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索引

索引の使いかた
機能名やキーワードを列挙した索引には、「五十音目次」としての機能もあります。なお、
「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目（太字）の機能名やキーワードで検索
したのち、2階層目の索引項目から探してください。

a
アイコン一覧 .............................................30, 32
アドレス表示 .................................................. 151
アフターサービス ........................................... 427
アラーム音 ......................................................... 91
アラーム自動電源ON設定 .............................. 326
アルバム.......................................................... 308
アルバム再生............................................... 310
追加／削除................................................... 308
データの移動／コピー................................. 309
暗証番号.......................................................... 110
アンテナアイコン設定 .................................... 106
位置提供可否設定 ........................................... 282
イミテーションコール .................................... 334
イヤホン切替設定 ........................................... 342
イヤホンスイッチ発信設定 ............................. 341
イヤホンスイッチ発信／応答 ......................... 341
イルミネーション設定 .................................... 106
インターネット接続
フルブラウザ............................................... 192
ｉモード...................................................... 174
インフォメーション表示設定 ......................... 189
ウォーキングチェッカー................................. 339

情報表示 ......................................................340
設定.............................................................. 340
ウォーキングチェッカー（ｉアプリ）.............253
英語ガイダンス ...............................................364
英語表示 ..........................................................108
エニーキーアンサー設定....................................67
絵文字入力
一覧.............................................................. 403
絵文字D ..........................................................135
エリアメール...................................................162
受信.............................................................. 163
遠隔カスタマイズ ...........................................131
遠隔初期化 ......................................................130
遠隔操作設定...................................................365
お預かりセンター→電話帳お預かりサービス
応答保留 .............................................................68
応答保留ガイダンス設定....................................68
オートキーロック ...........................................124
オート着信設定 ...............................................342
オールロック...................................................114
置き忘れセンサー ...........................................125
おサイフケータイ ...........................................264
お知らせタイマー ...........................................324
音設定 ................................................................91

オプション・関連機器.....................................417
おまかせロック ...............................................115
オリジナル証明書............................................183
オリジナルマナーモード ....................................95
音楽
うた・ホーダイ............................................232
着うたフル.................................................233
着信音設定...................................................239
バックグラウンド再生......................228, 232
WMAファイル.............................................233
音楽再生音優先設定 ........................................240
音声メモ ..........................................................335
再生／削除......................................................70
音量設定 .............................................................92

k
ガイド表示領域 ..................................................33
外部接続端子 ......................................................27
開閉操作音 .........................................................94
開閉ロック ......................................................124
顔文字一覧 ......................................................411
各種設定リセット............................................130
画像 .................................................................288
アップロード ....................................179, 194

キャラ電 ..........................71, 298
移動 .......................................309
削除 .......................................311
詳細情報参照／変更..............310
ソート....................................312
ダウンロード.........................178

〈例〉キャラ電をダウンロードしたいとき
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アルバム追加／削除.....................................308
移動／コピー................................................309
画像の利用 ...................................................290
削除..............................................................311
詳細情報参照／変更.....................................310
スライドショー............................................289
ソート ..........................................................312
ダウンロード.....................................177, 195
電話帳お預かりサービス..............................128
動作設定.......................................................289
パラパラマンガ作成.....................................290
表示..............................................................288
表示・保存（ｉモードメール）.....................146
編集..............................................................290
画像／名前表示切替 ....................... 62, 86, 154
かな入力方式
一覧..............................................................402
カメラ ......................................................27, 198
明るさ ..........................................................207
オートフォーカス ........................................201
顔検出 ..........................................................206
画質..............................................................208
画像サイズ ...................................................208
共通再生モード............................................207
グリッド.......................................................207
サイズ制限 ...................................................208
撮影モード ...................................................207
自動縦横判定................................................206
シャッター音...................................................94
ズーム ..........................................................205
静止画撮影 ...................................................200
静止画詳細設定............................................205
静止画保存枚数............................................436
接写撮影.......................................................206
設定の初期化................................................209
セルフタイマー............................................206
タッチオートフォーカス..............................202
ちらつき調整................................................209
手ぶれ補正 ...................................................208
動画撮影.......................................................203
動画撮影時間................................................437
動画／録音詳細設定.....................................205
品質..............................................................208

ファイルの詳細 ........................................... 198
フルオートフォーカス ................................ 201
フレーム...................................................... 207
ホワイトバランス........................................ 207
歪み補正...................................................... 208
ライト.......................................................... 205
連続撮影...................................................... 202
連続パノラマ撮影........................................ 202
4コマ撮影................................................... 202
画面切替メニュー ........................................... 322
画面メモ ......................................................... 176
カレンダー→スケジュール帳
簡易ライト ...................................................... 333
キー確認音 ......................................................... 94
きせかえツール............................................... 102
移動 ............................................................. 309
削除 ............................................................. 311
詳細情報参照／変更.................................... 310
スペシャルモード........................................ 104
ソート.......................................................... 312
ダウンロード............................................... 178
内容の確認 .................................................. 104
フォルダ追加／削除.................................... 308
変更 ............................................................. 103
きせかえメニュー .............................................. 36
カスタマイズ............................................... 104
キャッチホン .................................................. 363
キャラ電 ................................................. 71, 298
移動 ............................................................. 309
削除 ............................................................. 311
詳細情報参照／変更.................................... 310
ソート.......................................................... 312
ダウンロード............................................... 178
動作設定...................................................... 299
フォルダ追加／削除.................................... 308
緊急速報「エリアメール」............................... 162
クイック検索 .................................................. 323
検索サービス............................................... 324
クイックズーム............................................... 148
クイックダイヤル .............................................. 88
クイックマニュアル........................................ 456
クイックメール............................................... 142
グループ別発着信設定 ....................................... 84

圏外 .................................................................... 54
圏内自動送信................................................... 142
公共モード ......................................................... 69
公共モード（電源OFF）..................................... 69
公共モード（ドライブモード）........................... 69
国際ダイヤルアシスト設定 ................................ 65
国際電話（WORLD CALL）............................. 64
国際ローミング
オペレータ名表示設定................................. 378
在圏状態表示............................................... 378
デュアル時計設定........................................ 378
電話／テレビ電話を受ける.......................... 376
電話／テレビ電話をかける.......................... 376
ネットワークサーチ設定............................. 377
ネットワークサービス................................. 379
優先ネットワーク設定................................. 377
ローミングガイダンス設定.......................... 378
ローミング時着信規制................................. 378
ローミング着信通知 .................................... 378
3G/GSM切替............................................. 377
国際ローミング（WORLD WING）............... 372
個別着信設定...................................................... 83
コンテンツ移行対応........................................ 297

