
105

音／画面／照明設定

■音の設定
着信音を変える....................................................................................... 106
着信音やメロディなどの音響効果を設定する........... 108
着信を振動で知らせる ....................................................................... 108
呼出音を変える......................................................................... 109
ボタンを押したときに鳴る音を設定する ........................................ 109
充電時の確認音を設定する................................................................... 109
時刻アラーム音を設定する...................................................... 109
通話が切れそうなときはアラームで知らせる.......................... 110
メールの着信音を鳴らす時間を設定する ....................... 110
イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす ................................. 110
電話から鳴る音を消す ....................................................................... 110
マナーモードを変更する ...................................... 113
■画面／照明の設定
画面の表示を変える........................................................................... 114
着信時に電話帳に設定した画像を表示する........................... 116
発着信番号表示の色を変更する.............................................. 116
周りから画面が見えないようにする................................... 117
ディスプレイとボタンの照明を設定する ............................................... 117
ディスプレイのデザインを変更する...... 118
メニュー表示を変更する ......................................................................................... 118
背面ディスプレイの表示のしかたを設定する...... 120
各種イルミネーションについて設定する .............................................................. 120
文字サイズ・書体・太さを変える.................................................... 122
待受画面の時計表示を設定する........................................................ 123
画面を英語表示に切り替える............................................................ 123
デスクトップアイコンを利用する.................................................... 123
新着メールのデスクトップアイコンのメッセージを3Dアニメーションで表示する
................................................................................................. 126
待受画面の表示アイコンを選択できるようにする.................. 127
きせかえツールを設定する...................................................... 128

着信音選択
ステレオ・3Dサウンド設定

バイブレータ
メロディコール設定

ボタン確認音
充電確認音

時刻アラーム音設定
通話品質アラーム

メール／メッセージ鳴動
イヤホン切替設定

マナーモード
マナーモード設定（モード選択）

画面表示設定
電話帳画像着信設定
発着信番号表示設定

プライバシーアングル
照明設定

画面デザイン（カラーテーマ／アイコン）

イルミネーション・ウィンドウ

フォント設定
待受時計表示
バイリンガル
デスクトップ

新着お知らせ3D表示
表示アイコン設定
きせかえツール設定



106

音
／
画
面
／
照
明
設
定

着信音を変える 〈着信音選択〉

音声電話、テレビ電話、メールなどの着信音
を設定します。また、電話番号やメールアド
レス、電話帳のグループを指定して、それぞ
れに着信音を設定することもできます。
→P.100
メロディ一覧の見かた→P.323

1 i 「設定」 「着信音」 「着
信音選択」 着信音を設定する
項目を選択
「電話、テレビ電話、メール、チャットメー
ル、メッセージR、メッセージF」から選
択します。
•「電話」を選択すると、音声電話や64Kデー
タ通信の着信音が設定されます。

•「メール」を選択すると、ｉモードメール
やSMS、パケット通信の着信音が設定さ
れます。

2 以下の項目から選択
メロディ……着信音やメロディを設定しま
す。

ｉモーション……FOMA端末に取得した
ｉモーション／着うた®やカメラで撮影した
動画（ｉモーション）を設定します。
「着信音や着信画面にｉモーションを設定す
るとき」→P.107

ミュージック……着うたフル®を設定しま
す。着うたフル®に配信元が指定した着信音
設定部分がある場合は、以下の項目から設定
します。

まるごと設定……1曲すべてを着信音に
設定します。

オススメ設定……曲の一部を着信音に
設定します。
vで着信音に設定する部分（橙色で表
示）を指定 d［確定］
「移行可能コンテンツ」フォルダを選択
した場合は、「YES」を選択し保存する
フォルダを選択します。

おしゃべり……「おしゃべり機能」で録音し
た音声を設定します。

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

OFF……着信音を鳴らしません。

3 着信音を選択
メロディを反転すると、そのメロディが鳴
ります。
r、q、o、p、uのいずれかのボ
タンを押すと、メロディは止まります。 

■お買い上げ時に登録されている着信音・メ
ロディ・アラーム音一覧

※1：作曲者名は「SATIE ERIK」です。
※2：曲名は「“The Planets”Jupiter」、作曲者

名は「GUSTAV THEODORE HOLST」で
す。

表示名 表示名
着信音1～4 Good Morning
Calling 予定時間になりました
電話がかかっています ひよこ
黒電話 Signal
Trip Calmness
Sunshine Place Relief
ジムノペディ※1 Simple Bell
木星※2 Sonic
You’ve got mail Phonon
メールが届きました

O
着信音反転時に再生される着信音の音量は、
「着信音量」で設定した音量で鳴ります。
＜ミュージック＞
着うたフル®によっては着信音に設定できな
いものがあります。
移行可能コンテンツフォルダ内の着うたフ
ル®を選択すると、「まるごと設定」のときは
選択した着うたフル®が「ミュージック」の
INBOXフォルダに移動されます。「オススメ
設定」のときは選択した部分をｉモーション
として切り出し、「ｉモーション」のフォルダ
に保存されます。
FOMA端末（本体）に保存されている着うた
フル®を「オススメ設定」で着信音に設定した
場合は、ｉモーションとしての切り出しは行わ
れずに選択した部分がそのまま着信音に設定
されます。
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●着信音や着信画面にｉモーションを設
定するとき

着信音や着信画面にｉモーションを設定する
と、着信時にそのｉモーションが再生されま
す（着モーション機能）。
異なるｉモーションを着信音と着信画面に
設定した場合
• 映像と音声が含まれるｉモーションを設
定した場合は、着信音に設定したｉモー
ションが再生されます。

• 着信音に映像と音声が含まれるｉモー
ション以外を設定し、着信画面に映像と音
声が含まれるｉモーションを設定した場
合は、着信画面に設定したｉモーション
が再生されます。

