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ｉモード

ｉモードでは、ｉモード対応FOMA端末（以下ｉモー
ド端末）のディスプレイを利用して、サイト接続、イ
ンターネット接続、ｉモードメールなどのオンライ
ンサービスをご利用いただけます。

■ｉモードのご利用にあたって
• サイトやインターネット上のホームページ（インター
ネットホームページ）の内容は、一般に著作権法で保
護されています。これらのサイトやインターネット
ホームページからｉモード端末に取り込んだ文章や
画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作
権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または
改変して販売、再配布することはできません。

• 別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカード
を未挿入のまま電源を入れた場合、機種によってサ
イトから取り込んだ静止画、動画、メロディやメー
ルで送受信した添付ファイル（静止画、動画、メロ
ディなど）、「画面メモ」および「メッセージR／
F」などを表示、再生できません。

• FOMAカードにより表示、再生が制限されている
ファイルが待受画面や着信音などに設定されてい
る場合、別のFOMAカードに差し替えたり、FOMA
カードを未挿入のまま電源を入れると、お買い上げ
時の設定内容で動作します。

ｉモードブラウザを表示する
〈ｉモードメニュー／サイト表示〉

IP（情報サービス提供者）が提供する各種サービスを
ご利用いただけます（別途申し込みが必要な場合があ
ります）。
1ページあたりｉモードブラウザは、サイト内の画
像などそれぞれが500Kバイトを超えない限りす
べて表示できます。

1 p 
ｉモードセンターとの通信
中は「 」が点滅し、ｉモー
ドのサービスを受けている
とき（ｉモード中）は「 」
が点滅します。
「ｉモ ー ド ボ タ ン 設 定」
（P.189）を「ｉモ ー ド メ
ニュー表示」に設定すると
pでｉモードメニュー画
面を表示します。
■ 通信切替のメッセージ表示について設定する
場合→P.61

■ マイメニューに登録したサイトを表示する場合
「マイメニュー／マイボックス」 サイトを選択

2 項目やリンク先を選択し、目的のサ
イトを表示
「サイトやインターネット
ホームページの見かたと操
作」→P.193
タブについて→P.190
クイック検索について
→P.197
■ ページの取得を中止する
場合
t

3 ｉモードを終了するときはy
「YES」

マイメニューに登録する 〈マイメニュー〉

よく利用するサイトをマイメニューに登録すること
で、次回からそのサイトに簡単に接続できます。
マイメニューは最大45件まで登録できます。
マイメニューに登録できないサイトもあります。
サイトやインターネットホームページに簡単に接
続するには、「ブックマーク」をご利用ください。

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）
「マイメニュー登録」 「ｉモードパ
スワード入力」のボックスを選択
ｉモードパスワードを入力 「決定」
ｉモードパスワードについて→P.189

ｉモードはお申し込みが必要な有料サービスで
す。
ｉモードの詳細については、『ご利用ガイドブッ
ク（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

ｉMenu画面

O
ｉモードのサービスエリアはFOMAのサービス
エリア（通話のできるエリア）と同じです。
サイトによっては、ご利用になるために情報料が
必要なものがあります。
サイトによっては、サイトの画面の表示色数が
FOMA端末の最大表示色数を超えるため、実際の
サイトの画面と表示が異なることがあります。
ｉモード対応のサイトやインターネットホーム
ページによっては、設定されている配色で文字が
見えにくい場合や、見えない場合があります。
サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報
が要求されたときは、楽曲情報の送信に関する確
認画面が表示されます。「YES」を選択すると、お
客様の携帯電話で再生した楽曲情報（タイトル名、
アーティスト名、再生日時）が送信されます。送
信される楽曲情報は、IP（情報サービス提供者）
がお客様にカスタマイズした情報を提供するため
などに使われます。

ｉモードブラウザ画面

機能メニュー P.191
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ｉモードパスワードを変更する
〈ｉモードパスワード変更〉

マイメニューの登録／削除、メッセージサービスや
メール設定などをするときは、4桁の「ｉモードパス
ワード」が必要になります。
ご契約時は、「0000」（数字のゼロ4つ）に設定さ
れています。お客様のお好みで、ｉモードパスワー
ドを変更してください。
ｉモードパスワードは他人に知られないよう十分
にご注意ください。
ｉモードパスワードを万が一お忘れになったとき
は、ご契約されたご本人であるかどうかが確認でき
るもの（運転免許証など）をドコモショップ窓口ま
でご持参いただく必要があります。

1 p 「お客様サポート」 「各種設
定（確認・変更・利用）」 「ｉモー
ドパスワード変更」

2「現在のパスワード」のボックスを選
択 現在のｉモードパスワードを入
力
入力した数字は「＊」で表示されます。

3「新パスワード」のボックスを選択
新しく設定するｉモードパスワード
を入力
4桁の数字で入力してください。

4「新パスワード確認」のボックスを選
択 新しく設定するｉモードパス
ワードを再度入力
操作3で入力した数字と同じものを入力します。

5「決定」

「みんなNらんど」について
ｉMenuの中のサイト「みんなNらんど」から、FOMA
端末で利用できるｉアプリ、辞書、デコメール®テン
プレートなどのデータファイルをダウンロードして
保存し、いろいろな用途に利用することができます。
お買い上げ時に登録されているｉアプリやPDFデー
タ、デコメ®絵文字などを削除した場合、元に戻した
いときは「みんなNらんど」からダウンロードしてく
ださい。ダウンロードには別途パケット通信料がかか
ります。

「みんなNらんど」への接続のしかたには以下の2と
おりの方法があります。
• p 「メニューリスト」 「ケータイ電話メー
カー」 「みんなNらんど」の順に選択

• 右のQRコードを読み取り、表示
されたURLを選択→P.241

携帯電話／FOMAカードの製造番号に
ついて
サイトやインターネットホームページの画面を表示
しているときに項目を選択すると、携帯電話／
FOMAカードの製造番号を送信することを示すメッ
セージが表示されることがあります。
携帯電話／FOMAカードの製造番号が送信される
前には必ず、送信することを示すメッセージが表示
されます。自動的に送信されることはありません。

ｉモードボタンのショートカット機能を
変更する 〈ｉモードボタン設定〉

待受画面からpを押したときに呼び出す機能を変
更します。ｉモードメニュー画面を表示したい場合
は「ｉモードメニュー表示」を選択してください。

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「共通設定」 「ｉモードボタン設
定」

2「ｉMenu・検索接続」または「ｉモー
ドメニュー表示」を選択

O
ｉMenu画面のメニューリスト内の有料サイトに
申し込まれると自動的にマイメニューに登録され
ます。

O
送信される「携帯電話／FOMAカードの製造番
号」は、IP（情報サービス提供者）がお客様を識
別し、お客様にカスタマイズした情報を提供した
り、IPの提供するコンテンツが、お客様の携帯電
話で使用できるかどうかを判定するために用いら
れます。
送信するお客様の「携帯電話／FOMAカードの製
造番号」は、インターネットを経由してIP（情報
サービス提供者）に送信されるため、場合によっ
ては第三者に知得されることがあります。なお、
この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所
や年齢、性別がIPなどに通知されることはありま
せん。
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ｉモードブラウザからフルブラウザに切
り替える
ｉモードブラウザで表示できなかったサイトやイン
ターネットホームページをフルブラウザに切り替え
て表示します。
パソコン向けに作成されたサイトやインターネット
ホームページなど、ｉモードブラウザでは正しく表
示できない場合、フルブラウザに切り替えて表示する
ことが可能です。
ｉモードブラウザとフルブラウザは料金体系が異
なりますので、切り替えの際にはご注意ください。

1 ｉモードで表示したサイトやイン
ターネットホームページ画面 i
［機能］ 「フルブラウザ切替」
「OK」または「OK（以後非表示）」

フルブラウザ

パソコン向けに作成されたサイトやインターネット
ホームページをフルブラウザの機能を利用して閲覧
します。ｉモードでは正しく表示できないサイトや
インターネットホームページでも、一部については表
示が可能です。
サイトやインターネットホームページによっては
表示できない場合や、正しく表示できない場合があ
ります。
フルブラウザで利用するネットワークをFOMAま
たはWLANから選択して利用することができます。
画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウ
ンロードなど、データ量の多い通信を行うと、通信
料金が高額になりますので、ご注意ください。パ
ケット通信料の詳細については、『ご利用ガイド
ブック（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。
1ページあたりフルブラウザは最大1.5Mバイト
まで表示できます。

フルブラウザを表示する〈フルブラウザ表示〉

1 i 「ｉモード」 「フルブラウザ
ホーム」
■ WLAN接続でプロキシサーバを利用する場
合

「WLAN設定について」（P.450）をご覧くださ
い。
■ DUALモード時に利用するネットワークを切
り替える場合

ｉモードメニューではo、サイト表示中や画面
メモは機能メニュー、機能メニューのBookmark
一覧や画面メモ一覧などの一覧画面ではpで切
り替えます。

■ フルブラウザを利用するかどうかの確認画面
が表示された場合

お買い上げ時は「フルブラウザ利用設定」（フル
ブラウザを利用するかどうかの設定）が「利用
しない」に設定されています。
「フルブラウザ利用設定」が「利用しない」に設
定されている場合は、フルブラウザを利用する
かどうかの確認画面が表示されます。表示され
る注意事項をよくお読みになり、設定を行って
ください。
ここで「利用する」を選択すると、「フルブラウ
ザ利用設定」（P.208）が「利用する」に変更さ
れ、設定が保持されます。
WLAN接続の場合は、「フルブラウザ利用設定」
を「利用しない」に設定していても、フルブラ
ウザの利用が可能な場合があります。

画面の見かた

①タブ
• 表示しているページのタイトルが表示（タイト
ルがない場合は、URLが表示）

• 同時に開いているページの数に合わせ、タブも
表示

②スクロールバー
表示しているページの現在位置
（ケータイモード時は表示しません）
③クイック検索→P.197
④ または
フルブラウザでインターネット接続中に表示
（ケータイモード時は「 」を表示）

O
「フルブラウザ利用設定」はFOMAカードを挿入
していないと設定できません。
「フルブラウザ利用設定」を「利用する」に設定し
ていても、別のFOMAカードに差し替えた場合
は、「利用しない」に変更されます。