s
サービスダイヤル ........................................... 365
再接続アラーム音 .............................................. 94
最大保存・登録・保護件数 ............................. 438
超えたとき................................................... 312
サイト
操作 ............................................................. 172
電話帳登録................................................... 180
URLコピー.................................................. 180
サイドキー長押し設定 .................................... 333
サウンドレコーダー........................................ 204
撮影お知らせランプ........................................... 27
サブアドレス設定 .............................................. 66
サブメニュー操作 .............................................. 38
シークレット検索 .............................................. 85
シークレット属性 ................................... 87, 330
自局電話番号...................................................... 56
辞書 ................................................................. 356
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ダウンロード............................................... 178
辞典 ................................................................. 339
自動電源ON／OFF設定 ................................. 324
自動振り分け設定 ........................................... 155
自動読取機能設定 ........................................... 271
指紋センサー ..................................................... 27
指紋認証.......................................................... 112
削除 ............................................................. 114
登録 ............................................................. 113
認証操作 ...................................................... 114
指紋のみ認証設定 ........................................... 114
車載ハンズフリー .............................................. 66
シャッター音 ..................................................... 94
充電 .................................................................... 50
充電確認音 ......................................................... 94
充電時間............................................................. 50
充電端子............................................................. 27
受信結果画面 ............................ 143, 160, 165
受信中画面 ................................ 143, 160, 165
受信メール→ｉモードメール
受信レベル ......................................................... 54
受信・自動送信表示設定................................. 159
受話音量.............................................59, 75, 92
受話口 ................................................................ 26
省電力設定 ...................................................... 101
省電力動作設定 ........................................... 101
省電力モードON／OFF.............................. 101
証明書 ............................................................. 183
ダウンロード............................................... 185
照明／キーバックライト設定 ......................... 100
明るさ調整................................................... 101
画面オフ時間設定........................................ 101
キーバックライト設定................................. 101
照明点灯時間設定........................................ 100
ショートカット操作........................................... 37
初期設定............................................................. 54
署名
設定 ............................................................. 157
挿入 .................................................. 134, 164
新規起動メニュー ........................................... 322
新着情報............................................................. 39
人物画像表示設定 ........................................... 100
スイッチ付イヤホンマイク ............................. 341

スーパーはっきりボイス2→はっきりボイス
スキャン機能...................................................433
自動更新設定 ...............................................433
スキャン機能設定........................................433
スクリーン設定 ...............................................102
スケジュール
ダウンロード ...............................................178
電話帳お預かりサービス .............................128
表示・保存（ｉモードメール）....................146
スケジュール音 ..................................................91
スケジュール帳 ...............................................326
アラーム初期値設定 ....................................328
カレンダー画面............................................326
休日設定 ......................................................327
クイックスケジュール.................................328
コピー／貼り付け・削除・変更・メール操作
.....................................................................328
祝日設定 ......................................................327
詳細画面 ......................................................329
スケジュールアラーム.................................327
スケジュール帳表示設定 .............................327
デイリービュー画面 ....................................328
登録.............................................................. 327
登録件数確認 ...............................................330
曜日休日設定 ...............................................327
ｉスケジュール ...........................................330
ステレオ効果設定 ..............................................93
スピーカー .........................................................27
スピーカーホン機能 ...........................................59
スペシャルモード ...........................................104
静止画
撮影.............................................................. 200
表示.............................................................. 288
編集.............................................................. 290
静止画撮影画面 ...............................................199
赤外線通信 ......................................................312
受信.............................................................. 314
送信.............................................................. 313
データ送受信設定........................................316
リモコン機能 ...............................................316
赤外線ポート......................................................27
セキュリティスキャン→スキャン機能
セキュリティランプ設定.................................125

接続先設定 ......................................................181
接続待ち時間設定............................................181
設定状況確認 ...................................................348
セルフモード設定............................................116
セレクトメニュー....................................36, 332
操作確認音 .........................................................94
送信メール→ｉモードメール
送達通知 ..........................................................166
送話口.................................................................27
その他→Word、Excel、PowerPoint
ソフトウェア更新
自動更新.......................................................430
自動更新設定 ...............................................430
即時更新.......................................................431
ソフトウェア更新画面.................................430
予約更新.......................................................431

t
タイマー（「T」）..................................................63
ダイヤル発信制限............................................118
ダウンロード辞書............................................356
卓上ホルダ .........................................................52
タスク表示領域 ..................................................32
タッチ操作 .........................................................40
タッチパネル ..............................................26, 39
端末暗証番号 ...................................................110
端末暗証番号変更............................................111
地図アプリ
地図表示画面 ...............................................278
TOPメニュー画面 .......................................277
着うたフル ....................................................233
着信許可／拒否設定 ........................................126
着信履歴 .............................................................60
一覧画面／詳細画面........................................60
着モーション ......................................................91
着もじ.................................................................62
追加サービス（USSD登録）...........................369
通常スタイル ......................................................29
ツータッチサイト............................................176
ツータッチｉアプリ........................................256
通話時間 ..........................................................335
通話中クローズ設定 ...........................................68
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通話中着信設定 ...............................................365
通話中の着信動作選択.....................................365
通話中保留..........................................................59
通話品質アラーム音 ...........................................94
通話保留音..........................................................94
通話料金 ..........................................................335
上限通知アイコン消去 .................................337
通話料金自動リセット設定..........................336
通話料金上限通知 ........................................337
ディスプレイ ............................................. 26, 30
ガイド表示領域...............................................33
照明設定.......................................................100
スクリーン設定............................................102
タスク表示領域...............................................32
データ一括削除 ...............................................130
データ送受信設定 ............................................316
データ通信.......................................................382
データ転送
OBEX通信 ................................................382
データ転送モード中 ...........................................30
データ放送.......................................................219
テキストメモ ...................................................337
デコメアニメ

作成..............................................................137
デコメール

作成..............................................................135
デコメピクチャ .............................................135
デュアルネットワークサービス ......................364
テレビ電話..........................................................58
受ける .............................................................67
映像／画像設定...............................................72
音声自動再発信...............................................73
かける .............................................................58
画面表示設定...................................................73
キャラ電..........................................................71
テレビ電話画像選択 ...........................................73
テレビ電話切替機能通知 ....................................74
テレビ電話使用機器設定 ....................................74
テレビ電話着信設定 ...........................................90
テレビ電話動作設定 ...........................................73
テロップ表示設定 ............................................188
電源
自動電源ON／OFF設定..............................324

電源OFF時ICロック設定 ............................... 266
電源ON／OFF .................................................. 54
伝言メモ ............................................................ 70
クイック伝言メモ........................................... 70
再生／削除 ..................................................... 70
伝言メモ応答ガイダンス設定 ............................ 70
伝言メモ応答時間設定 ....................................... 70
転送でんわサービス........................................ 363
電卓................................................................. 337
電池
充電 ................................................................ 50
充電時間......................................................... 50
使用時間......................................................... 51
電池アイコン設定 ........................................... 106
電池アラーム音.................................................. 94
電池残量 ............................................................ 53
電池パックの取り付け／取り外し ..................... 49
電池レベル表示.................................................. 53
添付ファイル ....................................... 140, 146
変更／解除 .................................................. 141
添付ファイル自動再生設定............................. 159
電話
受ける............................................................. 67
かける............................................................. 58
着信画像設定.................................................. 99
着信中の操作.................................................. 67
発信オプション .............................................. 64
発信画像設定.................................................. 98
電話着信音 .............................................. 91, 239
電話着信画像設定 .............................................. 99
電話着信設定 ..................................................... 90
電話帳 ................................................................ 82
グループ設定.................................................. 84
コピー............................................................. 87
削除 ................................................................ 87
シークレットコード設定................................ 86
修正 ................................................................ 86
詳細画面......................................................... 86
電話帳お預かりサービス............................. 128
電話番号／メールアドレス入替え.................. 86
登録 ................................................................ 82
登録件数確認.................................................. 88
発信オプション .............................................. 64