ｉモーション（映像のみのｉモーションな
ど）によっては着信音に設定できないものが
あります。
音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映
像のないｉモーション）は着信画面に設定
できません。
設定可能なｉモーションでも、以下の操作を
行った場合は設定できません。
• 赤外線通信機能、ｉC通信機能やドコモ
ケータイdatalinkなどを使用してパソコ
ンやほかのFOMA端末に転送してから、も
う一度FOMA端末（本体）に戻した場合

• microSDカードからFOMA端末（本体）
にコピーした場合（FOMA端末（本体）か
らmicroSDカードにコピーしてから、も
う一度FOMA端末（本体）にコピーした
場合を含む）

移行可能コンテンツフォルダ内のｉモー
ションを選択すると、そのｉモーションは
「ｉモーション」のINBOXフォルダに移動
されます。
メールの着信音にｉモーションや着うたフ
ル®を設定している場合、パケット通信の着
信音はお買い上げ時の「メール」の着信音に
なります。また、着信画面の設定にかかわら
ず、パケット通信の着信時には専用の着信画
面が表示されます。

着うたフル®を着信音に設定した場合、着うた
フル®にジャケット画像が含まれていても、着
信時に表示されません。
＜メール／メッセージ同時受信時の動作＞
複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信
した場合の着信音の動作は以下のとおりで
す。

＜電話着信音の優先順位＞
電話着信音の設定が重なった場合の優先順位
は以下のとおりです。
①マルチナンバー（付加番号1、2）の着信音
②「個別着信音／画像」の音声／テレビ電話着
信音

③「グループ着信音／画像」の音声／テレビ電
話着信音

④2in1のBモードへの着信音
⑤着信音選択／きせかえツール設定の着信音
※上記②「個別着信音／画像」、③「グループ
着信音／画像」での優先順位は以下のとお
りです。
①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
②着信画面設定のｉモーション
③音声／テレビ電話着信音のｉモーション
（歌手の歌声など映像のないｉモーショ
ン）、メロディ、着うたフル®

＜メール（SMSを含む）着信音の優先順位＞
メール着信音の設定が重なった場合の優先順
位は以下のとおりです。
①「個別着信音／画像」のメール着信音
②「グループ着信音／画像」のメール着信音
③2in1のBモードへのメール着信音
④着信音選択の着信音／きせかえツール設定
のメール着信音

O

受信内容 着信音の動作
メールを複数受
信

最後に受信したメールに設
定されている着信音が鳴り
ます。チャットメールが含
まれている場合は、チャッ
トメールに設定されている
着信音が鳴ります。

メールとメッ
セージR／Fを
同時に受信

メッセージR／
Fを同時に受信

メッセージRに設定されて
いる着信音が鳴ります。
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着信音やメロディなどの音響効
果を設定する

〈ステレオ・3Dサウンド設定〉

ステレオイヤホンセット（別売）などを接続
しているときのメロディの再生音、音声電話、
テレビ電話、メールなどの着信音、効果音、
ｉモーション再生音を表現豊かに再生しま
す。

1 i 「設定」 「その他の設定」
「ステレオ・3Dサウンド」

「ON」または「OFF」
●3Dサウンド機能とは
ステレオイヤホンセットなどを使用して、立
体的に広がりのある音や空間的に移動する音
を作り出す機能です。3Dサウンド機能によっ
て、臨場感あふれるｉアプリによるゲームや
メロディ再生などをお楽しみいただけます。
また、音響効果ありのｉモーションを再生す
ると、イヤホンから聞こえてくる再生音に「自
然な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭
がはっきりしたサウンド」といった音響効果
が同時に加わります。
音響効果ありのｉモーションは、動画一覧画
面のアイコンで確認できます。→P.305

着信を振動で知らせる
〈バイブレータ〉

音声電話、テレビ電話、メールなどを受けた
ときの、それぞれの振動パターンを設定しま
す。 

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

2 振動パターンを選択
パターン1～パターン３……それぞれのパ
ターンで振動します。

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

OFF……振動しません。

■「ICカード通知」の場合
「ON、OFF」を選択します。→P.273O

個人差により、立体感が異なる場合がありま
す。違和感を感じる場合は、本機能を「OFF」
に設定してください。
本体内蔵のスピーカから流れる再生音は、本
機能を「ON」に設定しても音響効果は加わり
ません。
「イヤホン切替設定」を「イヤホン＋スピー
カー」に設定している場合、本機能は無効に
なります。「イヤホンのみ」に設定すると有効
になります。

O
バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ス
トーブなど）に近づいたり、机から落ちたり
しないよう注意してください。 
「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋
律に連動するわけではありません。またメロ
ディにバイブレータのパターンが指定されて
いない場合、着信音をｉモーションや着うた
フル®に設定している場合は、パターン2で振
動します。
エリアメール受信時は本機能の設定にかかわ
らず、着信音やブザー音に連動して振動しま
す。ただし、「メール」の振動パターンが「OFF」
に設定されているときには、エリアメール（着
信音）受信時にバイブレータは振動しません。
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振動の大きさを設定する
電話着信時、メール受信時をはじめ、すべて
のバイブレータ機能の振動の大きさを設定し
ます。

1 i 「設定」 「バイブレータ」
「バイブレータ振動量」「強」
または「弱」

呼出音を変える〈メロディコール設定〉

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼
出音を変更するかしないか（YES／NO）を
設定します。

1 i 「電話」 「電話の設定・
確認」 「その他の設定」 「メ
ロディコール」 「YES」また
は「NO」
「YES」を選択すると、メロディコールの
ｉモードサイトに接続します。設定サイ
トはパケット通信料無料ですが、IPサイ
ト、ｉモードメニューサイト、無料楽曲
コーナーに接続した場合はパケット通信
料がかかります。
画面の指示に従って設定してください。

ボタンを押したときに鳴る音を
設定する 〈ボタン確認音〉

本機能を「OFF」に設定すると、電池残量
表示の音や各種警告音も鳴りません。
ボタン確認音の音量は、通話中の場合には
「受話音量」で設定した音量、通話していな
い場合には一定の音量になります。