XXXXXX 
●XXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 

●XXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XX XX XX XX XX 

●XXXX 

② 

① 

④ 
フルブラウザ画面 

③ 
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レイアウトについて
フルブラウザ画面には、PCレイアウトモード／ケー
タイモードの2つの表示方法があります。

■PCレイアウトモード
パソコン上で横1,024×縦768ドットの表示をした
ときの大きさと同じようにページを表示します。表示
されていない領域は、上下左右にスクロールして閲覧
します。
■ケータイモード
FOMA端末の画面幅でページを表示します。上下の
スクロール操作だけでページを閲覧できます。
■表示方法の切り替え
機能メニューの「表示モード切替」を選択するたび
に、PCレイアウトモード／ケータイモードが切り替
わります。
• 最初に表示されるモードを「フルブラウザ設定」の
「表示モード設定」（P.208）で設定することがで
きます。

• 表示方法はフルブラウザ終了時に保持され、次回起
動したときに、前回と同じモードで表示されます。

ドラッグモード中の操作について
フルブラウザ画面でニューロポインター表示中にド
ラッグモードに切り替えると、ドラッグモードに対応
したコンテンツを操作できます。
ケータイモードではドラッグモードは利用できま
せん。
ドラッグモード中にできる操作はコンテンツに
よって異なります。
ニューロポインターをコンテンツ上に置いてd
（1秒以上）を押すことで「 」に切り替わり（始
点）、コンテンツをつかんで移動できるようになり
ます。移動したい位置でdを押すと「 」の表
示に切り替わり（終点）、コンテンツが離れます。
もう一度d（1秒以上）またはtを押すと、元
のポインターに戻ります。
ドラッグモード中にFlashにニューロポインター
を合わせた場合は「 」（青色）が表示され、ド
ラッグモードの操作は利用できません。

タッチスタイルでの拡大／縮小表示につ
いて
サイト表示中に2本の指をスライドさせて指の間を
広げたり狭めたりすると、指の間隔に合わせて画面が
拡大／縮小表示します。

フルブラウザ画面の便利なボタン

ｉモードブラウザ画面（P.188）／
フルブラウザ画面（P.190）

Bookmark登録→P.199

Bookmark一覧→P.199

画面メモ保存→P.201

画面メモ一覧→P.202

ラストURL→P.197

ｉMenu・検索→P.188

フルブラウザ切替※1……ｉモードで表示できなかっ
たページをフルブラウザに切り替えて表示します。
→P.190

ｉモードブラウザ切替※2……フルブラウザで表示で
きなかったページをｉモードに切り替えて表示しま
す。→P.193

URL入力／情報

URL入力……URLを入力してサイトやイン
ターネットホームページに接続します。

ケータイモードPCレイアウトモード

XXXXXX 
XXXXX 

●XXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 

XXXXXXXX 

●XXXX 

XXXXXX 
●XXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 

●XXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

●XXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXXX 

ボタン 説明
1  ズームアウト（縮小表示）

※ケータイモードでは、文字サイズの縮小
2 サイト全体から表示したい部分を表示する

※PCレイアウトモードでのみ
※横全画面表示時は利用不可

3 ズームイン（拡大表示）
※ケータイモードでは、文字サイズの拡大

4 キャッシュに取得済みの前のページに戻る
5 Bookmarkフォルダ一覧画面を表示
6 キャッシュに取得済みの次のページに進む
9 横画面で表示または解除（縦画面に戻る）

※「画面縦横自動切替」（P.120）が「OFF」の
ときのみ。

0 ボタンに割り当てられた操作の説明を表示

次ページにつづく
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URL表示……ページのURLを表示し、確認しま
す。すべてのURLが表示されない場合は、d
［選択］を押し、cでカーソルを移動して確認
します。もう一度d［選択］を押すとカーソル
が消えます。

タイトル表示……ページのタイトルを表示し、
確認します。

証明書表示……ページがSSL／TLS対応の場
合にSSL／TLS証明書の内容を表示します。

保存／登録

画像1件保存※1、画像複数保存※1、背景画像
保存※1、画像保存※2→P.204

スケジュール参照登録※1……ページを参照しな
がらスケジュールを登録します。→P.376

電話帳登録→P.196

ワンタッチマルチウィンドウ→P.200

コピー……表示中のページの文字をコピーします。
bでコピーする部分の先頭の文字にカーソルを合
わせる d［始点］ bでコピーする最後の文字ま
で反転 d［終点］

文字サイズ切替※1※3……文字サイズを「小、中、
大、特大」から選択します。→P.121

ズーム※4……表示サイズの倍率を「60%、80%、
100%、120%、150%、180%、200%、250%、
400%、サイト全体表示※5」から選択します。「サ
イト全体表示」を選択した場合、サイト全体から表示
したい部分を選択します。

ウィンドウ操作

新ウィンドウで開く……「複数のサイトやイン
ターネットホームページを表示する」→P.196

ウィンドウを閉じる……表示中のウィンドウを
閉じます。

ウィンドウ切替……複数のページを表示してい
るとき、ウィンドウを切り替えます。

ｉチャネル起動※1→P.217

フレーム表示へ戻る……フレーム内表示画面か
らフレーム表示画面に戻ります。

デスクトップ貼付→P.122

メール作成……ページのURLを本文に貼り付けた
り、画像を添付または挿入してｉモードメールやデ
コメール®を作成します。

サイト表示

リプレイ……ページのFlash画像やアニメー
ションを最初から再生します。

スクロールモード→P.194

クイック検索→P.197

再読み込み……ページを新しい情報に更新しま
す。

前のページへ戻る……現在表示しているページ
の1つ前に表示していたページに戻ります。

次のページへ進む……「前のページへ戻る」の
操作を行う前のページに戻ります。

ホーム表示※1……ホームURLに登録されてい
るページを表示します。利用するには「ホーム
設定」を「有効」に設定してください。→P.208

文字コード変換……ページが正しく表示されて
いない場合に文字コードを変えて表示し直しま
す。

サイト設定

画像表示設定……ページの画像表示をするかし
ないかを設定します。「表示しない」を選択した
ときは、表示されない画像の代わりに「 」が
表示されます。

サウンド設定……Flashの音量を調節します。

Script動作設定……ページを表示したとき、
JavaScriptを有効にするかどうかを設定しま
す。ページによっては「有効」に設定しないと、
正常に表示できない場合があります。

ホーム登録※1……表示中のページのURLを
ホームURLに登録します。ホームURLに登録で
きるURLは1件です。

フルブラウザホーム登録※2……表示中のペー
ジのURLをホームURLに登録します。ホーム
URLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザホーム……フルブラウザホーム設定に
登録したページを表示します（フルブラウザ画面では
「ラストURL」の次の項目になります）。

表示モード切替※2……「PCレイアウトモード」と
「ケータイモード」を切り替えます。

横画面モード切替⇔横画面モード解除※2※6……ペー
ジを横画面で表示、または解除（縦画面に戻る）します。

FOMA／WLAN接続切替※7※8……FOMAとWLAN
を切り替えます。「フルブラウザ利用設定」が「利用し
ない」に設定されている場合は選択できません。

※1：ｉモードのときに利用できます。
※2：フルブラウザのときに利用できます。
※3：フルブラウザのケータイモードのときに利用でき

ます。
※4：フルブラウザのPCレイアウトモードのときに利用

できます。
※5：横全画面表示時では利用できません。
※6：「画面縦横自動切替」（P.120）を「OFF」に設定

しているときのみ利用できます。



193

ｉ
モ
ー
ド
／
フ
ル
ブ
ラ
ウ
ザ

※7：通信モード設定がシングルモードの場合は利用で
きません。

※8：ｉモードブラウザではホームＵご契約時に有効で
す。

フルブラウザからｉモードブラウザに切
り替える
フルブラウザで表示しているページをｉモードブラ
ウザに切り替えて表示します。

1 フルブラウザで表示したページ i
［機能］ 「ｉモードブラウザ切替」

サイトやインターネットホーム
ページの見かたと操作

サイトやインターネットホームページを見るときに
使う操作について説明します。
サイトによってはポインターによる操作ができな
い場合があります。

SSL／TLS対応ページを表示する
SSL／TLS※対応ページを表示するには、以下の証
明書が必要です。
CA証明書：認証会社が発行した証明書が、お買い
上げ時にFOMA端末内に保存されています。
ドコモ証明書：FirstPassセンターへ接続するため
に必要な証明書が、FOMAカード内に保存されて
います。
ユーザ証明書：「FirstPassセンターに接続する」
（P.211）の操作により、FirstPassセンターから
ダウンロードした証明書が、FOMAカード内に保
存されます。
WLAN CA証明書／WLANクライアント証明書：
WLANを利用するためにインストールする証明書
で、インストール時にFOMA端末内に保存されま
す。

※：SSL／TLSとは、認証／暗号技術を使用して安全に
データ通信を行なう方式のことです。SSL／TLS
ページではデータを暗号化して送受信することによ
り、通信途中での盗聴、なりすましや書き換えを防
止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個
人情報をより安全にやり取りできるようにしていま
す。

1 SSL／TLS対応ページを表示
SSL／TLS対応ページの画
面が表示され、「 」が表示
されます。
■ 認証中に中止する場合
「Cancel」

O
＜画面メモ保存＞＜画像1件保存＞＜画像複数保
存＞＜背景画像保存＞＜画像保存＞
画像の保存が禁止されているページでは、画像や
画面メモ（イメージを含む）を保存できないこと
があります。
＜証明書表示＞
証明書が表示されているときは、「スクロール設
定」の設定にかかわらず一定の速度でスクロール
します。
＜画像1件保存＞＜画像保存＞
BMP形式の画像の場合、自動的にmicroSDカー
ドの「OTHER」フォルダ内の「OUDXXX」（XXX
は数字）フォルダに保存されます。
＜コピー＞
コピーによって記憶できるのは1件のみです。新
しくコピーすると前に記憶していた文字は上書き
されます。
文字のコピーが禁止されているページでは文字が
コピーできないことがあります。
＜文字コード変換＞
正しく表示されないときは、操作を繰り返してく
ださい。ただし、4回操作をすると、元の文字コー
ドで表示されます。
変換操作を繰り返しても正しく表示されないこと
があります。
正しく表示されているときに文字コード変換をす
ると、正しく表示されなくなる場合があります。