発番号設定...................................................... 86
表示・保存（ｉモードメール）.................... 146
メモリ番号入替え........................................... 86
FOMAカード／FOMA端末へコピー............. 87
電話帳お預かりサービス................................. 128
電話帳検索 ......................................................... 84
検索方法指定.................................................. 85
電話帳一覧...................................................... 84
ロケットサーチ .............................................. 85
電話帳検索優先設定........................................... 85
電話発信画像設定 .............................................. 98
電話番号表示...................................................... 56
電話ランプ ......................................................... 27
電話／メール着信時設定................................. 123
問合せ画像設定 ............................................... 100
動画再生ソフト ............................................... 418
動画撮影画面................................................... 199
動画メモ.......................................................... 335
動画／ｉモーション
アップロード.................................... 179, 194
アルバム追加／削除 .................................... 308
移動／コピー............................................... 309
キャプチャ................................................... 296
サイズ切り出し ........................................... 296
再生 ............................................................. 292
再生・保存（ｉモードメール）.................... 146
削除 ............................................................. 311
撮影 ............................................................. 203
取得 ............................................................. 186
詳細情報参照／変更 .................................... 310
選択切り出し............................................... 296
ソート.......................................................... 312
動画／ｉモーションの利用......................... 295
動作設定 ...................................................... 294
プレイリスト............................................... 294
編集 ............................................................. 296
同報送信.......................................................... 135
トータルカスタマイズ .................................... 105
特殊記号一覧................................................... 408
時計表示設定................................................... 108
ドコモケータイdatalink ................................ 385
ドコモ証明書................................................... 183
トルカ ............................................................. 267



450 索引／クイックマニュアル

移動・削除・ソート・添付・表示............... 269
検索 ............................................................. 270
取得 ............................................................. 268
ダウンロード............................................... 178
電話帳お預かりサービス............................. 128
トルカ件数確認 ........................................... 270
表示・保存（ｉモードメール）.................... 146
フォルダ作成／削除 .................................... 270
トルカ取得確認設定........................................ 271
トルカ振り分け設定........................................ 271

n
認証操作
指紋認証 ...................................................... 112
端末暗証番号............................................... 110
ネットワーク暗証番号 .................................... 110
ノイズキャンセラ設定 ....................................... 66

h
バーコードリーダー............................. 210, 260
パーソナルデータロック................................. 117
バイブレータ設定 .............................................. 93
背面ディスプレイ .............................................. 34
詳細情報表示.................................................. 35
メニュー ......................................................... 35
背面ディスプレイ設定 .................................... 100
自動点灯設定............................................... 100
背面画像設定............................................... 100
バイリンガル .................................................. 108
パケット通信 .................................................. 382
パケット通信中着信設定.................................... 74
パスワードマネージャー................................. 356
パソコンとFOMA端末の接続 ........................ 307
はっきりボイス .................................................. 60
バックアップ .................................................. 306
発信オプション .................................................. 64
発信者番号通知設定........................................... 56
発信者番号通知／非通知
発信オプション .............................................. 64
発番号設定...................................................... 86
186／184 ................................................... 63
発着信識別表示 ............................................... 100

発番号なし動作設定 ........................................126
番号サービス...................................................417
番号通知お願いサービス.................................364
日付時刻設定......................................................55
ビューアスタイル ......................................29, 39
ビューアスタイルメール表示設定 ..................158
ビューアメニュー ..............................................40
表示メニュー設定 ...........................................102
表示・効果設定 ...............................................182
ファイル制限........................................178, 310
フィンガーポインター .......................................44
フォーカスモード ..............................................39
フォルダ ..........................................................308
追加／削除...................................................308
フォント
ダウンロード ...............................................178
フォント選択...................................................107
不在着信 .............................................................62
不在着信お知らせ ...........................................106
ブックマーク...................................................175
ツータッチサイト........................................176
表示・保存（ｉモードメール）....................146
プッシュ信号（DTMF）送出 ............................63
プッシュトーク ..................................................75
グループ発信 ..................................................78
着信.................................................................77
発信.................................................................75
発信（プッシュトーク電話帳）.......................78
プッシュトーク自動応答設定.........................78
プッシュトークスピーカーホン設定 ..............79
プッシュトーク中クローズ設定......................79
プッシュトーク中着信設定.............................78
プッシュトーク呼出時間設定.........................78
ｉモード中プッシュトーク着信 .....................79
プッシュトーク着信設定....................................90
プッシュトーク電話帳 .......................................77
削除.................................................................78
メンバー一覧 ..................................................78
プッシュトークプラス .......................................75
プライバシーモード ........................................118
シークレット反映........................................122
プリインストールｉアプリ.............................246
ウォーキングチェッカー .............................253

株価アプリ...................................................255
ケータイ脳力ストレッチング2 ...................247
太鼓の達人4 F ...........................................247
地図アプリ........................................253, 276
日英版しゃべって翻訳 for F........................248
日中版しゃべって翻訳 for F........................248
マクドナルド トクするアプリ.....................254
モバイルGoogleマップ ..............................249
モバイルSuica登録用iアプリ.....................252
楽オク☆アプリ............................................254
DCMXクレジットアプリ ............................251
FOMA通信環境確認アプリ .........................252
Gガイド番組表リモコン..............................249
Googleモバイル .........................................255
iアバターメーカー.......................................248
iアプリバンキング.......................................250
iD 設定アプリ..............................................251
iWウォッチ..................................................253
Start! iウィジェット...................................253
フルブラウザ ...................................................192
検索..............................................................194
フレーム.......................................................194
ポインター...................................................193
マルチウィンドウ ........................................194
フルブラウザ画面............................................192
フルブラウザ設定............................................196
プレフィックス設定 ...........................................66
プロフィール情報
確認......................................................56, 333
詳細画面.......................................................333
ベーシックメニュー ...........................................36
ポーズ（「P」）.....................................................63
ホームページ ........................................174, 192
保証 .................................................................427

m
マイク付リモコン F01 .............226, 240, 320
マイドキュメント→PDFデータ
マイピクチャ→画像
マイメニュー ...................................................173
待受画面 .............................................................54
待受画面設定 ......................................................96
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アンテナアイコン設定 .................................106
カレンダー／待受カスタマイズ......................97
電池アイコン設定 ........................................106
時計表示設定................................................108
ｉアプリ待受画面 ...........................................97
待受ショートカット ........................................330
待受ショートカット設定 .................................331
待受貼付 ..........................................................331
マチキャラ.......................................................298
移動..............................................................309
削除..............................................................311
詳細情報参照／変更.....................................310
ソート ..........................................................312
ダウンロード................................................178
動作設定.......................................................298
フォルダ追加／削除.....................................308
マチキャラ設定 ...............................................102
マナーモード ......................................................95
オリジナルマナーモード.................................95
マルチアクセス ...............................................322
組み合わせ ...................................................414
マルチアクセス中表示........................................68
マルチウィンドウ（フルブラウザ）.................194
マルチウィンドウ（ワンセグ）........................221
マルチタスク ...................................................322
組み合わせ ...................................................416
マルチナンバー ...............................................366
発信オプション...............................................64
未送信メール→ｉモードメール
ミュージックプレーヤー .................................232
イントロ再生................................................236
音楽データ一覧画面.....................................234
音楽データの管理 ........................................237
音楽データの保存 ........................................233
画像・歌詞の表示 ........................................240
再生制限.......................................................236
再生／操作 ...................................................235
詳細情報表示................................................239
動作設定.......................................................236
フォルダ一覧画面 ........................................234
プレイリスト................................................237
プレイリスト一覧画面 .................................234
プレーヤー画面............................................235