1 i 「設定」 「その他の設定」
「ボタン確認音」 「ON」ま
たは「OFF」

充電時の確認音を設定する
〈充電確認音〉

充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を
鳴らします。
待受画面以外の画面を表示中やマナーモー
ド設定中、公共モード（ドライブモード）設
定中など、充電確認音は鳴りません。

1 i 「設定」 「その他の設定」
「充電確認音」 「ON」ま
たは「OFF」

時刻アラーム音を設定する
〈時刻アラーム音設定〉

めざまし時計、スケジュール、To Doリスト、
テレビ視聴予約で設定できる時刻アラーム音
を変更します。

1 i 「設定」 「その他の設定」
「時刻アラーム音選択」 ア
ラーム音を選択
アラーム音は「メロディ、ｉモーション、
ミュージック、おしゃべり、OFF」から
選択します。

＜バイブレータの優先順位＞
バイブレータの設定が重なった場合の優先順
位は以下のとおりです。
①「個別着信音／画像」のバイブレーション設
定

②「グループ着信音／画像」のバイブレーショ
ン設定

③2in1のBモードへのバイブレータ設定
④バイブレータの設定

O
テレビ電話から発信された場合は、相手側に
はメロディコールは流れません。

O
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通話が切れそうなときはアラー
ムで知らせる 〈通話品質アラーム〉

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

1 i 「電話」 「電話の設定・
確認」 「通話」 「通話品質
アラーム」 アラーム音を選択
アラーム音は「アラームなし、アラーム高
音、アラーム低音」から選択します。

メールの着信音を鳴らす時間を
設定する 〈メール／メッセージ鳴動〉

メールやチャットメール、メッセージR／Fの
着信音を鳴らす時間を設定します。

1 o 「メールの設定」 鳴動時
間を設定する項目を選択
「メール、チャットメール、メッセージR、
メッセージF」から選択します。
•「メール」を選択すると、ｉモードメー
ル、エリアメール、SMSの鳴動時間が
設定されます。

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

「バイブレータ」を動作するように設定し
ていた場合は、振動しなくなります。

イヤホンとスピーカから着信音
を鳴らす 〈イヤホン切替設定〉

イヤホンマイク（別売）などを接続している
とき、イヤホンとスピーカから着信音やア
ラーム通知音などが鳴るように設定します。 

1 i 「設定」 「その他の設定」
「外部接続」 「イヤホン切
替設定」 「イヤホン＋スピー
カー」または「イヤホンのみ」

電話から鳴る音を消す
〈マナーモード〉

FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタ
ン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさ
ないように設定します。 
マナーモードの設定内容の詳細については
別表1（P.112）、別表2（P.113）をご覧
ください。
マナーモード設定中の動作は「マナーモード
設定（モード選択）」で「マナーモード、スー
パーサイレント、オリジナルマナー」の3種
類から選択することができます。

O
「着信音量」を「消去」に設定している場合は、
イヤホンからもスピーカからも着信音は鳴り
ません。
マナーモード（オリジナルマナー）で「電話
着信音量」「メール着信音量」を「消去」以外
に設定している場合は、本機能に従って着信
音が鳴ります。ただし、マナーモード（マナー
モード、スーパーサイレント）設定中は、イ
ヤホンからのみ着信音が鳴ります。
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1 待受画面表示中 q（1秒以
上）またはa［マナー］（1秒以上）

通話中はqを1秒以上押してもマナー
モードを設定できます。
マナーモードが設定されて「 」が表示
され、「マナーモード設定（モード選択）」
の内容が表示されます。 
：「バイブレータ」で通知
：「着信音量」を「消去」に設定

など：「伝言メモ」「テレビ電話伝
言メモ」で録音／録画する
ように設定

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マ
ナーモードに設定したことを通知する
メッセージが表示されます。 
■マナーモードを解除する場合
待受画面表示中 q（1秒以上）また

はa［マナー］（1秒以上）
通話中はqを1秒以上押してもマナー
モードを解除できます。
マナーモードが解除されて「 」の表示
が消えます。 
通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マ
ナーモードを解除したことを通知する
メッセージが表示されます。

自動でマナーモードを起動／解除す
る 〈自動マナーモード〉

決められた時刻に自動的にマナーモードを起
動／解除します。
マナーモードの起動時間と解除時間はそれ
ぞれ2件まで登録できます。
＜例：自動で起動する場合＞

1 i 「設定」 「マナーモード」
「起動時間設定」

■自動で解除する場合
「解除時間設定」
■前回の設定内容のま
まON／OFFを切り替
える場合
設定項目を反転 p

［ON／OFF］
pを押すたびに「ON／
OFF」が切り替わりま
す。
■前回の設定内容を確
認する場合
設定項目を選択

2 設定する項目を反転 o［編
集］

3 以下の項目から選択
時刻入力……自動起動または解除する時

刻を入力します。

繰り返し……自動起動または解除の繰り
返しを「設定なし、毎日（ ）、曜日指定
（ ）」から選択します。

4 それぞれの項目を設定 o［完
了］

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

O
FOMA端末の電源が切れているときに自動マ
ナーモードの起動／解除の時刻になっても、
本機能は動作しません。

機能メニュー P.112

自動マナーモード設定
画面（一覧）

機能メニュー P.112

自動マナーモード設定
画面（詳細）
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●自動マナーモードを設定すると
待受画面に以下のアイコンが表示されます。

：自動起動設定中
：自動解除設定中
：自動起動設定中／遠隔監視中

q（1秒以上）でマナーモードを設定して
も、自動解除設定をしているときは、その時
刻になるとマナーモードは解除されます。

自動起動設定でマナーモードに移行した場
合でもq（1秒以上）でマナーモードは解
除できます。

自動マナーモード設定画面
（一覧・詳細）（P.111）

編集……自動マナーモードを編集します。

詳細表示※……自動マナーモードの内容を表示し
ます。

完了（1件ON）……自動マナーモードを有効に
します。

1件OFF……自動マナーモードを1件無効にしま
す。

全件OFF……設定されている自動マナーモード
をすべて無効にします。

※：一覧画面でのみ利用できます。

自動マナーモードの起動／解除の時刻になっ
ても、他の機能を利用中は起動／解除は行わ
れません。機能終了後に起動／解除が行われ
ます。ただし、他の機能を利用中でも待受画
面表示中は起動／解除が行われます（一部機
能を除く）。