O
タブ表示中のページのみ切り替え後にキャッシュ
に取得済みのページに戻ったり、進んだりするこ
とができます。
テキストボックスへの入力中に切り替えると文字
情報はクリアされます。
ｉモードブラウザからフルブラウザへ切り替えを
行うときに、接続しているネットワークを変える
場合は、機能メニューの「FOMA／WLAN接続
切替」を選択して接続するネットワークを変更し
てください。

ｉモード閲覧中にフルブラウザの画面メモを表示
した場合、またはフルブラウザ閲覧中にｉモード
の画面メモを表示した場合、閲覧中の画面には戻
ることができません。
表示中のｉモードブラウザまたはフルブラウザを
2回以上別のｉモードブラウザまたはフルブラウ
ザで切り替えた場合、2つ前の画面には戻ること
はできません。

O

SSL／TLS対応ページ
の画面

次ページにつづく
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2 SSL／TLS対応ページから通常の
ページを表示 「YES」
SSL／TLS通信が終了し、「 」の表示が消え
ます。

画像の表示
本FOMA端末では、GIF形式、JPEG形式、PNG
形式、BMP形式の各画像と、Flash画像（P.206）
が表示できます。ただし、画像によってはそれらの
形式であっても表示できない場合があります。
Flash画像が表示されているときは、動作が通常の
サイトと異なる場合があります。
Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカー
ドなどに保存して再生した場合、保存箇所により見
えかたが異なる場合があります。
画像を表示するかしないかを「画像表示設定」で設
定できます。
■表示される画像のアイコンについて

（カラー）： 画像を取得中、または「画像表示設
定」を「表示しない」に設定してい
る場合に表示

：画像を取得できなかった場合に表示
（白黒）：取得できない画像の場合に表示

スクロール機能について
サイトやインターネットホームページのページで文章
や一覧が画面内におさまらずに続きがあるときは、ス
クロールすることにより続きを見ることができます。

■ニューロポインターでスクロールする場合
dをスライドさせてカーソルを移動し、カーソルが
画面の端までくると「 」などが表示され、画面
がスクロールします。
■スクロールモードでdをスライドさせる場合
フルブラウザ画面やｉモードブラウザ画面、画面メ
モの機能メニュー（P.191、202）で「スクロール
モード」を選択してスクロールモードにし、dをス
ライドすると、その方向に画面がスクロールします。
スクロールモードを解除するには、rを押します。
■タッチスタイルでスクロールする場合
サイト表示中にタッチしながら上下や左右に指をス
ライドさせると、画面がスクロールします。

ダブルクリック機能
コンテンツに拡大表示などの特定の動作が割り当て
られている場合に、dを素早く2回押すことでその
動作を実行できます。ただし、ドラッグモード中は利
用できません。

タッチ操作の画面の見かた

● ｉモードブラウザでタッチ操作する
タッチスタイルに切り替えた場合は、タッチボタンに
よる操作ができます。また、タッチボタンから以下の
パレットを起動して操作することができます。
タッチボタンについて→P.37

O
SSL／TLS対応ページを表示するときに「このサ
イトの安全性が確認できません　接続します
か？」などのメッセージが表示されることがあり
ます。このようなメッセージは、ページのSSL／
TLS証明書が期限切れになっている場合や、サ
ポートしていない場合などに表示されます。
「YES」を選択すると、続けてページを表示でき
ますが、お客様の個人情報（クレジットカード番
号、連絡先など）を安全に送信できない可能性が
ありますのでご注意ください。

ボタン 説明
b 押した方向にリンクを移動し

ながらスクロールします。
押し続けると、その方向に連
続してスクロールします。

s［L］、 a［マナー］ 画面単位で下方向または上方
向にスクロールします。
フルブラウザ画面では、1秒以
上押すとページの一番下また
は一番上に移動します。

O
タッチスタイルのときにs［L］、a［マナー］を
押しても画面はスクロールしません。
サイト画面を連続してスクロールすると市松模様
が表示されますが、スクロールが停止した位置で
サイト画面が表示されます。

ラストURLを表示

ｉチャネルを表示

再読み込み

画面メモ一覧
を表示

Bookmark一覧
を表示

ｉMenuを表示

タッチボタン



195

ｉ
モ
ー
ド
／
フ
ル
ブ
ラ
ウ
ザ

● フルブラウザでタッチ操作する
タッチスタイルに切り替えてタッチツールを表示し
た場合は、タッチボタンによる操作ができます。ま
た、タッチボタンから以下のパレットを起動して操作
することができます。→P.37

※1：ケータイモードで利用できます。
※2：PCレイアウトモードで利用できます。

リンク先や項目を選択する
サイトやインターネットホームページによっては以
下の操作が必要となる場合があります。

①リンク先
項目を選択するとリンク先のページに移動します。

②テキストボックス
文字を直接入力します。選択すると文字入力（編
集）画面が表示されます。

③プルダウンメニュー
選択肢の一覧から項目を選択します。選択肢の一部
だけが見えている状態で表示され、選択すると隠れ
ている複数の選択肢が一覧で表示されます。

④ラジオボタン
選択肢の中から1つだけ選択します。 が選択さ
れた状態です。

⑤チェックボックス
選択肢の中から複数の項目を選択できます。 が
選択された状態です。

⑥ボタン
選択すると、ボタンに割り当てられた機能が実行さ
れます。

前のページに戻る／進む
1ウィンドウあたり最大31ページ（全ウィンドウで
は最大155ページ）まで、キャッシュに取得済みの
前のページに戻ったり、キャッシュに取得済みのペー
ジへ進むことができます。

1 前のページに戻るときはo［戻る］、
次のページに進むときはp［進む］
■ 機能メニューで前のページに戻る／次のペー
ジに進む場合
i［機能］ 「サイト表示」 「前のページ

へ戻る」または「次のページへ進む」
■ 画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の
順番でページを表示させた場合

■キャッシュに記憶されたページを表示する場合
• キャッシュとは、表示したサイトやインターネット
ホームページなどのデータを一時的に記憶する端
末内の場所です。サイトやインターネットホーム
ページなどを表示中にo、p、または機能メ
ニューでページを移動すると、通信を行わずに
キャッシュとして記憶されたページを表示します。
ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしてい
たり、必ず最新情報を読み込むように設定（作成）
されたページを表示するときは、前のページに戻っ
たり次のページに進んだ場合でも通信を行います。
また、ページがキャッシュに記憶されていても、そ
のページの日付時刻情報が更新されている場合は
通信を行って最新情報を表示します。

• キャッシュから読み込んだ場合でも、以前接続した
ときに入力した文字や設定は表示されません。

① タッチツールを表示
② 前のページに戻る
③ 次のページに進む
④ 文字サイズを切り替え

る※1⇔ズームイン／
ズームアウト※2

⑤ ウィンドウを閉じる
⑥ 新ウィンドウで開く
⑦ 再読み込み

⑧ ブックマーク一覧
⑨ ラストURLを表示
⑩ フルブラウザホームを

表示
⑪ 画面メモ一覧を表示
⑫ 表示モードを切り替え

る
⑬ タッチツールを表示し

ない

①

②

③

④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

⑤

⑨⑦
⑪ ⑫

⑧

タッチボタン

⑩

①リンク先

②テキストボックス
③プルダウンメニュー
④ラジオボタン

⑤チェックボックス

⑥ボタン

D 

B C A 
o o

o
： ページの表示順 
： 画面「D」から前のページに戻ったとき 

次ページにつづく
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• ｉモード、フルブラウザを終了すると、キャッシュ
はクリアされます。

• SSL／TLS対応のページをキャッシュから読み込
んだときは、SSL／TLSページを表示するという
内容のメッセージが表示されます。

複数のサイトやインターネットホーム
ページを表示する 〈マルチウィンドウ〉

最大5つのサイトやインターネットホームページ
（ｉチャネルを含む場合は最大6つ）を同時に開くこ
とができます。
複数のページを同時に開くとタブが表示され、u
または機能メニューの「ウィンドウ操作」の「ウィ
ンドウ切替」でページを切り替えられます。
ニューロポインターでタブを選択したり、タブを
タッチすることでもページを切り替えられます。

● 新しいページを開く

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） リン
クを反転 u（1秒以上）
新しいウィンドウにページが表示されます。
■ 開いているページを閉じる場合
t 「YES」
■ タッチボタンでリンク先のサイトを表示する
場合

サイト表示時に を指でタッチした後、リンク
先を指でタッチすることでリンク先のサイトが
新しいウィンドウに表示されます。

● リンク先以外のページを開く

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） i
［機能］ 「ウィンドウ操作」 「新
ウィンドウで開く」 以下の項目か
ら選択
リンク……u（1秒以上）と同じように、リン
ク先のページを表示します。

Bookmark一覧……Bookmark登録したペー
ジを表示します。

URL入力……URLを入力してページを表示し
ます。

ホーム表示※1……ホーム設定に登録したページ
を表示します。

フルブラウザホーム※2……フルブラウザホーム
設定に登録したページを表示します。

※1：ｉモードブラウザのときに利用できます。
※2：フルブラウザのときに利用できます。

電話番号やメールアドレスを電話帳に登
録する 〈電話帳登録〉

サイトのページや画面メモなどに表示されている電
話番号やメールアドレスを電話帳に登録します。

＜例：サイトに表示されている電話番号を登録する場
合＞

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） i
［機能］ 「保存／登録」 「電話帳
登録」 「YES」 電話帳に登録
電話帳の登録のしかた→P.92
電話番号に名前やフリガナ、メールアドレスの
情報が付加されている場合は、電話番号ととも
に入力されます。残りの必要な項目を入力して
電話帳に登録します。

O
有料コンテンツなどサイトやインターネットホー
ムページによっては、新しいページとして開く事
ができず、開いているウィンドウを閉じてページ
を開く場合があります。

u 

タブ

O
同時に開いたページを並べて表示することはでき
ません。
表示中のブラウザと異なるブラウザのブックマー
クやURLを選択すると、開いているウィンドウを
すべて閉じて新しいウィンドウを開きます。
ページ取得中にu（1秒以上）で新しくページ
を開くと、取得中のページが途中で中断されます。
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フレーム対応のページを表示する
フレーム※で作成されたページをフレーム単位で表
示することができます。
※：本章での「フレーム」はフレーム撮影のフレームと