WMA一括削除 ............................................ 240
迷惑電話ストップサービス............................. 364
メールアドレス.................................................. 56
メール一覧表示設定........................................ 158
メールグループ............................................... 157
メール検索 ...................................................... 152
メール件数確認............................................... 151
メール作成画面............................................... 134
メール自動受信............................................... 143
メール受信添付ファイル設定 ......................... 158
メール設定（FOMA端末）.............................. 155
メール選択受信............................................... 144
メール選択受信設定.................................... 157
メール送受信画像設定 .................................... 100
メール送受信履歴 ........................................... 153
メール着信結果画像設定 ................................ 100
メール着信設定.................................................. 90
メールテンプレート........................................ 138
削除 ............................................................. 140
ダウンロード............................................... 139
メール振り分け設定........................................ 155
メール返信引用設定........................................ 158
メールランプ ..................................................... 27
メール連動型ｉアプリ
ダウンロード............................................... 243
メール・メッセージ着信音..................... 91, 239
目覚まし ......................................................... 325
目覚ましワンセグ........................................ 325
目覚まし音 ......................................................... 91
メッセージF着信設定 ........................................ 90
メッセージR着信設定 ....................................... 90
メッセージR/F ............................................... 160
画面の見かた............................................... 161
削除 ............................................................. 161
受信・自動送信表示設定............................. 159
ソート.......................................................... 161
添付ファイルの表示・保存 ......................... 162
問合せ.......................................................... 144
表示 ............................................................. 161
表示種別...................................................... 161
保護 ............................................................. 161
メッセージ自動表示設定............................. 161
文字サイズ .................................................. 161

メニュー............................................................. 36
一覧 ............................................................. 388
メモリ確認 ...................................................... 312
メモリ登録外着信拒否 .................................... 128
メモリ別着信拒否／許可................................. 126
メロディ.......................................................... 299
アルバム追加／削除 .................................... 308
一覧 ............................................................. 401
移動／コピー............................................... 309
再生・保存（ｉモードメール）.................... 146
削除 ............................................................. 311
詳細情報参照／変更 .................................... 310
ソート.......................................................... 312
ダウンロード............................................... 178
動作設定 ...................................................... 300
メール添付用メロディ................................. 401
メロディの利用 ........................................... 300
メロディコール設定........................................... 93
モーションセンサー........................................... 45
モーションセンサー設定.................................... 46
文字コード ...................................................... 174
文字サイズ設定 .................................... 107, 159
文字入力.......................................................... 350
インライン入力 ........................................... 350
絵文字入力................................................... 353
改行 ............................................................. 351
顔文字入力................................................... 353
かな漢字変換............................................... 351
かな入力方式............................................... 351
記号入力 ...................................................... 353
区点コード入力 ........................................... 355
全画面入力................................................... 350
ダウンロード辞書........................................ 356
タッチ文字入力 ........................................... 358
単語登録 ...................................................... 355
定型文登録................................................... 354
定型文入力................................................... 352
データ引用................................................... 353
入力設定 ...................................................... 357
入力モード................................................... 350
入力予測機能............................................... 352
パスワードマネージャー............................. 356
変換学習リセット........................................ 352
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変換候補一覧............................................... 351
文字コピー................................................... 354
2タッチ入力方式......................................... 357

y
ユーザ証明書 .................................................. 183
ユーザ証明書操作 ........................................... 184
優先順位
着信イルミネーション................................. 106
着信音............................................................. 92
着信画像 ......................................................... 99
名前の表示...................................................... 82
バイブレータ.................................................. 93
発信画像 ......................................................... 98
発信者番号通知 .............................................. 56
輸出管理規制 .................................................. 441
ゆっくりボイス .................................................. 60
呼出動作開始時間設定 .................................... 127

r
ライト ................................................................ 27
ライフスタイル設定........................................... 96
ラストURL ..................................................... 171
ランダムイメージ設定 ....................................... 96
ランプ ................................................................ 27
リセット
各種設定リセット........................................ 130
積算通話時間............................................... 336
積算通話料金............................................... 336
プロフィール情報........................................ 334
メニュー設定............................................... 105
メニューの操作履歴 .................................... 105
リダイヤル ......................................................... 60
一覧画面／詳細画面 ....................................... 60
リモート機能設定確認 .................................... 132
リモコン機能 .................................................. 316
留守番電話サービス........................................ 362

w
ワンセグ.......................................................... 214
視聴 ............................................................. 216

視聴中の操作 ...............................................218
視聴予約 ......................................................223
字幕.............................................................. 217
タイムシフト ...............................................219
チャンネル設定............................................215
チャンネルリスト作成.................................215
データ放送...................................................219
テレビリンク ...............................................220
番組表ｉアプリ ...........................................219
放送用保存領域............................................214
マルチウィンドウ........................................221
ユーザ設定...................................................226
予約一覧画面 ...............................................223
録画.............................................................. 222
録画した静止画の動作設定..........................320
録画データの削除........................................311
録画データの詳細情報参照／変更............... 310
録画データのソート ....................................312
録画データの表示........................................319
録画予約 ......................................................223
録画予約履歴 ...............................................225
ワンセグECOモード ...................................217
ワンセグ視聴画面 ...........................................217
ワンタッチｉアプリ........................................256

e
ACアダプタ .......................................................52
Bluetooth ......................................................342
応答／通話／発信........................................345
音声／音楽再生............................................346
新規機器登録 ...............................................344
接続.............................................................. 344
接続機器表示 ...............................................346
接続待機 ......................................................345
ダイヤルアップ登録待受 .............................343
電話帳送信...................................................345
登録機器リスト............................................344
マルチサービス............................................347
Bluetoothオン／オフ.................................345
Bluetooth設定...............................................347
Bookmark→ブックマーク
CA証明書 .......................................................183

Date To形式 ..................................................338
DCアダプタ .......................................................53
DTMF送出 .........................................................63
Excel→Word、Excel、PowerPoint
FeliCa .............................................................264
FeliCaマーク（ マーク）...............................27
FirstPass ...........................................171, 184
Flash ..............................................................173
FOMAカード
暗証番号..........................................................47
種類.................................................................48
セキュリティ機能 ...........................................47
取り付け／取り外し........................................46
FOMAカード動作制限機能→FOMAカードセキュ
リティ機能
GPS
位置情報利用メニュー.................................275
位置提供.......................................................281
位置提供可否設定 ........................................282
位置履歴.......................................................285
現在地確認...................................................274
現在地確認後動作設定.................................276
現在地通知...................................................284
測位動作設定 ...............................................286
測位モード設定............................................286
地図..............................................................274
地図設定.......................................................285
GPS測位鳴動音 .................................................91
GPS対応ｉアプリ ..........................................276
HOLD .............................................................123
ｉアプリ ..........................................................242
異常終了履歴 ...............................................260
位置情報利用設定 ........................................245
移動..............................................................259
音量設定.......................................................246
起動..............................................................243
削除..............................................................259
自動起動失敗履歴 ........................................257
自動起動情報登録 ........................................256
自動起動設定 ...............................................256
照明点灯時間設定 ........................................246
セキュリティエラー履歴 .............................244
ソフト一覧...................................................243
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ソフト件数確認............................................243
ソフト詳細情報............................................245
ソフト情報表示設定.....................................243
ソフト動作設定............................................245
ソフトの並べ替え ........................................260
ダウンロード................................................242
地図設定.......................................................245
通信設定.......................................................245
トレース情報................................................244
バージョンアップ ........................................259
バイブレータ設定 ........................................246
番組表ボタン設定 ........................................245
フォルダ作成／削除.....................................259
プリインストールｉアプリ..........................246
モーショントラッキング..............................246
ｉアプリコール............................................257
ｉアプリコール設定.....................................245
ｉアプリコールダウンロード設定...............258
ｉアプリコール履歴.....................................258
ｉアプリTo..................................................258
ｉウィジェット............................................261
ICカード一覧 ...............................................243
ｉアプリ待受画面....................................97, 258
解除..............................................................258
ｉウィジェット ...............................................261
ウィジェットアプリ一覧画面 ......................261
ウィジェットアプリ操作画面 ......................262
ｉウィジェット画面.....................................261
ｉウィジェット効果音設定..........................262
ｉウィジェットローミング設定...................262
ｉコンシェル ...................................................188
インフォメーション.....................................189
インフォメーション表示設定 ......................189
電話帳お預かりサービス..............................128
ｉコンシェル着信音 ...........................................91
ｉスケジュール
ダウンロード................................................178
表示・操作 ...................................................330
ｉチャネル ......................................................187
ｉチャネル初期化............................................188
ｉモーション→動画／ｉモーション
ｉモーション設定............................................187
ｉモーションメール ........................................140

