･マチキャラ
･ｉアプリの自動起動機能
･ｉアプリDX
･日付・時刻を利用するFlash画像
･ソフトウェア更新
･パターンデータ更新
･スケジュール帳（データ送受信やスケジュールデータ
の表示含む）
･再生制限が設定されているｉモーションの取得、再生
･ランダムイメージ設定（スライドオープン／スピード
セレクター以外）
･ライフスタイル設定
･ワンセグ視聴
･テレビリンク
･ワンセグの予約スケジュール
･ビデオ
･ GPS位置提供可否設定の許可期間設定
･著作権保護により再生制限が設定されている着うた
フル®のダウンロード／WMAファイルの再生
･うた・ホーダイでダウンロードした着うたフル®の再
生／再生期限更新／着信音設定
･Music&Videoチャネルの番組設定や取得、再生制限
が設定されている番組の再生

自動時刻・時差補正：
自動で時刻や時差を補正するかを設定。
ON…国内ではドコモのネットワークからの時
刻情報をもとに、自動で時刻を補正します。海
外では利用中の通信事業者のネットワークから
時差補正情報を受信した場合に自動補正しま
す。
OFF…自分で設定する場合に選択します。

オフセット時間：
時計を常に一定時間進めておきたいときなど
に、取得した時刻より進める（＋）／遅らせる
（－）時間を設定。
日付、時刻：
2000年1月1日から2050年12月31日の範
囲で設定。

タイムゾーン：
時刻を設定する地域を選択。国内では「GMT+
09:00」に設定。

サマータイム：
サマータイムを設定。
ON…1時間進めた時刻を表示します。

･数字は%でも増減できま
す。&で変更する数字を
選んでからも入力できま
す。

自動時刻・時差補正を設定したとき

つづく

▲
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● 日付・時刻を設定していないときは、次の機能で日時が
記録されず、「----/--/--」「----------------」などと表示され
ます。さらに区別のための枝番が付くこともあります。
･リダイヤル／着信履歴
･伝言メモ／音声メモ
･カメラで撮影した静止画／動画の日時
･テキストメモ
･送信メール／未送信メールの日時
･メール送信履歴
･作成したメールテンプレートの保存日時
･サウンドレコーダーで録音した音声の日時
･通話時間／通話料金の前回リセット日時
･バーコードリーダーで読み取ったデータのファイル
名の日時
･ｉアプリ（詳細情報）のダウンロード日時
･トルカの受信日時
･ GPSの位置履歴
･ダウンロードしたデータやファイルの保存日時
･うた・ホーダイでダウンロードした着うたフル®の詳
細情報の再生期限

● 自動時刻・時差補正を「OFF」にして日付・時刻を設定
したときは、電池パックを取り外したり、電池が切れた
まま長い間充電しなかったりすると、日付・時刻が消去
される場合があります。その場合は、もう一度日付・時
刻の設定を行ってください。

相手に自分の電話番号を通知する
発信者番号通知

電話やプッシュトークをかけたとき、相手の電話機に
自分の電話番号（発信者番号）を表示させます。
･発信者番号はお客様の大切な情報です。発信者番号
を通知する際には、十分にご注意ください。
･圏外では、設定の操作はできません。
･相手の電話機が、発信者番号表示が可能なときに表
示されます。
･詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワークサー
ビス編）』をご覧ください。

1 mz設定／NWサービスz841
1
･設定内容の確認：mz設定／NWサービスz
8412zはい

2 1
･通知しない：2

おしらせ
● 発信者番号を通知／非通知にする方法は複数あります。

複数の番号通知方法を同時に設定・操作した場合、次の
優先順位で番号通知動作が行われます。ただし、ディス
プレイの表示と実際の通知／非通知が異なる場合があ
ります。
a発信時に発信オプションで番号通知方法を設定した

場合☛P49
b相手の電話番号の前に「186」／「184」を付けた

場合☛P49
c電話帳データに発番号設定をした場合（プッシュトー

クは1人に発信した場合）☛P86
d発信者番号通知設定した場合

● 電話をかけたときに発信者番号通知をお願いする旨の
ガイダンスが流れた場合は、発信者番号を通知する設定
にしてからかけ直してください。

● プッシュトーク発信する場合も、本設定に従います。

自分の電話番号を確認する 自局番号

1 mz自局番号
■ 通話中のときなど：b0
･自分の名前やメールアドレスなどを登録するに
は☛P351

おしらせ
● 2in1をご契約の場合に、FOMAカードの差し替え（2in1

契約者→2in1契約者）を行うときは、正しいBナンバー
を取得するために、FOMAカードを差し替える前に2in1
をOFFにし、FOMAカードを差し替えた後に再度2in1を
ONにするか（☛P380）、自局番号の表示画面からBナ
ンバーを取得してください。☛P352
また、FOMAカードの差し替え（2in1契約者→2in1未
契約者）を行うときも、正しい所有者情報に更新するた
めに、FOMAカードを差し替える前に2in1をOFFにして
ください。

● 2in1がAモードまたはデュアルモードのときは、自局電
話番号欄にAナンバーが表示されます。Bモードのとき
は、Bナンバーが表示されます。デュアルモードのとき
は、aを押してＡナンバーとＢナンバーの表示を切り
替えられます。
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