O

［別表1］マナーモードに設定すると

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）

伝言メモの起動 「伝言メモ」（P.81）
の設定

「伝言メモ」の設定値

バイブレータ ON 「バイブレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデー
タ通信の着信音量

消去 「電話着信音量」の設定値

メール、チャットメール、パケット
通信、メッセージR／Fの着信音量

消去 「メール着信音量」の設定値

めざまし時計の音量（スヌーズ機
能を含む）

消去 「アラーム音量」の設定値

ウェイクアップ音 消去 「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベ
ル2」

ｉアプリの音量 消去 「ｉアプリ音量」の設定値
スケジュール／To Doリスト／ワ
ンセグ視聴・録画予約／料金通知
のアラーム音量

消去 「電話着信音量」の設定値

音声メモや伝言メモなどの確認
音、起動音、終了音

ON OFF 「メモ確認音」の設定値

ボタン確認音 OFF 「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度 アップ 「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音 消去 「電話着信音量」の設定値

「消去」以外に設定している場合は「レベ
ル1」

応答保留音 消去 「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベ
ル2」
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マナーモードを変更する
〈マナーモード設定（モード選択）〉

マナーモード設定中の動作を選択します。 

1 i 「設定」 「マナーモード」
「モード選択」

2 以下の項目から選択
マナーモード……スピーカから出るすべて
の音を消去し、着信などをバイブレータ（振
動）でお知らせします。ただし、受話口から
鳴る確認音（音声メモやメモを再生したとき
など）は消去しません。

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

オリジナルマナー→P.114

［別表2］イヤホン接続時は

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）

電池切れアラーム OFF 「低電圧アラーム」の設定値
「電話着信音量」を「消去」に設定してい
ても、「低電圧アラーム」を「ON」に設
定すると、電池切れアラームは「レベル1」

受信メールの読み上げ 「着信音量」の「電話」の設定値
「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
メールの読み上げは、受信メール詳細画面の機能メニューで
「メール読み上げ」を選択したときのみ有効

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

消去 「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベ
ル2」

トルカ取得音 消去 「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベ
ル4」

項目 マナー
モード

スーパー
サイレント

オリジナルマナー
（オリジナルマナーの設定項目を示します）

受信メールの読み上げ 「着信音量」の「電話」の設定値
「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」

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

「着信音量」の「電
話」の設定値
「消去」「ステップ」
に設定している場
合は「レベル2」

「電話着信音量」の設定値
「ステップ」に設定している場合は「レベ
ル2」

ミュージックプレーヤーの音量 ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.366）
テレビ視聴中／録画再生中の音量 テレビ視聴中／録画再生中の音量設定値（P.283）

マナーモード設定
（モード選択）画面
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オリジナルマナーを設定する
お好みのマナーモードの動作を設定します。
お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作
は以下のように設定されています。 
• 伝言メモ：OFF
• バイブレータ：ON
• 電話着信音量：消去
• メール着信音量：消去
• アラーム音量：消去
• ｉアプリ音量：消去
• メモ確認音：ON
• ボタン確認音：OFF
• 通話中マイク感度：アップ
• 低電圧アラーム：OFF

1 マナーモード設定（モード選
択）画面（P.113） 「オリジ
ナルマナー」 以下の項目から
選択
伝言メモ……伝言メモを設定します。
→P.81

バイブレータ……バイブレータを設定しま
す。→P.108

電話着信音量……音声電話とテレビ電話、
64Kデータ通信の着信音量を設定します。
→P.77

メール着信音量……メール、チャットメー
ル、パケット通信、メッセージR／Fの着信
音量を設定します。→P.77

アラーム音量……めざまし時計のアラーム
音量を設定します。→P.379

ｉアプリ音量……ｉアプリの音量を設定しま
す。→P.255
ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」
などの確認音を設定します。

ボタン確認音……ボタン確認音を設定しま
す。→P.109

通話中マイク感度……通話中のマイク感度
を「標準、アップ」から選択します。

低電圧アラーム……電池切れアラームを設
定します。「電池が切れたときは?」→P.52

2 それぞれの項目を設定 o［完
了］

画面の表示を変える〈画面表示設定〉

待受画面のイメージを変える
〈待受画面〉

待受画面に撮影した写真やダウンロードした
画像、カレンダーなどを設定します。
表示タイミングや日付などによりイメージ
が変わるものもあります。
本機能は2in1のモードがAモードのとき、
または「2in1設定」がOFFのときの待受画
面を設定します。「Bモード」または「デュ
アルモード」に設定している場合は反映され
ません。「2in1設定」の「モード別待受画面
設定」で設定してください。

1 i 「設定」 「画面表示」
「待受画面」 「待受」 以下の
項目から選択
OFF……画像などを表示しません。

カレンダー……カレンダーを設定します。

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

背景画像なし……カレンダーのみを表
示します。

マイピクチャ……待受画面に表示される画
像を選択します。
• プリインストールからウォーキングカウン
ター対応画面を選択すると、ウォーキング
カウンター使用時に歩数、歩行距離、消費
カロリーなどが表示されます。→P.373

O
「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、
「伝言メモ」（P.81）で設定した呼出時間で伝
言メモを開始します（「OFF」に設定している
場合は13秒後に開始）。
通話中のマイクの感度がアップの状態になっ
ていると、小さな声で話しても相手に聞こえ
る声が大きくなります。また、マイクの感度
は「カメラ」の動画撮影時には「標準」にな
ります。
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ｉモーション……待受画面に表示される
ｉモーションを選択します。