ｉモード ......................................................... 170
照明点灯時間設定........................................ 182
文字コード .................................................. 174
URL入力..................................................... 174
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ｉモード故障診断サイト ................................ 428
ｉモード設定 .................................................. 181
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ｉモードパスワード ....................................... 110
ｉモードパスワード変更 ................................ 174
ｉモードメール............................................... 134
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宛先追加（同報送信）.................................. 135
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移動 ............................................................. 151
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既読／未読の変更........................................ 152
クイック返信設定........................................ 158
クイック返信本文登録 ................................ 158
クイックメール ........................................... 142
検索 ............................................................. 152
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コピー.......................................................... 154
削除 ............................................................. 153
作成 ............................................................. 134
受信 ............................................................. 143
受信・自動送信表示設定............................. 159
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選択受信添付ファイル ................................ 145
送信 ............................................................. 134
ソート.......................................................... 152
転送 ............................................................. 145
添付ファイル.................................... 140, 146
電話帳お預かりサービス............................. 128
電話帳登録 .................................................. 155
電話発信...................................................... 155
問合せ.......................................................... 144
表示種別...................................................... 159
フォルダ作成／削除.................................... 151
フォルダ内メール件数 ................................ 151
ブックマーク登録........................................ 155

編集 ............................................................. 142
返信 ............................................................. 144
保護 ............................................................. 152
保存 ............................................................. 142
メールアドレス表示 .................................... 151
メールグループ ........................................... 157
メール送受信履歴........................................ 153
メール振り分け設定 .................................... 155
文字サイズ................................................... 159
ICオーナー確認 .............................................. 265
iCお引っこしサービス.................................... 265
ICカードオートロック設定 ............................ 266
ICカードからトルカ取得 ................................ 270
ICカードロック .............................................. 266
ICカードロック解除予約 ................................ 267
ICカードロック時動作設定 ............................ 266
iC通信 ............................................................. 312
受信 ............................................................. 314
送信 ............................................................. 313
ISP接続通信 ................................................... 181
Mail To........................................................... 180
Media To ....................................................... 180
microSDカード ............................................. 300
移動／コピー.........................303, 304, 309
カードチェック ........................................... 307
使用状況 ...................................................... 306
情報更新 ...................................................... 307
初期化.......................................................... 307
データ表示................................................... 305
取り付け／取り外し .................................... 301
パソコンから操作........................................ 307
バックアップ............................................... 306
フォルダ構成............................................... 301
フォルダ追加／削除 .................................... 308
Music&Videoチャネル ................................. 228
移動 ............................................................. 309
再生制限 ...................................................... 230
再生／操作................................................... 229
削除 .................................................. 231, 311
ソート.......................................................... 312
チャプター一覧 ........................................... 230
番組設定 ...................................................... 228
フォルダ追加／削除 .................................... 308
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保存 ............................................................. 231
Music&Videoチャネル画面 .......................... 228
Music&Videoチャネルプレーヤー画面 ........ 229
OFFICEED..................................................... 369
PDFデータ ..................................................... 316
移動／コピー............................................... 309
削除 ............................................................. 311
詳細情報参照／変更 .................................... 310
ソート.......................................................... 312
ダウンロード.................................... 178, 195
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PIN1コード／PIN2コード ........................... 110
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PowerPoint→Word、Excel、PowerPoint
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編集 ............................................................. 164
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詳細情報参照／変更 ....................................310
ソート..........................................................312
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クイックマニュアル

◆クイックマニュアルの使いかた
本書に綴じ込みされている「クイックマニュアル」は、FOMA端末の基本的な画面表示や操作方法について簡潔に説明しています。キリトリ線で切り取り、
下記のように折ってご使用ください。
「クイックマニュアル（海外利用編）」は、海外で国際ローミングサービス（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

1 キリトリ線から切り離す
切り離しの際にはけがなどにご注意ください。

2 それぞれを横半分に折る

3 表紙が外に向くように左右を折り畳む
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クイックマニュアル
❖総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォ
メーションセンター〉

❖故障お問い合わせ先

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないよう
おかけください。

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）１５１（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
         ０１２０-８００-０００
          ※携帯電話、ＰＨＳから
            もご利用になれます。

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）１13（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合
         ０１２０-８００-０００
          ※携帯電話、ＰＨＳから
            もご利用になれます。

文字の入力

❖入力モードの切り替え
文字入力画面でI（複数回）eg
･ 切り替え項目の表示中はjで全角／半角を切り替え
入力モード
：ひらがな／漢字
：半角カタカナ
：半角英字
：半角数字
：全角カタカナ
：全角英字
：全角数字

❖文字の入力・変換（かな方式）
変換前にできる操作
文字はカーソル位置に挿入される。
1～0：入力モードとキーを連続して押した回
数によって、入力文字が変わる

m：カナ英数に変換
n：1つ前の文字に戻す
（例：ぉ→ぇ→ぅ→ぃ→ぁ→お→え→…）
c：文字の取り消し
*：濁点や半濁点の付加、大文字／小文字の切り
替え、改行（入力確定後のみ）

（例：ほ→ぼ→ぽ→ほ→…、つ→っ→づ→つ→
…）

〈例〉「六本木」と入力する
1 ひらがな／漢字モードで文字を入力
「ろ」：9を5回
「っ」：4を3回e*
「ぽ」：6を5回e*を2回

「ん」：0を3回
「ぎ」：2を2回e*

2 C
･ 変換候補一覧の表示：jまたはC
･ 変換前の状態に戻す：c

3 ge「閉じる」

❖文字の削除
カーソルが文中にあるとき
c：カーソル位置の文字の削除
･ 1秒以上押すと、カーソル位置の文字と、その右
側にあるすべての文字を削除

カーソルが文末にあるとき
c：カーソル位置の左側にある文字の削除
･ 1秒以上押すと、すべての入力文字を削除

❖絵文字・記号・定型文の入力
絵文字を入力する
文字入力画面でCe絵文字を選択
記号を入力する
文字入力画面でCeme記号を選択
定型文を入力する
文字入力画面でm41（メール本文の入力画面
ではm51）e定型文種別を選択e定型文を
選択

❖文字のコピーと貼り付け
文字をコピーする
文字入力画面でm1（メール本文の入力画面では
m31）e開始位置を選択e終了位置を選択
文字を貼り付ける
文字入力画面で、貼り付ける位置にカーソル
em3（メール本文の入力画面ではm4）

電話帳

❖FOMA端末電話帳の登録
1 d（1秒以上）e名前を入力e各項目を設定

eC
･ メモリ番号
･ フリガナ
･ 画像選択・撮影
･ ：グループ
･ ：電話番号
･ ：メールアドレス
･ ：誕生日
･ ：テキストメモ
･ ：郵便番号／住所
･ ：位置情報
･ ：会社名
･ ：役職名
･ ：URL
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FOMAカード電話帳の登録
1 m［電話帳／履歴］4e名前を入力e各項目
を設定eC