は異なり、ウィンドウ内を分割して作成されている
ページのことを指します。

フレーム対応のページを表示する場合、一部のフ
レームがSSL／TLS非対応のページである場合、
取得確認画面が表示されます。「YES」を選択する
とSSL／TLSを示すアイコンが消え、SSL／TLS
非対応のページを表示します。
フレームを選択して、フレーム内表示画面を表示し
ているときは「 」、フレームを選択して表示中に、
別のフレームが通信中のときは「 」を表示します。

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） フ
レームで作成されたページを表示

2 bでフレームを選んでd［選択］
選択したフレームが表示されます。
ニューロポインターを使ってフレームを選択す
ることもできます。

■ フレーム表示画面に戻る場合
t 

これまでに表示したサイトやインター
ネットホームページに再接続する

〈ラストURL〉

これまでに表示したサイトやインターネットホーム
ページが、「ラストURL」に30件まで記録されます。
「ラストURL」を使って、これまでに表示したサイト
やインターネットホームページに再接続します。
ｉモードで表示したサイトやインターネットホー
ムページには「 」、フルブラウザでは「 」が
表示されます。

1 i 「ｉモード」 「ラストURL」

2 履歴を選択

ラストURL画面（P.197）

Bookmark登録→P.199

URL表示→P.192

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択し
ます。

キーワード検索する 〈クイック検索〉

各機能から検索ウィンドウを起動し、知りたいキー
ワードをｉモードやGoogleなどの検索サイトで検索
して、さまざまな情報やデータをすばやく表示します。
ｉモード、フルブラウザ、画面メモ、ｉチャネル、
メール、メッセージR／Fの閲覧画面から を
選択してクイック検索ができます。
以下の機能では機能メニューから起動することが
できます。
• ｉモード、フルブラウザ、画面メモ、ｉチャネル
の閲覧画面

• メール、メッセージR／Fの受信詳細画面、ｉモー
ドメール本文編集画面※

• スケジュール・休日の詳細画面※

※：タッチスタイルでも利用できます。

O
フレームでの分割数が多いページの場合、すべて
のフレームを表示できないことがあります（文字
や画像のないフレームとなります）。

XXX 

XXXXXX 
●XXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXX 

●XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

＜　＞ 

XXXXX 
XX 

XX 
XXXX 

XXX 

XX 
XXXX 

XXXXX 
XXXX 

・XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXX XXX XXXX 

フレーム表示画面 

XXXXXX 
●XXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXX 

●XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

＜　＞ 

XXXXX 
XX 

XX 
XXXX 

XXX 

XX 
XXXXX 

XXXXX 
XXXX 

・XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

XXX XXX XXX XXXX 

フレーム内表示画面 

XXXXXX 
●XXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX  

●XXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

＜　＞ 

ラストURL画面

機能メニュー P.197

次ページにつづく
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＜例：ｉモードブラウザまたはフルブラウザでクイッ
ク検索を利用する場合＞

1 dをスライドしてポインターを
に合わせる になった

らd［選択］
「クイック検索画面」が表示されます。

2 以下の項目から選択
直接入力……キーワードを直接入力します。

音声入力→P.413

範囲選択……キーワードを範囲選択します。
ｉモードブラウザ画面、フルブラウザ画面、新
規メールの本文入力画面、受信メール詳細画面、
スケジュール・休日の詳細画面でのみ利用でき
ます。

検索履歴……以前検索した履歴からキーワード
を選択します。

ｉMenu・検索→P.188

3 キーワード入力後に以下の項目から
選択
ｉモード……ｉモードから検索します。

地図を見る→P.304

電話帳名前カナ検索→P.96

使いかたナビ→P.50

Google検索、Google画像検索、Google
ニュース検索……フルブラウザから検索しま
す。※

※：「クイック検索接続先設定」で登録した接続先が
追加されます。→P.198

4 u［検索］

クイック検索の検索先を設定する
〈クイック検索接続先設定〉

フルブラウザでクイック検索するときの接続先を設
定します。最大6件の検索先が登録できます。

1 i 「設定／NWサービス」 「そ
の他設定」 「クイック検索接続先
設定」

2「未登録」を選択 「YES」
検索先が登録されているサイトから検索先
（URL）をダウンロードします。
■ 登録済みの検索先を削除する場合
登録済みの検索先を反転 i［機能］ 「1

件削除」 「YES」

URLからサイトやインター
ネットホームページを表示する

〈インターネット接続〉

任意のURLを入力してサイトやインターネットホー
ムページを表示します。
ｉモードで表示したURLは「 」、フルブラウザ
で表示したURLは「 」が表示されます。

1 i 「ｉモード」 「Internet」
「URL入力」
■ ｉモードのホームURLに
登録されているページを
表示する場合
「ホーム表示」

2「＜新規入力＞」 URLを入力
■ ｉモードで表示する場合
「ｉモードで接続」
■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ
確認表示」が「毎回表示」）
「フルブラウザで接続」 「OK」または「OK

（以後非表示）」
■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ
確認表示」が「表示しない」）
「フルブラウザで接続」O

＜範囲選択＞
文字のコピーが禁止されているページでは文字の
コピーができないことがあります。

URL一覧画面 

機能メニュー P.199
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URL履歴を使って表示する
これまでに入力したURLをURL履歴として10件ま
で記録します。

1 i 「ｉモード」 「Internet」
「URL入力」

2 URLを選択
■ 選択したURLを編集する場合
「Internetアドレス」のボックスを選択 URL
を編集
■ ｉモードで表示する場合
「ｉモードで接続」
■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ
確認表示」が「毎回表示」）
「フルブラウザで接続」 「OK」または「OK

（以後非表示）」
■ フルブラウザで表示する場合（「フルブラウザ
確認表示」が「表示しない」）
「フルブラウザで接続」

URL一覧画面（P.198）

デスクトップ貼付→P.122

メール作成……URLを本文に貼り付け、ｉモード
メールを作成します。

ホーム登録※1……URLをホームURLに登録します。
ホームURLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザホーム登録※2

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択し
ます。

※1：ｉモードで表示したURLを選択しているときに利
用できます。

※2：フルブラウザで表示したURLを選択しているとき
に利用できます。

サイトやインターネットホーム
ページを登録して素早く表示す
る 〈ブックマーク〉

よく見るサイトやインターネットホームページをす
ぐに接続できるようにしたいときは、ブックマークに
登録します。
登録したブックマークは、タイトルを変更したり、
フォルダごとに分けて管理することができます。
ブックマークに登録したサイトのうち、最大で5件
まで一括して接続することができます。→P.200
ｉモードのブックマークには「 」、フルブラウ
ザのブックマークには「 」が表示されます。

ブックマークに登録する
ブックマークは、ｉモードとフルブラウザで最大
200件まで登録できます。
登録できるURLの文字数は、ｉモードが半角256
文字、フルブラウザが半角512文字までです。
サイトやインターネットホームページによっては、
ブックマークに登録できない場合があります。

＜例：サイト表示中の場合＞

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） i
［機能］ 「Bookmark登録」
「YES」 フォルダを選択

ブックマークからサイトやインターネッ
トホームページを表示する
ブックマークは登録したときのブラウザでサイト
やインターネットホームページを表示します。

1 i 「ｉモード」 「Bookmark」
フォルダを選択 ブックマークを

選択
■ Bookmarkの一覧画面

O
URLを入力して接続したときは、同じURLでも別
の履歴として記録されます。

O
ブックマークのタイトルは、全角12文字、半角
24文字まで登録され、超えた部分は削除されま
す。タイトルがないときは、「http://」または
「https://」を除いたURLが表示されます。

Bookmark一覧画面

機能メニュー P.200
Bookmarkフォルダ

一覧画面

機能メニュー P.200
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Bookmarkフォルダ一覧画面
（P.199）

お買い上げ時にすでにあるBookmarkフォルダ
は、削除やフォルダ名の変更はできません。

フォルダ追加……フォルダ名を入力してフォルダを追
加します。追加作成できるフォルダは19個までです。

フォルダ名編集……追加したフォルダのフォルダ名
を編集します。

フォルダ並び替え……移動先の位置を選択し、フォル
ダを並び替えます。

登録件数確認……すべてのフォルダ内のブックマー
クの件数を表示します。

ｉC全送信→P.359

赤外線全送信→P.357

Bluetooth全送信→P.359

microSDへ全コピー→P.347

お預かりセンターに接続→P.147

フォルダ削除……フォルダとそのフォルダ内のブッ
クマークを削除します。

Bookmark全削除……ブックマークをすべて削除
します。ただし、ブックマークのフォルダは削除され
ません。

Bookmark一覧画面（P.199）

フォルダ移動……「1件移動、選択移動、全移動」を
選択後、移動先のフォルダを選択し、ブックマークを
ほかのフォルダに移動します。

タイトル編集

デスクトップ貼付→P.122

メール作成……URLを本文に貼り付け、ｉモード
メールを作成します。

メール添付……ブックマークを添付したｉモード
メールを作成します。

ｉC送信→P.359

赤外線送信→P.357

Bluetooth送信→P.359

microSDへコピー→P.347

ワンタッチマルチウィンドウ登録……ブックマーク
に登録したサイトやインターネットホームページを
ワンタッチマルチウィンドウに登録します。→P.200

ホーム登録※1……URLをホームURLに登録します。
ホームURLに登録できるURLは1件です。

フルブラウザホーム登録※2

URLコピー……ブックマークのURLをコピーし、文
字入力（編集）画面などに貼り付けることができま
す。→P.409

登録件数確認

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択し
ます。

シークレットに保管⇔シークレットから出す※3……
「各種データを表示できないようにする」→P.133

※1：ｉモードのブックマークを選択しているときに利
用できます。

※2：フルブラウザのブックマークを選択しているとき
に利用できます。

※3：シークレットモード、シークレット専用モードの
ときのみ利用できます。

複数のページに連続して接続す
る 〈ワンタッチマルチウィンドウ〉

一括して接続するサイトやインターネットホーム
ページを登録（1グループ最大5件）し、マルチウィ
ンドウで表示します。ｉモードとフルブラウザで最
大20グループに登録できます。