ｉアプリ待受画面……ｉアプリ待受画面を
設定します。→P.265
ｉアプリ待受画面が設定されているときは、
「★」が表示されます。

ランダム待受画面……FOMA端末を開いた
り、待受画面を表示させたときに選択した
フォルダ内の画像をランダムに表示します。

■表示方法を設定する画面が表示された
場合
表示方法を選択 画像を確認 d［確

定］
表示方法には、以下の項目があります。
•センタリング表示（画面中央に表示）
•画面サイズで表示（縦横どちらかが画面
サイズになるまで拡大／縮小して表示）

•並べて表示（左上から並べて表示）
•全画面表示（画面サイズいっぱいに拡大
／切り出して表示）

●待受画面にカレンダーを設定すると
待受画面にカレンダーが表示されます。簡単
な操作で前後のカレンダーを確認したり、ス
ケジュールを起動できます。
■前後の月のカレンダーを確認する場合
待受画面表示中にdを押すと、デスクトップ
アイコンやカレンダーが選択できるようにな
ります。cでカレンダーを反転させてd［選
択］を押すと、デスクトップアイコンの表示
が消え、cで前の月や次の月のカレンダーが
確認できます。
■スケジュール機能を起動する場合
fまたはgで前の月、次の月のカレンダーが
表示される状態でd［選択］を押すと、スケ
ジュール機能が起動して表示している月のス
ケジュールを登録できます。

電源を入れたときの画像を設定する
〈ウェイクアップ表示〉

FOMA端末の電源を入れたときに表示される
メッセージや画像を設定します。

1 i 「設定」 「画面表示」
「待受画面」 「ウェイクアッ
プ」 以下の項目から選択
OFF……画像などを表示せず、ウェイクアッ
プ音を鳴らしません。

メッセージ……メッセージを入力します。

マイピクチャ……表示される画像を、マイピ
クチャから選択します。

O
選択した画像の種類によっては、表示方法を
選択できない場合があります。
動画やｉモーションを待受画面に設定した場
合、FOMA端末を開くと再生されます。
ｉモーションによっては設定できないものが
あります。
移行可能コンテンツフォルダ内のｉモーショ
ンを選択すると、そのｉモーションは「ｉモー
ション」のINBOXフォルダに移動されます。
「待受時計表示」で「さらに大きく表示」を設
定しているときに、カレンダーを設定した場
合、「大きく表示」に変更されます。
Flash画像やGIF形式のアニメーション、自作
アニメを待受画面に設定した場合、以下の操
作を行うと再生されます（メロディは再生さ
れません）。
• FOMA端末を開く
• 待受画面表示中にtを押す
• ほかの画面から待受画面に戻る
ただし、キー操作ロックなどが設定されてい
ると、Flash画像が再生されない場合がありま
す。
＜時計として機能するFlash画像について＞
Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画
像の再生を行うと再開できます。時計の時刻
がずれていた場合は、再生終了後1分以内に更
新され、正しい時刻となります。

待受画面を表示すると、時計などのFlash画像
やGIFアニメーションは、一定時間再生した後
に停止します。
＜待受画面の優先順位＞
待受画面の設定が重なった場合の優先順位は
以下のとおりです。
①待受ｉアプリ
②待受画面の設定／きせかえツール設定の待
受画面

O
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電話発着信時やメール送受信時の画
面を設定する 〈発着信画面〉

音声電話、テレビ電話、メール（ｉモードメー
ル、SMS）の発着信時や送受信時に表示され
る画像を設定します。
「着信音や着信画面にｉモーションを設定す
るとき」→P.107

1 i 「設定」 「画面表示」
「発着信画面」 以下の項目か
ら選択
電話発信、テレビ電話発信、メール送信……
電話発信時やメール送信時に表示される画
像を、マイピクチャから選択します。

電話着信、テレビ電話着信、メール受信……
電話着信時やメール受信時に表示される画
像や動画をマイピクチャやｉモーションから
選択します（メール受信はマイピクチャの
み）。

問い合わせ、メール受信結果……「ｉモード
問い合わせ」（ｉモードメール、メッセージ）、
「SMS問い合わせ」のときやメール受信結果
画面に表示される画像を、マイピクチャから
選択します。

着信時に電話帳に設定した画像
を表示する 〈電話帳画像着信設定〉

画像を登録している電話帳の相手から音声電
話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時
に画像を表示するかしないか（ON／OFF）を
設定します。

1 i 「電話」 「電話の設定・
確認」 「その他の設定」 「着
信時画像表示」 「ON」また
は「OFF」

発着信番号表示の色を変更する
〈発着信番号表示設定〉

リダイヤル／着信履歴画面や、送信／受信ア
ドレス履歴一覧画面などに表示される名前や
電話番号・メールアドレスを、文字色を変え
て表示するように設定します。

1 i 「電話」 「電話の設定・
確認」 「その他の設定」 「発
着信番号表示」 色を選択

O
ウェイクアップ音のメロディは変更できませ
ん。また、音量は「着信音量」の「電話」で
設定した音量になります。メロディを止める
場合は、いずれかのボタンを押します。

O
Flash画像を着信画面／メール着信画面に
設定することができますが、着信音は「着
信音」で設定した音が鳴ります。

＜着信画面の優先順位＞
着信画面の設定が重なった場合の優先順位は
以下のとおりです。
①「個別着信音／画像」の着信画面設定
②「グループ着信音／画像」の着信画面設定
③電話帳登録の画像
④2in1のBモードへの着信画面設定
⑤着信音選択のｉモーション
⑥発着信画面の設定／きせかえツール設定の
画像

※上記①「個別着信音／画像」、②「グループ
着信音／画像」での優先順位は以下のとお
りです。
①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
②着信画面設定のｉモーション、画像

O
o［切替］を押すと、選択できる色の数を16
色から256色に切り替えられます。o［切
替］を押すごとに16色と256色が切り替わ
ります。

O
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周りから画面が見えないように
する 〈プライバシーアングル〉

周りからディスプレイの表示内容を見えにく
くします。

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

ディスプレイとボタンの照明を
設定する 〈照明設定〉

1 i 「設定」 「画面表示」
「その他の設定」 「照明」 以
下の項目から選択
通常時……通常時のバックライト動作と省
電力モードを、それぞれ「ON、OFF」から
選択します。
①バックライト動作：「ON」に設定する場
合、バックライトの点灯時間を「5秒間～
60秒間」から選択します。