リダイヤルや着信履歴からの登録
1 he相手にカーソルem51
･ 更新登録：m52

2 1（FOMA端末電話帳）または2（FOMA
カード電話帳）
･ 更新登録するときは登録する相手を選択

3 各項目を設定eC

❖電話帳の修正
1 d
･ 電話帳の切り替え：C

2 相手にカーソルem31
･ FOMAカード電話帳はm3

3 修正eC
･ 上書き確認画面が表示される

❖電話帳の検索
1 m［電話帳／履歴］1
･ 電話帳の切り替え：C

2 1～6
･ FOMAカード電話帳は1～3

カメラ機能

静止画を撮影する
Ce被写体にカメラを向けてgeg

動画を撮影する
C（1秒以上）e被写体にカメラを向けて
gegeg

画像を表示する
m［データBOX］11e画像を選択
動画を再生する
m［データBOX］42e動画を選択
動画再生中にできる操作
j、SD：音量調整
h：巻き戻し／早送り再生
g：一時停止／再生／先頭から再生（停止中）
C：停止

テレビ電話

❖テレビ電話のかけかた
1 電話番号を入力eC

2 通話する
･ 通話中保留：g
･ 受話口／スピーカーの切り替え：n
･ 送信する画像の切り替え：I

3 通話が終了したらf

❖テレビ電話の受けかた
1 電話がかかってくるeIまたはn
･ 応答保留：着信中にf
･ 通話中の操作は「テレビ電話のかけかた」の操
作2と同様

2 通話が終了したらf

ｉモードメール

❖ｉモードメールの作成・送信
1 a（1秒以上）

2 を選択e入力方法を選択e宛先を入力または選
択

3 を選択e題名を入力
4 を選択e本文を入力
･ デコメールの作成：ae装飾アイコンを選択

e装飾操作

宛先欄
題名欄

添付ファイル欄 
本文欄

本文に入力済みの文字と
装飾の合計バイト数

5 C
･ メールの保存：m3
･ 圏内自動送信：m2

❖ファイルの添付
1 メール作成画面で を選択
･ 添付ファイルの解除：ae「はい」

2 添付するファイルの種類を選択e添付元を選択e
フォルダを選択eファイルを選択

❖受信／送信メールの表示
1 ae1または5

2 フォルダを選択
3 メールを選択
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❖ｉモードメールの編集・送信
〈例〉未送信メールを編集する
1 a4
･ 送信メールの編集：a5

2 フォルダを選択
3 メールを選択
･ 送信メールの編集：メールを選択eC

4 編集eC

❖ｉモード問合せ
1 aa

ワンセグの起動と操作

1 T（1秒以上）
ワンセグ視聴中にできる操作
SD、j（データ放送表示領域なし）：音量調整
h：チャンネル番号一覧の前後のチャンネルを選択
h（1秒以上）：受信可能な前後の周波数をサーチ
j（データ放送表示領域あり）：カーソル移動
d（データ放送表示領域なしのとき1秒以上）、D
（1秒以上）：消音
1～9、*、0、#：ワンタッチ選局
（13ch以降はチャンネル番号一覧から選択）
m87：ワンセグECOモードオン／オフ
I：標準画面／データ放送全画面の切り替え
a：字幕の表示／非表示の切り替え
P（1秒以上）：ビデオ録画開始、停止
P：静止画保存
C：番組表ｉアプリ起動
fe「はい」：終了

Music&Videoチャネル／ミュージック
プレーヤーの起動と操作

Music&Videoチャネル起動
1 m［MUSIC］2

ミュージックプレーヤー起動
1 M（1秒以上）
起動後にできる操作
g、M：再生／一時停止
j、SD：音量調整
l（1秒以上）／r（1秒以上）：巻き戻し／早送り
l、S（1秒以上）：チャプター／曲の先頭に移動※2
r、D（1秒以上）：次のチャプター／曲に移動
M（すばやく2回）※1：クイックプレイリスト登録
M（1秒以上）※1：終了
※1 ミュージックプレーヤーのみ有効
※2 再生時間が3秒以内／3秒未満の場合、前のチャ

プター／曲に移動

ネットワークサービス

❖留守番電話サービス
申し込み：必要　月額使用料：有料
サービスを開始する
1 m［設定／NWサービス］8111e
「はい」e「はい」e呼出時間を入力

サービスを停止する
1 m［設定／NWサービス］8113e
「はい」

伝言メッセージを再生する
1 m［設定／NWサービス］

8115e1または2e「はい」
e音声ガイダンスに従って操作

❖キャッチホン
申し込み：必要　月額使用料：有料
サービスを開始／停止する
1 m［設定／NWサービス］821e1
［開始］または2［停止］e「はい」

通話中にかかってきた電話を受ける
通話中にn
･ 通話相手の切り替え：I

通話中に電話をかける
通話中にm0e電話番号を入力en
･ 通話相手の切り替え：I

通話を終了する
一方の相手との通話が終了したらf
･ 保留中相手との通話再開：nまたはg

❖転送でんわサービス
申し込み：必要　月額使用料：無料
サービスを開始する
1 m［設定／NWサービス］8221e
「はい」e「はい」

2 転送先電話番号を入力
･ 電話帳から転送先を入力：m

3 Ce「はい」e呼出時間を入力
サービスを停止する
1 m［設定／NWサービス］8222e
「はい」

❖番号通知お願いサービス
申し込み：不要　月額使用料：無料
サービスの開始／停止
1 m［設定／NWサービス］842e1
［開始］または2［停止］e「はい」
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ディスプレイの見かた

❖ディスプレイ上部

a ：電池アイコン
b ：アンテナアイコン

：圏外表示
：セルフモード中
：データ転送モード中

c ／ ：ｉモード中（ｉモード接続中）／（パケット
通信中）

abcdefghijklm

d ：赤外線通信中など
（青）／ （グレー）：Bluetooth電源ON中／省電
力中
：積算通話料金が上限を超過

e ：Bluetooth接続処理中
：ハンズフリー対応機器で通信中
：Bluetoothハンズフリー通信中
：Bluetoothヘッドセット通信中
：スピーカーホン機能利用中
：省電力モード設定中

f ：GPSで測位中
（青）／ （グレー）：GPSで位置提供設定中／許
可期間外

g ：電話帳、スケジュールがシークレット属性

h ：未読エリアメール
：未読ｉモードメール、SMS満杯かつFOMA
カードにSMS満杯
：ｉコンシェルの新着インフォメーションあり

i ：プッシュトーク通信中
：ｉモードセンター蓄積状態表示

j ：SSLページ表示中など
：圏内自動送信失敗メールあり
：圏内自動送信メールあり

k ／ ：ｉアプリ／ｉアプリDX動作中
：ｉアプリ待受画面表示中など
：ｉアプリコール受信中

l ：目覚まし設定中
：スケジュールアラーム設定中
：目覚ましとスケジュールアラーム同時設定中

m ：OFFICEEDエリア内

❖ディスプレイ下部

a ：不在着信
b ：伝言メモ
c ：留守番電話サービスの伝言メッセージ
d ：未読メール
e ：未読トルカ
f ：ｉアプリコール
g ：待受ショートカット
h ：マナーモード中