接続するサイトやインターネットホーム
ページを登録する

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） i
［機能］ 「ワンタッチマルチウィン
ドウ」 「表示中ウィンドウを登録」
「YES」

■ マルチウィンドウで表示
中のウィンドウをすべて
登録する場合
「ウィンドウをすべて登

録」 「YES」

O
＜登録件数確認＞
microSDフォルダ、シークレットフォルダ内の件
数は表示されません。

グループ一覧画面

機能メニュー P.201
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2 グループを選択 「＜未登録＞」
■ 登録済みのサイトに上書
き登録する場合
登録済みのサイトを選択
「YES」

登録したサイトやインターネットホーム
ページに一括して接続する

● ｉモードメニューから接続する

1 i 「ｉモード」 「ワンタッチマ
ルチウィンドウ」 グループを選択
■ グループ内データを一覧表示する場合
u［詳細］

● サイトやインターネットホームページから表
示する

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） i
［機能］ 「ワンタッチマルチウィン
ドウ」 「グループ一覧表示」 グ
ループを選択 「YES」
タブの切り替えについて→P.196

グループ一覧画面（P.200）

グループ名編集

デスクトップ貼付→P.122

グループ削除……選択したグループをお買い上げ時
の状態に戻します。

グループ全削除……すべてのグループをお買い上げ
時の状態に戻します。

データ一覧画面（P.201）

1件削除、全削除

並び替え……登録順序を並び替えます。

サイト情報表示……サイトやインターネットホーム
ページのタイトル名やURLを表示します。

Bookmark登録→P.199

タイトル編集

サイトやインターネットホーム
ページの内容を保存する〈画面メモ〉

乗り換え案内の検索結果など、一度表示したページを
画面メモ、イメージ（画面に表示されるページを画像
にしたもの）としてFOMA端末やmicroSDカードに
保存します。

画面メモを保存する
画面メモ、イメージはｉモードとフルブラウザで最
大3,500件まで保存できます。保存可能件数は、
保存するページのデータ量などにより変動します。
ｉモードの画面メモには「 」、フルブラウザの
画面メモには「 」が表示されます。
1件の最大登録サイズはｉモードでは画面メモが
500Kバイト、フルブラウザでは画面メモが1.5M
バイト、イメージは200Kバイトになります。
ページによっては全体または一部が画面メモに保
存できない場合があります。

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） i
［機能］ 「画面メモ保存」
■ 画面メモ、イメージを保存する場合
「YES」
■ イメージのみ保存する場合
「YES（イメージのみ）」

データ一覧画面

機能メニュー P.201

O
接続するサイトやインターネットホームページを
登録する際、操作によっては機能メニューが表示
されない場合があります。

O
SSL／TLS対応ページの画面を保存すると、その
ページのSSL／TLS証明書も保存されます。
同じページを保存したときは、上書きされずに別
の画面メモとして保存されます。
サイトやインターネットホームページの画面を画
面メモに保存するときにラジオボタン、チェック
ボックス、テキストボックス、プルダウンメ
ニュー、セレクトボックスに項目を入力していて
も、登録した画面メモには入力されていません。
Flashを利用したページをmicroSDカードに保存
する際、ページ上で変更された内容（ゲームスコ
アやお客様が更新された記録など）はmicroSD
カードには保存できず削除されます。
画面メモをmicroSDカードへ保存・移動する際、
ページサイズが取得時より大きくなります。その
ため、メモリの空き容量が少ない場合は画面メモ
をFOMA端末へ戻せないことがあります。
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画面メモを表示する
画面メモのリンク先を選択すると画面メモを保存し
たときのブラウザでサイトやインターネットホーム
ページを表示します。

1 i 「ｉモード」 「画面メモ」
画面メモを選択
■ 画面メモの一覧／詳細画面

画面メモ一覧画面（P.202）

タイトル編集

microSDへ移動／本体へ移動……本体の画面メモ
をmicroSDカードに移動します。またはmicroSD
カードの画面メモを本体に移動します。

1件移動、選択移動、全移動

保護／保護解除、保存件数確認

URL表示……ページのURLを表示し、確認します。
すべてのURLが表示されない場合は、d［選択］を
押し、cでカーソルを移動して確認します。もう一
度d［選択］を押すとカーソルが消えます。

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択し
ます。

画面メモ詳細画面（P.202）

タイトル編集、保護／保護解除

保存／登録

画像1件保存※1、画像複数保存※1、背景画像
保存※1、画像保存※2→P.204

スケジュール参照登録※1……画面メモを参照し
ながらスケジュールを登録します。

電話帳登録→P.196

コピー……表示中のページの文字をコピーします。
bでコピーする部分の先頭の文字にカーソルを合
わせる d［始点］ bでコピーする最後の文字ま
で反転 d［終点］

microSDへ移動／本体へ移動……本体の画面メモ
をmicroSDカードに移動します。またはmicroSD
カードの画面メモを本体に移動します。

クイック検索→P.197

フレーム表示へ戻る……フレーム内表示画面からフ
レーム表示画面に戻ります。

スクロールモード→P.194

メール作成……画面メモのURLを本文に貼り付けた
り、画像を添付、挿入してｉモードメールやデコメー
ル®を作成することができます。

リプレイ……画面メモのFlash画像やアニメーショ
ンを最初から再生します。

URL表示→P.192

証明書表示……画面メモがSSL／TLS対応の場合に
SSL／TLS証明書の内容を表示します。

サウンド設定……Flashの音量を調節します。

表示モード切替※2……「PCレイアウトモード」と
「ケータイモード」を切り替えます。

FOMA／WLAN接続切替※3※4……FOMAとWLAN
を切り替えます。

文字サイズ切替※1※5……文字サイズを「小、中、
大、特大」から選択します。→P.121

ズーム※6……表示サイズの倍率を「60%、80%、
100%、120%、150%、180%、200%、250%、
400%、サイト全体表示※7」から選択します。「サ
イト全体表示」を選択した場合、サイト全体から表示
したい部分を選択します。

イメージ表示……画面メモのイメージ（画面に表示さ
れるページを画像にしたもの）を表示します。

O
画面メモの情報は、保存したときの情報のため、
最新の情報とは異なる場合があります。

O
＜タイトル編集＞
タイトルを削除すると「無題」がタイトルとなり
ます。
＜microSDへ移動＞
保護した画面メモはmicroSDへ移動できません。
＜保護／保護解除＞
保護できる画面メモは最大100件または10Mバ
イトまでです。保護できる最大件数は画面メモの
データ量により変動します。

画面メモ一覧画面

機能メニュー P.202

画面メモ 
（画面メモ詳細画面） 

　Ｅｎｊｏｙ　Ｆｉｓｈｉｎｇ 

　　東京湾（三浦） 
　　銚子沖 
　　伊豆 
　　伊豆七島 
　▼釣り場：湖、川 
　　富士五湖 
　　芦ノ湖 
　　相模川 

　▼釣り場：海 
　　東京湾（千葉） 

機能メニュー P.202
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画面メモ詳細表示※8……表示していたイメージ（画
面に表示されるページを画像にしたもの）の画面メモ
を表示します。

取得元サイト表示※8……画面メモのイメージ（画面
に表示されるページを画像にしたもの）の表示中に、
元のサイトの内容を読み込み直して表示します。

削除

※1：ｉモードの画面メモを選択しているときに利用で
きます。

※2：フルブラウザの画面メモを選択しているときに利
用できます。

※3：通信モード設定がシングルモードの場合は利用で
きません。

※4：ｉモードブラウザではホームＵご契約時に有効です。
※5：フルブラウザのケータイモードのときに利用でき

ます。
※6：フルブラウザのPCレイアウトモードのときに利

用できます。
※7：横全画面表示時では利用できません。
※8：イメージを表示しているときに利用できます。

有料コンテンツのダウンロード
について

サイトからダウンロードできる各種コンテンツ（画像
やメロディ、着うたフル®など）の中には、有料のも
のがあります。有料コンテンツをダウンロードしよう
としたときには、購入確認のメッセージおよびｉモー
ドパスワード入力画面が表示されます。

サイトやインターネットホーム
ページからデータを取得する

各種データをサイトからダウンロードして保存し、い
ろいろな用途に利用します。
ダウンロードできるデータの件数および1件あた
りの最大サイズは、お買い上げ時に登録されている
データを含めて次のようになります。

※1：ｉモードとフルブラウザでダウンロードできます。
※1以外はｉモードのみになります。

※2：GIF形式のアニメーション、Flash画像（フルブラ
ウザでは保存不可）、GIF形式、JPEG形式、BMP
形式の画像になります。スタンプまたはフレームの
画像は、ｉモードでのみ500Kバイトになります。

O
＜タイトル編集＞
タイトルを削除すると「無題」がタイトルとなり
ます。
＜microSDへ移動＞
保護した画面メモはmicroSDへ移動できません。

O
ｉモードパスワードを入力してから、ダウンロー
ドを開始するまでに2分以上経過していると、そ
のコンテンツのダウンロードはできません。再度
ｉモードパスワードを入力してください。

種類 保存・登録
可能件数 最大サイズ

画像※1※2

3,500件※3

ｉモード：
500Kバイト
フルブラウザ：
1.5Mバイト

デコメ®ピクチャ －
おまかせデコメ
ピクチャ 5,000バイト

デコメ®絵文字※4 －

デコメール®

テンプレート※5 300件※3
200Kバイト

（10,000バイト
＋90Ｋバイト）

デコメアニメ®

テンプレート 300件※3 100Kバイト

ｉモーション
（標準タイプ） 3,500件※3 10Mバイト

着うたフル 3,500件※3 5Mバイト
メロディ 3,500件 100Kバイト

PDFデータ※1※6 3,500件※3

ドキュメント：
2Mバイト

ドキュメント定義
ファイル（DDF）：
100Kバイト

きせかえツール※7 3,500件※3 2Mバイト
キャラ電 3件 100Kバイト
マチキャラ※7 3,500件※3 2Mバイト
ムービー※1 3,500件※3 10Mバイト
ｉアプリ 200件※3 約2Mバイト
ダウンロード
辞書 5件 20Kバイト