②省電力モード：「ON」に設定する場合、省
電力モードに移るまでの待ち時間（01～
20分の2桁）も入力します。

• バックライトの動作（ON／OFF）は5
（1秒以上）でも切り替えられます。
• バックライトの動作を「OFF」に設定する
と待受画面に「 」が表示されます。

• 省電力モードを「ON」に設定すると、設
定した待ち時間経過後、ディスプレイの表
示が消えます。省電力モード中にボタン操
作などを行うと省電力モードは解除されま
す。

充電時……充電時のバックライト動作を「標
準、常時点灯」から選択します。
•「標準」の場合は、通常時の「ON」の設定
で点灯します（省電力モードにはなりませ
ん）。

•「常時点灯」の場合は、ディスプレイのバッ
クライトを点灯し続けます（「通常時」の
「点灯時間」で設定した時間、操作がないと
「暗め」の明るさになります）。

範囲……バックライトの点灯範囲を「液晶＋
ボタン、液晶」から選択します。

明るさ……バックライトの自動調整を行う
かどうかを「自動調整ON、自動調整OFF」
から、また明るさのレベルを「明るめ、普通、
暗め」から選択します。
•「自動調整ON」に設定すると照度センサー
が周囲の明るさを検知し、ディスプレイの
バックライトの明るさを自動で調整しま
す。また、ボタンのバックライトのON／
OFFを自動で切り替えます。

「画面デザイン（カラーテーマ／アイコン）」の
「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定
が変更される場合があります。本機能の設定
を変更後にp［リセット］を押すと「カラー
テーマ」に対応した設定に戻ります。
2in1ご利用の場合は、Aナンバー・Aアドレス
の情報がここで設定した文字色で表示されま
す。Bナンバー・Bアドレスの情報を色分けし
て表示する場合は、「2in1設定」の「発着信
番号設定」の「発着信番号表示設定」から設
定します。

O
文字編集中やｉアプリ実行中に、プライバ
シーアングルの設定や解除はできません。

O

O
「通常時」を「ON」に設定したときは、着信
中は点灯したままとなり、電源を入れたとき
やボタン操作を行ったとき、レンズ切替ス
イッチを切り替えたとき、FOMA端末を開い
たときにバックライトを設定した時間だけ点
灯します（カメラ起動中、動画／ｉモーショ
ン再生中は常時点灯）。
「通常時」を「OFF」に設定したときは、ディ
スプレイのバックライトは点灯しません（動
画撮影中は常時点灯）。また、ボタンのバック
ライトは、直前に設定していた点灯時間（5秒
間～60秒間）の設定に従い点灯します。
FOMA端末を開いているときに省電力モード
になるとボタンのバックライトが点滅しま
す。
照度センサーを指などで覆うと、明るさを正
しく検知できない場合があります。
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ディスプレイのデザインを変更
する
〈画面デザイン（カラーテーマ／アイコン）〉

ディスプレイ、ファンクションボタン表示の
背景色、電池／アンテナアイコンのデザイン
を変更します。

1 i 「設定」 「画面表示」
「カラーテーマ／アイコン」
以下の項目から選択
カラーテーマ……ディスプレイの背景色を
「ブラック、ホワイト、レッド、イエロー、ブ
ルー」から選択します。

ソフトキー……ファンクションボタン表示
の背景色を「グレー、イエロー、ブラウン、
ブラック、ブルー」から選択します。

電池アイコン……電池アイコンのデザイン
を「スタンダード、フラワー、メーター、タ
イル」から選択します。

アンテナアイコン……アンテナアイコンの
デザインを「スタンダード、フラワー、メー
ター、タイル」から選択します。

メニュー表示を変更する

メニュー表示のしかたを設定する
〈メニュー画面設定（メニュー画面）〉

メインメニューのデザインを変更します。ま
た、メインメニューやシンプルメニューのラ
ストワン機能を設定します。

1 i 「設定」 「画面表示」
「メニュー画面」

2 以下の項目から選択
テーマ……メインメニューの背景やアイコ
ンを「ピクトグラム、ウォーキングメーター、
ヨーロピアン、四季、スタンダード、シンプ
ルメニュー、オリジナルテーマ、きせかえ
ツール」から選択します。表示タイミングや
日付などによりメインメニューの背景が変
わるものもあります。
• オリジナルテーマを選択した場合
→P.119

• きせかえツールを選択した場合→P.128

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

操作履歴リセット※……自動で並べ替えられ
たメニューなど、メニューの操作履歴をリ
セットします。

※：ダイレクトメニュー（P.10）など本機能
に対応したメニュー画面のみ有効です。

O
ｉモードのサイト画面など、本機能の設定を
変更しても配色の変わらない画面や機能があ
ります。

O
メインメニューが「ピクトグラム」「ウォーキ
ングメーター」「ヨーロピアン」「四季」以外
に設定されているときは、「メニュー画面設
定」に「メニュー表示」という項目が表示さ
れ、「各種設定」内の項目配下のメニュー項目
（きせかえツール設定を除く）や「設定／ツー
ル」内の「着信音設定」や「待受画面設定」配
下のメニュー項目の表示方法（一覧表示、詳
細表示）を設定できます。

メニュー画面設定画面
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メインメニューの画面を変更する
スタンダードメニューの各アイコンと背景の
イメージを変更します。

1 メニュー画面設定画面（P.118）
「テーマ」 「オリジナルテーマ」
■文字サイズ変更の確
認メッセージが表示
された場合

「YES」を選択すると文
字サイズが「中」に一括
設定されます。

2 以下の項目から選択
メール、ｉモード、ｉアプリ、各種設定、デー
タBOX、LifeKit、サービス、電話帳、ユー
ザデータ、MUSIC、ワンセグ、おサイフケー
タイ……メインメニューの各アイコンをマ
イピクチャから選択します。