：オリジナルマナーモード中

hijklmnopqrs

abcdef

g

i ：電話着信音量消音設定中
：音声電話着信のバイブレータ設定中
：電話着信音量消音と音声電話着信のバイブレー
タ同時設定中

j ：公共モード（ドライブモード）中
k ／ ：伝言メモ設定中／満杯
l ：ダイヤル発信制限中

：HOLD中
m ／ ／ ：GPS位置提供成功／失敗／未応答で

終了
：パーソナルデータロック中

n ：FOMAカード読み込み中
：ICカードロック中など

o ／ ：有効マルチカーソルキー
：開閉ロック中

p ：ワンセグ予約録画中／ワンセグ録画中（視聴の
み終了）
：ｉアプリ自動起動失敗

q ：USBモード設定とmicroSDカードの状態表示
r ：USBケーブルで外部機器と接続中

：ウォーキングチェッカー設定中
s ／ ：ソフトウェア更新予約中／更新お知らせア

イコン
／ ：最新パターンデータの自動更新失敗／成功
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メニュー一覧

･ 表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場
合のメニュー一覧を記載しています。

メール
aa受信メール
ab新規メール
ac新規デコメアニメ
ad未送信メール
ae送信メール
afｉモード問合せ
agWEBメール
ahSMS／エリアメール設定
aiメール選択受信
a*テンプレート
a0メール設定

ｉモード
baｉMenu
bbBookmark
bc画面メモ
bdラストURL
beInternet
bfメッセージR/F
bgｉチャネル
bhｉモード設定
biフルブラウザ

ｉアプリ
caソフト一覧
cbｉアプリコール履歴
ccｉアプリ設定

cd履歴表示
ceｉアプリについて

電話帳／履歴
da電話帳検索
db電話帳登録
dc電話帳グループ追加
ddFOMAカード（UIM）登録
deプッシュトーク電話帳
df着信履歴
dgリダイヤル
dh伝言メモ／音声メモ
diメール送受信履歴
d*プロフィール情報

データBOX
eaマイピクチャ
ebミュージック
ecMusic&Videoチャネル
edｉモーション
eeメロディ
efマイドキュメント
egきせかえツール
ehマチキャラ
eiキャラ電
e*ワンセグ
e0その他

LifeKit
faバーコードリーダー

fb赤外線・iC・PC連携
fcmicroSD
fdカメラ
feサウンドレコーダー
ff電話帳お預かりサービス
fg地図・GPS
fhウォーキングチェッカー
fiワンセグ
f*Bluetooth

アクセサリー
gaスケジュール帳
gbテキストメモ
gc目覚まし
gd電卓
ge辞典

gfお知らせタイマー
ggイミテーションコール

設定／NWサービス
ha音／バイブ
hbディスプレイ
hcきせかえ／ライフスタイル
hdセキュリティ／
ロック

ロック
プライバシーモード
セキュリティランプ設定
電話／メール着信時設定
FOMAカード（UIM）
暗証番号／指紋設定
スキャン機能
パスワードマネージャー
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he発着信・通話機能 電話発着信設定
発番号なし動作設定
エニーキーアンサー設定
イヤホン機能設定
メモリ着信拒否／許可
発着信詳細設定
通話詳細設定
セルフモード設定

hfテレビ電話／プッシュトーク
hg時計／入力／他 時計

文字入力設定
文字サイズ設定
ソフトウェア更新
情報表示／リセット
サイドキー長押し設定
フィンガーポインター設定

モーションセンサー設定
hhNWサービス 留守番電話

キャッチホン／転送でんわ
着もじ
番号通知
ローミングガイダンス設定
OFFICEED
2in1設定
メロディコール設定
その他のNWサービス

hi国際ローミング／ダイヤルアシスト

MUSIC
iaミュージックプレーヤー
ibMusic&Videoチャネル

おサイフケータイ
*aICカード一覧
*bDCMX
*cトルカ
*dICカードロック設定
*eトルカ設定
*fICオーナー確認
*gICオーナー変更
*hｉモードで探す

プロフィール

ｉコンシェル

その他の主な操作

※ 解除時は認証操作が必要です。

機　能 操作方法
HOLDの起動／解除 m（1秒以上）
セルフモードの起動／解除 c（1秒以上）
公共モードの起動／解除 *（1秒以上）
ｉモードメニューの表示 I

ｉアプリフォルダ一覧の表示 I（1秒以上）
着信履歴／リダイヤルの表示 l／r

ICカードロックの起動／解除 r（1秒以上）※

スケジュール帳の表示 u

目覚まし一覧の表示 u（1秒以上）
マナーモードの起動／解除 #（1秒以上）
ｉウィジェットの起動 T

クイック検索の起動 U

新規起動メニュー s

利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス 電話番号
番号案内サービス（有料：案内料＋通話料）
（電話番号の案内を希望されないお客様につ
いては案内しておりません）

（局番なし）104

電報の発信（有料：電報料） （局番なし）115
時報サービス（有料） （局番なし）117

天気予報（有料） 知りたい地域の市外
局番＋177

警察への緊急通報 （局番なし）110
消防・救急への緊急通報 （局番なし）119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報 （局番なし）118
災害用伝言ダイヤル（有料） （局番なし）171
コレクトコール（有料：案内料＋通話料） （局番なし）106

紛失時などの緊急連絡先

❖おまかせロック
※おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中
断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合や、ドコモ
プレミアクラブ会員のお客様は無料になります。また、ケータ
イあんしんパックをご契約の場合、ケータイあんしんパック定
額料金内でご利用いただけます。

おまかせロックの設定／解除（24時間受付）
　0120-524-360

❖その他緊急連絡先

連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　

･ ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないよ
うおかけください。
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クイックマニュアル（海外利用編）
❖海外での紛失、盗難、精算などについて
〈ドコモ インフォメーションセンター〉

（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F-01Aからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながり
ます（「+」は0を1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

-81-3-5366-3114＊（無料）滞在国の国際電話
アクセス番号（表1）

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号（表2） -800-0120-0151

＊

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー
用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの
『国際サービスホームページ』をご覧ください。

❖海外での故障に関して
〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉

（24時間受付）

●ドコモの携帯電話からの場合

＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
※F-01Aからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながり
ます（「+」は0を1秒以上押します）。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。
※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー
用国際電話識別番号（表2）の最新情報については、ドコモの
『国際サービスホームページ』をご覧ください。

-81-3-6718-1414＊（無料）滞在国の国際電話
アクセス番号（表1）

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号（表2） -800-5931-8600

＊

海外で利用するための準備

❖ｉモードの設定
日本での設定：ｉMenu→お客様サポート→各種設定
（確認・変更・利用）→その他サービス設定・確認→
海外利用設定→ｉモード利用設定
海外での設定：ｉMenu→海外利用設定→ｉモード利用
設定

❖遠隔操作設定の開始
日本での設定：m［設定／NWサービス］
8921e「はい」
海外での設定：m［設定／NWサービス］
913e「はい」e音声ガイダンスに従って
操作

❖デュアル時計設定
m［設定／NWサービス］94e1［ON］ま
たは2［OFF］

ネットワークと利用できる通信サービス

･ 海外でのパケット通信料は、日本国内でのパケット通
信料と異なります。

※1 （赤）のときは、音声電話とSMSの発着信、GPSの現在
地確認が利用できます。

※2 海外ではパソコンなどと接続して行う64Kデータ通信は利
用できません。

通信サービス
ネットワーク

3G GPRS GSM
※1

音声電話 ○ ○ ○
テレビ電話 ○ × ×
ｉモード接続 ○ ○ ×
ｉモードメール ○ ○ ×
SMS ○ ○ ○
ｉチャネル ○ ○ ×
GPSの現在地確認 ○ ○ ○
データ通信（パケット通信）※2 ○ ○ ×