トルカ※8 495件※3 100Kバイト
スケジュール
データ
ｉスケジュール

2,500件 1Mバイト

次ページにつづく
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※3：データ量によって実際に保存・登録できる件数が
少なくなる場合があります。

※4：お買い上げ時に登録されているデータは件数に含
みません。

※5：本文のみで10,000バイト。挿入画像のみで90Ｋ
バイトになります。

※6：ドキュメント定義ファイル（DDF）のあるPDFデー
タはフルブラウザではダウンロードできません。

※7：メタファイルの最大サイズは30Kバイトになりま
す。

※8：トルカの最大サイズは1Kバイト、トルカ（詳細）
の最大サイズは100Kバイトになります。

画像をダウンロードする
表示中のサイトやインターネットホームページや画
面メモ、ｉモードメール、メッセージR／Fに表示ま
たは添付されている画像や背景画像、アニメーション
を保存すると、待受画面やウェイクアップ表示などに
設定できます。

＜例：サイトに表示されている1件の画像を保存する
場合＞

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） i
［機能］ 「保存／登録」 「画像1
件保存」 画像を選択 「YES」
フォルダを選択
保存する画像に  を合わせます。
■ 複数の画像を保存する場合
「保存／登録」 「画像複数保存」 bで画

像を選択 u［完了］ 「YES」 フォルダ
を選択
画像は最大100件まで選択できます。
■ 背景画像を保存する場合
「保存／登録」 「背景画像保存」 「YES」
フォルダを選択
■ フルブラウザの画像を保存する場合
「保存／登録」 「画像保存」 画像を選択

「YES」 フォルダを選択

2「YES」 項目を選択
■ 待受画面などに設定しない場合
「NO」

PDFデータをダウンロードする
サイトやインターネットホームページからPDF形式
で作成されたPDFデータをダウンロードして表示／
保存します。

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）、
フルブラウザ画面（P.190） PDF
データファイルを選択
「PDFデータ画面」（P.361）が表示されます。
PDFデータを閲覧するときの操作について
→P.363
※ページ単位でデータを取得するPDFデータの場
合、最初に取得したページが表示されます。以降、
まだ取得していないページに移動しようとする
たびにデータの取得が行われます。

■ ダウンロードを中止する場合
u［中止］またはt 

途中までダウンロードしたデータを保存するか
どうかのメッセージが表示された場合は、
「YES」を選択するとダウンロードしたところま
でが保存されます。この場合、後で残りすべて
のデータを追加でダウンロードできます。
→P.205
■ パスワード入力画面が表示された場合
PDFデータに設定されているパスワードを入力
してください。
■ PDFデータを保存する場合
i［機能］ 「保存」 「YES」 フォルダ

を選択
最初にすべてのデータを取得するPDFデータの
場合は、すべてのページが保存されます。ペー
ジ単位でデータを取得するPDFデータの場合
は、取得したところまでのデータ（ページ）が
保存されます。まだ取得していないページは、後
から追加でダウンロードできます。→P.205

O
接続するサイトやデータのサイズによっては、ダ
ウンロードできない場合があります。
再生制限が設定されているデータのダウンロード
を行い、ダウンロード中に再生期間や再生期限が
過ぎてしまった場合、保存、再生ができません。
データ量の大きいデータをダウンロードする場合、
通信料金が高額になりますのでご注意ください。

O
2in1のモードがデュアルモードまたはBモード
のとき、「モード別待受画面設定」（P.426）が
「Aナンバーと同じ」以外に設定されている場合、
保存した画像を待受画面に設定しても反映されま
せん。2in1のモードがAモードのときやOFFの
ときの待受画面に設定されます。
デコメ®絵文字の対象画像の場合、「マイピク
チャ」の「デコメ絵文字」フォルダ内に直接保存
されます。
複数の画像を保存する場合、最大で300件まで画
像が選択画面に表示されます。
BMP形式の画像は、ｉモードブラウザの機能メ
ニュー「画像1件保存」、フルブラウザの機能メ
ニュー「画像保存」からmicroSDカードにのみ
保存できます。
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■ PDFデータの表示を終了する場合
t 

PDFデータを保存していない場合は、終了する
かどうかのメッセージが表示されます。保存す
る場合は「NO」を選択します。

● 部分的に取得したPDFデータを追加で取得
する

部分的に取得したPDFデータの残りのページ（デー
タ）を、追加でダウンロードします。ダウンロードの
方法はPDFデータの取得状態により異なります。
ダウンロードするときに起動するブラウザは、「通
信モード設定」の設定、電波の状況（圏内、圏外の
状態）、利用プロファイルによって変わります。

＜ページ単位で取得したPDFデータ（ 、 ）を
取得する場合＞

1 PDFデータ一覧画面（P.361）
表示したいPDFデータを選択
ダウンロードを再開するというメッセージが表
示された後、「PDFデータ画面」（P.361）が表
示されます。
PDFデータを閲覧するときの操作について
→P.363

2 u［ツール］ ツールバーの を
選択し、まだ取得していないページ
を表示
サイトに接続して該当ページがダウンロードさ
れます。
■ 取得するページ番号を指定してダウンロード
する場合
ツールバーのページ番号表示を選択 表示し

たいページを入力
■ 残りすべてのデータを一括でダウンロードす
る場合
i［機能］ 「残り全てを取得」 「YES」
■ PDFデータを保存する場合
i［機能］ 「保存」 「YES」

新たに取得したページが含まれた状態で保存さ
れます。

＜一部のデータしか取得できなかったPDFデータ
（ 、 ）を取得する場合＞

1 PDFデータ一覧画面（P.361）
表示したいPDFデータを選択
PDFデータが表示される前に、残りすべてをダ
ウンロードするかどうかのメッセージが表示さ
れます。

2「YES」
サイトに接続して、残りすべてのデータのダウ
ンロードが開始されます。ダウンロードが完了
すると「PDFデータ画面」（P.361）が表示さ
れます（データによっては閲覧可能なPDFデー
タにならず、表示されない場合があります）。
■ PDFデータを保存する場合
i［機能］ 「保存」 「YES」

各種データをダウンロードする
サイトからおまかせデコメピクチャ、デコメアニメ®

テンプレート、デコメール®テンプレート、デコメ®

ピクチャ、メロディ、きせかえツールのパッケージ、
マチキャラ、キャラ電、ダウンロード辞書、トルカな
ど各種データをダウンロードします。
＜例：データを保存する場合＞

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）
データ（メロディなど）を選択

2「保存」 「YES」
ダウンロード時に表示される選択項目はデータの
種類によって異なり、「再生、プレビュー、保存、
部分保存、情報表示、設定」などが表示されます。

O
PDFデータによっては、表示に時間がかかること
があります。
PDFビューアに対応していない形式や複雑なデ
ザインを含むPDFデータの場合、正しく表示され
ないことがあります。
500Kバイトを超えるPDFデータをダウンロー
ドする場合は、ダウンロードするかどうかの確認
メッセージが表示されます。
2Mバイトを超えるPDFデータおよびサイズが不
明のPDFデータはダウンロードできません。
ダウンロードするPDFデータと同じ定義ファイ
ル（PDF識別用の情報ファイル）を持つPDFデー
タがFOMA端末内やmicroSDカード内に保存さ
れている場合は、同じPDFデータと見なされるた
め、ダウンロードされず、保存されているPDF
データが表示されます。
PDFデータをダウンロード後に同じｉモードグ
ループのタスクを新たに起動させた場合、表示中の
PDFデータを保存せずにタスクが切り替わります。

次ページにつづく
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3 画面表示に従ってフォルダや項目を
選択

Flash機能について

Flashに対応しているサイトやインターネットホー
ムページでは、Flashを再生することができます。
Flash端末情報の利用について→P.210
Flash画像は1ページあたり最大サイズはｉモー
ドで500Kバイト、フルブラウザで1.5Mバイト
まで表示できます。
Flash8（一部Flash9）相当の再生が可能ですが、
サイトによっては、該当するバージョンであっても
再生できない場合があります。

Flash画像の操作について
絵や音によるアニメーション技術を用いたFlash画
像に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊
かなサイトを利用できます。また、Flash画像をダウ
ンロードし、待受画面に設定することもできます。
バイブレータ振動が設定されているFlash画像を
再生すると、「バイブレータ」の設定にかかわらず
振動しますのでご注意ください。
Flash画像が表示されていても、正しく動作しない
場合があります。
画面下部に「 」が表示されていなくても、
Flash画像の操作ができる場合があります。
「画像表示設定」を「表示しない」に設定した場合
は、Flash画像も表示されません。
「設定・状態参照許可」を「許可する」に設定した
場合は、端末情報データ（時刻、日付、受信レベ
ル、電池残量、着信音量、使用言語、機種種別、機
種情報）を利用することができます。

Flash®Videoについて
Flash®Video（FLV）とは、Adobe Flash Playerで
再生できる映像です。
再生可能なFLVは以下の2種類です。

Flash®Videoは、ｉモードブラウザ（ｉチャネルを
除く）、フルブラウザ、画面メモ※、マイピクチャ※

で再生できます。
※：埋め込み型のFlash®Videoのみ
Flash®Videoを再生できない場合、Flash画像のみ
表示されます。
FLVのストリーミング型の再生はできません。
プログレッシブ型のFLVは最大約10Mバイトまでの
ファイル再生に対応しており、大容量データを受信す
る可能性があります。データが大きい場合はパケット
通信料が高額になりますのでご注意ください。
プログレッシブ型のFLVは保存や画面メモはでき
ますが、再生ができません。
対応しているファイル形式であっても、ファイルに
よってはデータ取得、再生ができないことがあります。

O
ダウンロードしたｉメロディには、あらかじめ再
生部分が指定されている場合があり、着信音など
に設定した場合、指定部分だけが再生されます。
お買い上げ時に登録されているきせかえツール、
マチキャラ、キャラ電を削除した後、元に戻すと
きは「みんなNらんど」からダウンロードしてく
ださい。→P.189
スケジュールデータをダウンロードするにはｉコ
ンシェルサービスのご契約が必要です。→P.218