背景イメージ……メインメニューの背景イ
メージをマイピクチャから選択します。

オリジナルテーマ画面
（P.119）

オリジナルテーマの設定を変更した場合の
み表示されます。
1件リセット……変更したメインメニューのアイ
コンまたは背景イメージをお買い上げ時の設定
に戻します。

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

オリジナルメニューを作成する
〈オリジナルメニュー〉

スタンダードメニュー（P.463）やダイレク
トメニュー（P.10）などを利用しているとき
には、よく使う機能を「オリジナルメニュー」
として登録しておくと、簡単に機能を呼び出
すことができます。→P.37
オリジナルメニューは最大10件まで登録
できます。
オリジナルメニューに登録できる機能は、
「メール」「ｉモード」「ｉアプリ」「電話帳」
の大項目と「各種設定」「データBOX」
「LifeKit」「サービス」「ユーザデータ」
「MUSIC」「ワンセグ」「おサイフケータイ」
の各中項目および小項目です。
同じ機能を登録することはできません。

1 i p［オリジナル］

2 登録または変更する項目を反
転 o［編集］ bで機能を
選択

オリジナルメニュー画面
（P.119）

メニュー登録……オリジナルメニューを登録し
ます。

並び替え……cで反転しているメニューを移動
し、オリジナルメニューを並び替えます。

デスクトップ貼付→P.123

オリジナルメニュー初期化……お買い上げ時の
設定に戻します。

解除……機能をオリジナルメニューから解除し
ます。

全解除……登録されているすべての機能をオリ
ジナルメニューから解除します。

O
以下の画像は設定できません。
• 横または縦が854ドットより大きな画像
• ファイル容量が100Kバイトを超える画像
• Flash画像
画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同
じ比率で縮小表示され、小さい場合は中央に
表示されます。

機能メニュー P.119

オリジナルテーマ画面

機能メニュー P.119

オリジナルメニュー画面
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背面ディスプレイの表示のしか
たを設定する

 〈イルミネーション・ウィンドウ〉

背面ディスプレイの表示内容について設定し
ます。
「背面ディスプレイ（イルミネーション・ウィ
ンドウ）の見かた」→P.31

1 i 「設定」 「画面表示」
「背面表示」 「ON」
■背面ディスプレイに何も表示しない場
合
「OFF」

2 以下の項目から選択
時計固定表示……時計表示に固定するかし
ないか（ON／OFF）を設定します。「ON」
に設定すると、着信時などのメッセージやア
ラーム通知などのアニメーションも表示さ
れません。

時計種類……表示する時計の種類を「時計1
～4」から選択します。
•「時計4」は、ウォーキングカウンター使用
時に「歩数」が表示されます。→P.373

時報表示……設定した時間ごとに背面ディ
スプレイに時計を表示するかしないか（ON
／OFF）を設定します。「ON」の場合、「30
分、60分」から選択します。

着信表示……着信中に相手の電話番号（名
前）を表示するかしないか（ON／OFF）を
設定します。

メール表示……メール受信時に送信元、受信
日時、題名を表示するかしないか（ON／
OFF）を設定します。

通信中表示……電話発信中や通話中、通信中
などの各種状態を画像、アニメーションで表
示するかしないか（ON／OFF）を設定しま
す。

背面ｉアプリ……背面ディスプレイ用のｉア
プリを表示するかしないか（ON／OFF）を
設定します。

表示時間……表示時間を「15秒間、1分間、
常時表示」から選択します。

3 それぞれの項目を設定 o［完
了］

各種イルミネーションについて
設定する 

着信時のイルミネーションランプの
点滅のしかたを設定する

〈着信イルミネーション〉

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、
メール、チャットメール、メッセージR／Fを
受信したときのイルミネーションランプの点
滅色や点滅のしかた（点滅パターン）を設定
します。
指定した電話番号やメールアドレス、グルー
プそれぞれに点滅色を設定することもでき
ます。→P.100

1 i 「設定」「イルミネーショ
ン」 「着信」 以下の項目か
ら選択
カラー……「電話（音声電話）、テレビ電話、
メール、チャットメール、メッセージR、メッ
セージF」のイルミネーションランプの点滅
色を選択します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、そ
の色でイルミネーションランプが点灯しま
す。
色1～色7 ：それぞれの色で点滅しま

す。
グラデーション：色1～色7が順番に点滅し

ます。
「メール」を選択すると、ｉモードメールや
SMSの着信イルミネーションが設定されま
す。

O
＜着信表示＞
着もじが付いた音声電話やテレビ電話を着信
すると、背面ディスプレイにメッセージが表
示されます（メッセージと着信表示は交互に
表示されます）。ただし、本機能の「着信表示」
を「OFF」に設定した場合、メッセージは表
示されません。
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パターン……イルミネーションランプの点
滅パターンを「ノーマル、ホタル、フラッ
シュ、ソフト、テンポ、メロディ連動」から
選択します。

不在お知らせ……ディスプレイに不在着信
または新着メール（ｉモードメール、チャッ
トメール、エリアメール、SMS）のアイコ
ンが表示されているときに、イルミネーショ
ンランプを点滅して（点滅間隔は約5秒間）
お知らせするかしないかを設定します（省電
力モード時は点滅間隔が長くなります）。

通話中のイルミネーションランプの
点滅のしかたを設定する

〈通話中イルミネーション〉

音声通話中やテレビ電話中のイルミネーショ
ンの点滅のしかたを設定します。

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

色1～色7……それぞれの色で点滅します。

グラデーション1～３……色1～色7が順番
に点滅します。

折り畳んだときのイルミネーション
ランプの点滅のしかたを設定する 

〈クローズイルミネーション〉

1 i 「設定」「イルミネーショ
ン」 「クローズ」 「ON」
■点滅させない場合
「OFF」

2 以下の項目から選択
イルミネーション選択……イルミネーショ
ンランプの点滅色を「色1～色7」から選択
します。

パターン設定……イルミネーションランプ
の点滅パターンを「ノーマル、ホタル、フ
ラッシュ、ソフト、テンポ」から選択します。

※色やパターンは、反転表示を移動したときに
イルミネーションランプで確認できます。

O
着信音に「着信音1～4」を設定している場合
は、「パターン」の設定にかかわらず着信音に
合わせて点滅します。
「メロディ連動」に設定していても、着信音に
メロディ連動対応の点滅パターンが登録され
ていない場合や、着モーションや着うたフル®