ネットワークサーチ設定

m［設定／NWサービス］921e1～
3

優先ネットワーク設定

m［設定／NWサービス］9214eネッ
トワークにカーソルem2e優先順位を選択eC

オペレータ名表示設定

ディスプレイ上部にオペレータ名を表示します。

m［設定／NWサービス］923e1［表
示あり］または2［表示なし］

帰国後の設定

帰国後に電源を入れると、自動的にFOMAネットワー
クに接続されます。接続できない場合は、ネットワーク
サーチ設定を「オート」に、3G/GSM切替を「自動」
に設定し直します。

電話／テレビ電話のかけかた

･ 海外にいるWORLD WING利用者へ電話をかけると
きは、同じ国に滞在している場合でも、「+」と日本
の国番号「81」を入力してください。

❖滞在国外（日本を含む）への電話のかけ
かた

0（1秒以上）e国番号e地域番号（市外局番）e
電話番号を入力enまたはC

❖滞在国内への電話のかけかた
電話番号を入力enまたはCe「元の番号で発信」
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電話／テレビ電話の受けかた

電話がかかってくるenまたはI

ローミングガイダンス設定

･ 日本国内で設定してください。
m［設定／NWサービス］85e1［開始］
または2［停止］e「はい」

国際ローミング中の着信を規制する

･ 海外の通信事業者によっては、設定できない場合があ
ります。
1 m［設定／NWサービス］924

2 1e1または2
･ ローミング時着信規制の停止：2

3 「はい」eネットワーク暗証番号を入力

ネットワークサービス

･ 海外から利用する場合はあらかじめ遠隔操作設定が必
要です。

❖留守番電話サービス
m［設定／NWサービス］911e1［開
始］または2［停止］e「はい」e音声ガイダンス
に従って操作

❖転送でんわサービス
m［設定／NWサービス］912e1［開
始］または2［停止］e「はい」e音声ガイダンス
に従って操作

❖ローミングガイダンス設定
m［設定／NWサービス］915e「はい」
e音声ガイダンスに従って操作

主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシス
ト設定などで利用する国番号は、次の番号を使
用してください。

地　域 番　号 地　域 番　号
アメリカ合衆国 1 ドイツ 49
イギリス 44 トルコ 90
イタリア 39 日本 81
インド 91 ニューカレドニア 687
インドネシア 62 ニュージーランド 64
エジプト 20 ノルウェー 47
オーストラリア 61 ハンガリー 36
オーストリア 43 フィジー 679
オランダ 31 フィリピン 63
カナダ 1 フィンランド 358
韓国 82 フランス 33
ギリシャ 30 ブラジル 55
シンガポール 65 ベトナム 84
スイス 41 ペルー 51
スウェーデン 46 ベルギー 32
スペイン 34 香港 852
タイ 66 マカオ 853

･ この他の国番号および詳細については、ドコモの『国
際サービスホームページ』をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号（表1）

台湾 886 マレーシア 60
タヒチ（仏領ポリネシア）689 モルディブ 960
チェコ 420 ロシア 7
中国 86

地　域 番　号 地　域 番　号
アイルランド 00 デンマーク 00
アメリカ合衆国 011 ドイツ 00
アラブ首長国連邦 00 トルコ 00
イギリス 00 ニュージーランド 00
イタリア 00 ノルウェー 00
インド 00 ハンガリー 00
インドネシア 001 フィリピン 00
オーストラリア 0011 フィンランド 00
オランダ 00 フランス 00
カナダ 011 ブラジル 0021／0014
韓国 001 ベトナム 00
ギリシャ 00 ベルギー 00
シンガポール 001 ポーランド 00

地　域 番　号 地　域 番　号

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番
号（表2）

スイス 00 ポルトガル 00
スウェーデン 00 香港 001
スペイン 00 マカオ 00
タイ 001 マレーシア 00
台湾 002 モナコ 00
チェコ 00 ルクセンブルク 00
中国 00 ロシア 810

地　域 番　号 地　域 番　号
アイルランド 00 中国 00
アメリカ合衆国 011 デンマーク 00
アルゼンチン 00 ドイツ 00
イギリス 00 ニュージーランド 00
イスラエル 014 ノルウェー 00
イタリア 00 ハンガリー 00
オーストラリア 0011 フィリピン 00
オーストリア 00 フィンランド 990
オランダ 00 フランス 00
カナダ 011 ブラジル 0021
韓国 001 ブルガリア 00

地　域 番　号 地　域 番　号

お問い合わせについて

海外での紛失や、盗難、精算、故障については、クイッ
クマニュアル（海外利用編）表紙の「海外での紛失、盗
難、精算などについて」、またはP1の「海外での故障
に関して」までお問い合わせください。
･ 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てら
れている「国際電話アクセス番号（表1）」「ユニバー
サルナンバー用国際電話識別番号（表2）」が必要に
なります。

コロンビア 009 ペルー 00
シンガポール 001 ベルギー 00
スイス 00 ポルトガル 00
スウェーデン 00 香港 001
スペイン 00 マレーシア 00
タイ 001 南アフリカ共和国 09
台湾 00 ルクセンブルク 00

地　域 番　号 地　域 番　号



マナーもいっしょに携帯しましょう
こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合
航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありませ
ん。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み
型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える
おそれがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう
■運転中の場合
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」こ
とを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への
迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう
■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末
をご使用になる場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。
プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、
プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります
かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す
設定など、便利な機能があります。
●公共モード（ドライブモード／電源OFF）
電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあ
るような所（電車、バス、映画館など）にいるため、電話に出
られない旨のガイダンスが流れ、通話が切断されます。→P69

●伝言メモ
電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音
／録画します。→P70

●着信バイブレータ
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。→P93

●マナーモード／オリジナルマナーモード
キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消しま
す（マナーモード）。→P95
マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマ
ナーモード）。→P95

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった
際、回収、リサイクルに出しましょう。

パケット通信料無料

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料
請求をオンライン上で承っております。
ｉモードから ｉMenu ⇒ お客様サポート ⇒ お申込・お手続き 

⇒ 各種お申込・お手続き
My docomo（http://www.mydocomo.
com/）⇒ 各種お申込・お手続き

パソコンから

※ｉモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ｉモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのア
クセスの場合は有料となります。

※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となり　
ます。

※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない
方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。

※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。
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●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

-81-3-5366-3114＊（無料）
＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

●ドコモの携帯電話からの場合

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

●一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉
-800-5931-8600＊

＊滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※F-01Aからご利用の場合は、+81-3-5366-3114でつながります（「+」は「0」キーを
　1秒以上押します）。

-81-3-6718-1414＊（無料）
＊一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

●ドコモの携帯電話からの場合

※F-01Aからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります（「+」は「0」キーを
　1秒以上押します）。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号
　（表2）は、取扱説明書P375をご覧ください。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号
　（表2）は、取扱説明書P375をご覧ください。

-800-0120-0151＊ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）

滞在国の国際電話アクセス番号（表1）

■ドコモの携帯電話からの場合

※一般電話などからはご利用になれません。 ※一般電話などからはご利用になれません。
（局番なしの）151（無料）

■ドコモの携帯電話からの場合

（局番なしの）113（無料）

故障お問い合わせ先総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

海外での故障に関して〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉（24時間受付）海外での紛失、盗難、精算などについて〈ドコモ インフォメーションセンター〉（24時間受付）

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

■一般電話などからの場合

　  0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

■一般電話などからの場合

　  0120-800-000

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、ｉモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/　　　ｉモードサイト　ｉMenu⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

環境保全のため、不要になった電池は
NTTドコモまたは代理店、リサイクル
協力店などにお持ちください。

販売元  
製造元  
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