O
Flash画像によっては、効果音が鳴るものがありま
す。効果音を鳴らさない場合は、「サウンド設定」
を選択して音量をゼロに設定してください。なお、
「バイブレータ」が「メロディ連動」に設定されて
いても、Flash画像の効果音には連動しません。

「画面表示設定」でFlash画像を待受画面などに設
定した場合、Flash画像に設定されている効果音
やバイブレータ振動は動作しません。また、「リプ
レイ」の機能は使えません。→P.192
Flash画像によっては画像を保存したり、画面メ
モに保存しても、画像の一部が保存されないなど、
サイトでの見えかたと異なる場合があります。
ブラウザでFlash画像を再生している間は「照明
設定」で設定した待ち時間にかかわらず、省電力
モードには移りません。
ブラウザでFlash画像を再生中にFOMA端末を何
も操作しない状態が約5分間続くとFlashを一時
停止します。ボタン操作などを行うと停止した位
置からFlashを再生します。

種類 説明
プログレッシブ型
再生

Flash画像とは別に作成され
たビデオデータを配信サーバ
からダウンロードしながら再
生するタイプの方法です。

埋め込み型再生 Flash画像の中に、要素の１つ
として、ビデオデータを埋め込
むタイプの方法です。

拡張子 flv、swf
コーデック ビデオ Sorenson Spark

／On2VP6
オーディオ MP3

ビットレート ビデオ 400Kbps
オーディオ 96Kbps

ビデオサイズ QVGA（横320ドット×縦240
ドット）

フレームレート 15fps

O
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サイトやインターネットホームページの
Flashを再生する

「画像表示設定」を「表示する」に設定するとFlash
を再生することができます。
Flash再生中の音量は「サウンド設定」で調節できます。

1 Flashに対応したサイトやインター
ネットホームページを表示する

2 Flashにポインターを合わせる
ポインターが「 」（青色）に切り替わり、Flash
が再生されます。

画像や動画をアップロードする

ファイルのアップロードに対応しているサイトやイ
ンターネットホームページから、FOMA端末や
microSDカードに保存されている画像や動画をアッ
プロードできます。
アップロードできるデータの条件は以下になりま
す。

画像や動画をアップロードする方法は、ページに
よって異なります。表示される画面に従って操作し
てください。

1 サイトやインターネットホームペー
ジ上のファイル選択用ボタン（「参
照」など）を選択

2「マイピクチャ」または「ｉモーショ
ン」を選択

3 フォルダを選択 画像または動画を
選択

4 サイトやインターネットホームペー
ジ上の送信用ボタン（「送信」など）
を選択
選択したファイルがアップロードされます。
■ アップロードを中止する場合
t 

Phone To／AV Phone To・
Mail To・Web To・Media
To機能を使う
〈Phone To／AV Phone To・Mail To・Web To・
Media To機能〉

サイトやインターネットホームページ、メールなどに
表示されている情報を選択するだけで、電話をかけた
り、メールを送信するなどの機能が利用できます。
利用できる機能は以下のとおりです。
• 電話番号（Phone To／AV Phone To機能）：電
話をかける、SMSを送信

• メールアドレス（Mail To機能）：メールを送信
• URL（Web To機能）：サイトやインターネット
ホームページを表示

• 番組情報のリンク（Media To機能）：テレビの
起動や視聴予約・録画予約

パソコンなどから送信されたメールやサイトに
よっては、利用できない場合があります。
電話番号、メールアドレス、URL以外でも、「ご連
絡先はこちら」などの項目を選択して、利用できる
場合もあります。

O
ｉモードブラウザの埋め込み型再生でのみ、
Flashを2つまで同時に再生できます。フルブラ
ウザでは、複数のFlashを同時に再生することは
できません。ただし、どちらもGIF形式のアニメー
ションと同時に再生できます。
Flashが画面外にある場合は、Flashが表示される
までスクロールすると再生されます。
Flashによっては保存できない場合があります。
Flashによっては効果音が鳴らない場合がありま
す。
Flash画像にポインターをあわせていても再生さ
れない場合、ポインターを動かすと再生されるこ
とがあります。
表示するサイトによってはFlashが自動再生され
ることがあります。

データ形式／種類 通信方式 容量
アニメーションを
含むGIF形式の画
像（フレーム、ス
タンプを除く）

FOMA／WLAN 2M
バイト

JPEG形式の画像

ｉモーション

FOMA
2M
バイト

WLAN

ホームＵ
利用時
ホームＵ
利用を除く

10M
バイト

O
ページによってはアップロードできない場合があ
ります。
FOMA端末外へ出力が禁止されている画像や動
画はアップロードできません。
選択した画像、動画以外のデータが80Kバイトを
超える場合はアップロードすることができませ
ん。

次ページにつづく
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＜例：ｉモードブラウザ画面で音声電話をかける場
合＞

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）
電話番号を選択

2「音声発信」 r 

ｉモードブラウザ／フルブラウ
ザの設定を行う

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「ｉモードブラウザ設定」または

「フルブラウザ設定」

2 以下の項目から選択
画像表示設定……サイトのページ、インターネッ
トホームページ、画面メモの詳細画面の画像や
Flashを表示するかしないかを設定します。「表
示しない」を設定した場合は、表示されない画像
の代わりに「 」のアイコンが表示されます。

動画自動再生設定→P.216

ページ内動画取得設定……サイトやインター
ネットホームページ内のプログレッシブ型の
FLVを読み込む際に自動的に通信するかどうか
を設定します。「毎回確認」を設定すると、通信
するときに確認をします。

Script動作設定……ページを表示したとき、
JavaScript※1を有効にするかどうかを設定し
ます。ページによっては「有効」に設定しない
と、正常に表示できない場合があります。

設定・状態参照許可→P.210

文字サイズ設定……サイトのページ、インター
ネットホームページ、画面メモ、ブックマーク
の文字サイズを「小、中、大、特大」から選択
します。→P.121

ズーム倍率設定※2……表示サイズの倍率を
「60%、80%、100%、120%、150%、
180%、200%、250%、400%」から選択
します。

Cookie設定→P.210

Cookie削除→P.211

Referer設定→P.211

ウィンドウ自動起動設定……JavaScript※1で
新規ウィンドウを自動で開かないようにするか
どうかを設定します。「自動起動しない」に設定
すると自動でウィンドウが開かなくなります。

ホーム設定※3……ｉモードブラウザのホーム表
示を利用するための設定をします。

無効……ホーム表示設定を無効にします。

有効……ホーム表示設定を有効にします。
ホームURL欄を選択して、登録したいURL
を入力します。

フルブラウザホーム設定※2……フルブラウザの
ホームURLの設定を行います。

表示モード設定※2……最初に表示されるモード
の設定をします。「PCレイアウトモード」また
は「ケータイモード」から選択します。

フルブラウザ確認表示※2……フルブラウザに接
続をするときに確認画面の表示を行うかどうか
を設定します。「毎回表示」を設定すると、接続
するときに確認をします。

フルブラウザ利用設定※2……フルブラウザを利
用するかどうかを設定します。WLAN接続の場
合は、「利用しない」に設定していても、フルブ
ラウザの利用が可能な場合があります。

自動通信サイズ設定※2……ページの最大サイズ
を超える通信を行うかどうかを設定します。「毎
回確認」を設定すると、ページ最大サイズを超
える通信を行うか確認をします。

FOMA／WLAN自動切替設定※2……フルブラ
ウザ起動時に利用するネットワークをあらかじ
め設定します。「ON」では「通信モード設定」
の設定と電波の状況（圏内、圏外の状態）によ
り利用するネットワークを自動で選択して起動
します。「OFF」では「通信モード」の設定に
従ったネットワークで起動します。

O
＜Mail To機能＞
メールアドレスが2つ以上続けて表示されている
と、利用できない場合があります。
＜Media To機能＞
情報を選択しても利用できない場合があります。
フルブラウザでは利用できません。

ｉモードブラウザ設定画面 フルブラウザ設定画面
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※1：JavaScriptは、サイトやインターネット
ホームページ上で動作する簡易プログラム言
語で、動きのあるサイトやインターネット
ホームページを作成するときなどに幅広く利
用されています。

※2：フルブラウザ設定のみで利用できます。
※3：ｉモードブラウザ設定のみで利用できます。

ブラウザの共通設定を行う

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「共通設定」

2 以下の項目から選択
証明書設定→P.211

セキュア通信サービス設定

ユーザ証明書操作→P.211

センター接続先設定→P.212

接続先設定→P.209

ｉモードボタン設定……pを押して呼び出す
機能を変更します。「ｉMenu・検索接続」また
は「ｉモードメニュー表示」が選択できます。

サウンド設定……Flashの音量を調節します。

スクロール設定……サイトやインターネット
ホームページのページ、画面メモのスクロール
速度を「高速、低速」から選択します。

タブ開き方設定……新しいウィンドウでページ
を開くとき、表示を切り替える（表で開く）か、
元の表示を残したまま（裏で開く）にするかを
設定します。

ブラウザの設定内容を確認する

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「ｉモード設定確認」

2 以下の項目から選択
ｉモードブラウザ設定確認、フルブラウザ設定
確認、共通設定確認

ｉモードの設定を初期状態に戻す
〈ｉモード設定リセット〉

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「ｉモード設定リセット」 端末
暗証番号を入力 「YES」

ｉモードから接続先を変更する（ISP接
続通信） 〈接続先設定〉

ｉモード以外のサービスを受けるときに使う接続先
の設定をします。「ｉモード」以外の接続先に変更す
ると、ｉモードやｉモードメールをご利用できなく
なります。
接続先は「ｉモード」のほかに10件まで登録でき
ます。

O
＜画像表示設定＞
ｉモードブラウザ設定の「画像表示設定」を変更
した場合は、ワンセグの「ユーザ設定」およびワ
ンセグ視聴画面の機能メニューの「画像表示設定」
も変更されます。
ただし、ｉモードブラウザとワンセグを同時に起
動している際は以下の制限があります。
• 表タスクがワンセグの場合は「画像表示設定」
を実行できません。

• 表タスクがｉモードブラウザの場合は、モード
ブラウザ設定で「画像表示設定」を変更した後、
ワンセグに切り替えても設定は変更されておら
ず、設定情報が反映されるのは、次回のワンセ
グ起動時となります。

本機能を「表示しない」に設定していても、
ｉMenu画面では画像が表示されます。
＜FOMA／WLAN自動切替設定＞
「通信モード設定」の設定、電波の状況（圏内、圏
外の状態）、利用プロファイルによっては、「接続
切替設定」ではなく「FOMA／WLAN自動切替
設定」の設定に従った動作となる場合があります。
「ON」に設定した場合、通信している接続先が電
波状況により自動で切り替わります。以下を自動
で選択して起動します。なお、FOMAにて通信さ
れた場合はパケット通信料が課金されます。
• フルブラウザを起動したときに通信するネット
ワークを表すアイコン表示

• フルブラウザへWeb To機能を行う場合（「フル
ブラウザ」を選択）に利用するネットワーク

O
＜ｉモードボタン設定＞
海外では本機能を「ｉMenu・検索接続」に設定
していても、ｉモードメニュー画面を表示します。
＜サウンド設定＞
音量をゼロ以外に設定していても、Flash画像に
よっては効果音が鳴らない場合があります。

※通常は設定を変更する必要はありません。

次ページにつづく
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1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「共通設定」 「接続先設定」

「＜未登録＞」を反転 u［編集］
端末暗証番号を入力 以下の項目

から選択
接続先名称……接続先名称を設定します。

接続先番号……接続先番号を設定します。

接続先アドレス……接続先アドレスを設定しま
す。

接続先アドレス２……接続先アドレス２を設定
します。

■ すでに登録した内容を削除する場合
「接続先設定」 削除したい接続先を反転
i［機能］ 「削除」 端末暗証番号を入力
「YES」

2 u［完了］

Flash画像で端末情報データを利用する
かどうかを設定する 〈設定・状態参照許可〉

Flash画像を動作させるときに端末情報データを利
用するかどうかを設定します。
Flash画像によっては、端末情報データを利用する
ものがあります。端末情報データをFlash画像で利
用するには、「許可する」に設定してください。な
お、Flash画像が利用する端末情報データには以下
のものがあります。
• 電池残量 • 着信音量設定
• 受信レベル • バイリンガル設定
• 日付時刻情報 • 機種情報

1 ｉモードブラウザ設定画面
（P.208）、フルブラウザ設定画面
（P.208） 「設定・状態参照許可」
「許可する」または「許可しない」

Cookieについて

Cookie※を利用すると一度アクセスしたサイトやイ
ンターネットホームページに、効率よくアクセスする
ことができるようになります。
※：Cookieとは、サイトやインターネットホームページ

に訪れた日時、訪問回数など、お客様に関する情報を
一時的に保存しておくしくみです。サーバか
らFOMA端末に書き込まれて一時的に保存され、コ
ンテンツサービスなどに利用されます。
Cookieを送信した場合、サイトやインターネット
ホームページに訪れた日時、訪問回数などの情報がサ
イト側に送信されます。Cookieを送信したことで第
三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任
を負いかねますのであらかじめご了承ください。
ただし、サイトやインターネットホームページ、コン
テンツサービスによっては、Cookieの設定を有効に
していないと正常に表示／利用できない場合があり
ます。

Cookieについて設定する

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「ｉモードブラウザ設定」または

「フルブラウザ設定」 「Cookie設
定」 以下の項目から選択
有効……Cookieを常に有効にします。
Cookieを送受信するときに確認を行いません。

無効……Cookieを常に無効にします。

毎回確認（送信時）……ページに接続するたび
に、Cookieを送信するかしないかを選択できま
す。Cookieを受信するときには確認を行わず、
情報がFOMA端末に書き込まれます。

毎回確認（受信時）……ページに接続するたび
に、Cookieを受信するかしないかを選択できま
す。Cookieを送信するときには確認を行わず、
情報を送信します。

毎回確認（送受信時）……ページに接続するた
びに、Cookieを送受信するかしないかを選択で
きます。

O
接続先変更をした場合、ｉチャネルのテロップは
表示されなくなります。情報が自動更新されるか、
uを押して最新の情報を受信すると、テロップ
も自動的に流れるようになります。
接続先変更後、ｉチャネルの情報が自動更新され
ない場合があります。最新の情報を受信したい場
合は、uを押してチャネル一覧を表示してくだ
さい。

O
Cookieは、最大件数、または最大容量を超えた場
合に使用されないものから順に削除されます。
ｉモード設定リセットを実行するとそれぞれの
Cookieが削除されます。
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Cookieを削除する
FOMA端末に保存されたCookieを削除します。

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「ｉモードブラウザ設定」または

「フルブラウザ設定」 「Cookie削
除」 端末暗証番号を入力 「YES」
FOMA端末に保存されているCookieがすべて
削除されます。

Refererについて

Referer※を送信するかどうかを設定します。
※：Refererとは、リンク元情報のことです。Refererを

送信すると、自分がどのページからアクセスしてい
るかなどの情報がサイトに送信されます。
Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が
知られても、当社としては責任を負いかねますので
あらかじめご了承ください。
ただし、サイトやインターネットホームページに
よってはRefererを送信しないと、リンク先などに
アクセスできない場合があります。

Refererについて設定する

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「ｉモードブラウザ設定」または

「フルブラウザ設定」 「Referer設
定」 以下の項目から選択
有効……Refererを常に有効にします。

無効……Refererを常に無効にします。

SSL／TLS証明書を設定する

SSL／TLS証明書の内容を確認したり、有効／無効
の設定ができます。
SSL／TLS証明書の設定を「無効」にすると、SSL／
TLS対応ページが表示されません。

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「共通設定」 「証明書設定」

2 証明書を選択 証明書を確認
■ SSL／TLS証明書を有効または無効に設定
する場合
証明書を反転 i［機能］「有効／無効設定」

「有効」に設定すると「 」が表示されます。
「無効」に設定すると「 」が表示されます。

FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスを契約さ
れていることを証明するものです。ダウンロードした
ユーザ証明書はFOMAカードに保存され、クライア
ント認証に対応しているサイトでご利用になれます。

FirstPassセンターに接続する
ユーザ証明書の発行申請からダウンロードするまで
の操作をします。
FirstPassセンターからユーザ証明書の発行申請
や、ダウンロードができます。
海外ではご利用になれません。
FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻設
定が必要です。→P.58
FirstPassセンターで表示される画面や操作方法
は、変更されることがあります。

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「共通設定」 「セキュア通信サー
ビス設定」 「ユーザ証明書操作」
「YES」 内容を確認 「次へ」

2「証明書発行」
■ 失効申請をする場合
「その他」を選択し、「証明書失効」を選択します。
PIN2コードを入力し、画面の指示に従って操作
してください。

3 内容を確認 「実行」

4 PIN2コードを入力
PIN2コードについて→P.128

5 メッセージを確認 「ダウンロード」
内容を確認 「実行」

確認のメッセージが表示されます。
ダウンロードが完了したら、FirstPassのメ
ニュー画面に戻ります。

O
FirstPassセンターに接続した際のパケット通信
料は無料です。

次ページにつづく
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ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

1 ｉモードブラウザ画面（P.188）
ユーザ証明書の送信を確認 「YES」
PIN2コードを入力

■FirstPassご利用にあたって
• FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。
FirstPassを利用することにより、サイト側が
FOMA端末側を認証するクライアント認証が可能
となります。

• FirstPass は FOMA 端末からのインターネット通
信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのイ
ンターネット通信でお使いいただくことが可能で
す。パソコンでご利用いただくためには、FirstPass
PCソフトが必要です。
FirstPass PCソフトの詳細については、ドコモの
ホームページをご覧ください。 

• ユーザ証明書の発行申請をする際は、FirstPassに
ついて画面に表示される「ご利用規則」をよくお読
みになり、ご同意の上、申請してください。

• ユーザ証明書のご利用にはPIN2コード（P.128）
の入力が必要です。PIN2コード入力後になされた
すべての行為がお客様によるものとみなされます
ので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使
用されないよう十分ご注意ください。

• FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取
扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証
明書の失効を行うことができます。

• FirstPass対応サイトによって提供されるサイト
や情報については、ドコモは、何らの義務もないも
のとし、一切の責任を負いません。お客様と
FirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいた
します。

• FirstPassおよびSSL／TLSのご利用にあたり、
ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を
行うものではありませんので、お客様ご自身の判断
と責任においてご利用ください。

証明書発行接続先を変更する

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先の設
定をします。

1 i 「ｉモード」「ｉモード設定」
「共通設定」 「セキュア通信サー
ビス設定」 「センター接続先設定」

2「＜未登録＞」を反転 u［編集］
端末暗証番号を入力 以下の項目

から選択
初期画面URL……接続先の初期画面のURLを
設定します。

接続先番号……接続先番号を設定します。

3 u［完了］

FirstPassセンターへ接続中は、以下の機能が利
用できません。
• ｉモードメールの送受信（SMSの送受信は利用
可）

• ｉモード問い合わせ（SMS問い合わせは利用可）
• メッセージR／Fの受信
• メールの添付ファイルを手動で取得
• メール詳細画面からのWeb To機能
ユーザ証明書を新規で発行する場合も更新で発行
する場合も、必ず発行申請をした後にダウンロード
を行ってください。発行の申請をしていないユーザ
証明書はダウンロードすることができません。
ユーザ証明書の失効申請が完了すると、そのユー
ザ証明書が必要なFirstPass対応サイトを表示で
きなくなります。
失効が完了した後にFirstPassを利用する場合
は、再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロード
をしてください。

O
FirstPass対応サイトに接続した際のパケット通
信料はｉモードパケット定額サービスに含まれま
す。
ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応サイト
に接続した場合や、ユーザ証明書の有効期限が切れ
ている場合、そのことを通知するメッセージが表示
されます。接続を継続する場合は「YES」を選択
すると続けてページを表示できる場合があります
が、お客様の個人情報（クレジットカード番号、連
絡先など）を安全に送信できない可能性があります
のでご注意ください。接続を切断する場合は「NO」
を選択し、FirstPassセンターからユーザ証明書
をダウンロードした後、再度接続してください。

O

※通常は設定を変更する必要はありません。

O
登録した「ユーザ指定接続先」を編集するときは、
登録と同じ操作で編集します。
登録した「ユーザ指定接続先」を削除するときは、
機能メニューから「削除」を選択します。
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