の場合は「ノーマル」で点滅します。
エリアメール受信時は本機能の設定にかかわ
らずイルミネーションランプが赤色で点滅し
ます。
複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信
した場合の着信イルミネーションの動作は以
下のとおりです。

＜着信イルミネーションの優先順位＞
着信イルミネーションの設定が重なった場合
の優先順位は以下のとおりです。
①「個別着信音／画像」のイルミネーション設
定

②「グループ着信音／画像」のイルミネーショ
ン設定

③2in1のBモードへの着信イルミネーション
設定

④着信イルミネーションの設定

受信内容 着信イルミネーションの動作
メールを複数
受信

最後に受信したメールに設定
されている着信イルミネー
ションで動作します。チャッ
トメールが含まれている場合
は、チャットメールに設定さ
れている着信イルミネーショ
ンで動作します。

メールとメッ
セージR／Fを
同時に受信

メッセージR
／Fを同時に
受信

メッセージRに設定されてい
る着信イルミネーションで動
作します。
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ボタンのバックライト色を設定する 
〈ボタンバックライト〉

1 i 「設定」「イルミネーショ
ン」 「ボタンバックライト」

2 以下の項目から選択
ボタンバックライト選択……バックライト
の点灯色を「色1～色12」から選択します。

カラー調節……調節する色を選択し、赤・緑・
青の色合いを調節します。
※「色12」のみカラー調節はできません。

文字サイズ・書体・太さを変える
〈フォント設定〉

ディスプレイに表示される文字をお好みの
フォント（書体）に切り替えます。

1 i 「設定」 「文字／フォン
ト」 「フォント設定」 以下
の項目から選択
書体……書体を「ゴシック体、明朝体」から
選択します。

太さ……太さを「細字、太字」から選択しま
す。

文字サイズ……各種画面の文字サイズを設
定します。

中、特大……各種画面の文字サイズを
「中サイズ」または「特大サイズ」に一
括設定します。

個別設定……各画面の文字サイズを個
別に設定します。
「個別設定の対象となる画面」→P.122

■個別設定の対象となる画面

項目 設定の対象となる画面
文字入力 文字入力（編集）画面、新規メー

ル画面、メール本文のプレ
ビュー画面（新規SMS画面、
SMS送信プレビュー画面を除
く）

メール メールの一覧／詳細画面、冒頭
文・署名・テンプレート参照時
の画面など

ｉモード サイト画面、画面メモ、メッ
セージの一覧／詳細画面

フルブラウザ フルブラウザ画面（携帯レイア
ウトのみ）

電話帳 電話帳の一覧／詳細画面、マイ
プロフィール画面

発着信履歴 リダイヤル／発着信履歴画面、
アドレス一覧画面

ｉチャネルテ
ロップ

ｉチャネルのテロップ表示

O
電話番号入力画面などの文字は、本機能の設
定対象外です。
文字サイズは個別設定の対象となる項目の設
定メニューや機能メニューなどからも変更で
きます。
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待受画面の時計表示を設定する
〈待受時計表示〉

待受画面の曜日を日本語または英語に設定し
たり、時刻の表示サイズや色を設定します。日
付や時刻を表示しないように設定することも
できます。
待受画面以外の画面では、本設定にかかわら
ず時刻のみを画面上に小さく表示します。

1 i 「設定」 「画面表示」
「待受画面」 「時計」 「待受
時計表示」 以下の項目から選
択
表示方法……曜日の表示を「日本語、英語」
から選択します。「OFF」を選択すると、日
付や時刻は表示されません。

表示サイズ……日付や時刻の表示を「さらに
大きく表示、大きく表示、小さく表示、上に
小さく表示」から選択します。

文字色……「ブラック、ホワイト」から選択
します。

画面を英語表示に切り替える
〈バイリンガル〉

ディスプレイに表示される各機能名やメッ
セージなどを日本語表示／英語表示に切り替
えます。

1 i 「設定」 「画面表示」
「その他の設定」 「バイリンガ
ル」 「English」
■英語表示から日本語表示に切り替える
場合
i 「Settings」「Display」「Other

settings」 「Select language」 「日
本語」

デスクトップアイコンを利用す
る 〈デスクトップ〉

よくかける電話番号やよく使う機能をデスク
トップアイコンとして待受画面に貼り付ける
と、簡単な操作で電話番号を表示したり機能
を呼び出したりできます。また、かかってき
た電話に出られなかったときや新着メールが
あったときなど、待受画面にアイコンでお知
らせします。
■貼り付けられるデスクトップアイコン

O
FOMAカードを挿入している場合、バイリン
ガルの設定はFOMAカードに記憶されます。

アイコン 選択時の動作
電話番号：電話番号が入力された電話
番号入力画面を表示
メールアドレス：宛先が入力された新
規メール画面を表示
SMSアドレス：宛先が入力された新
規SMS画面を表示
URL（ｉモード）：サイトを表示
URL（フルブラウザ）：サイトを表示
メロディ：メロディを再生
画像：画像を表示
動画またはｉモーション：動画また
はｉモーションを再生
キャラ電：キャラ電を表示
PDFデータ：PDFデータを表示
ｉアプリのソフト：ｉアプリを起動
受信ＢＯＸのフォルダ：受信メール
一覧画面を表示
フォトモード：写真撮影を起動
ムービーモード：動画撮影を起動
ボイスモード：カメラの録音を起動
To Doリスト：To Doリスト画面を
表示
スケジュール：スケジュール画面を表
示
テキストメモ：テキストメモ画面を表
示
ケータイルーペ：拡大鏡を起動
テキストリーダー：テキストリーダー
を起動
バーコードリーダー：バーコードリー
ダーを起動
ｉチャネル：ｉチャネルを表示
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※デスクトップアイコンを反転しているときに表
示されるタイトルは、先頭から全角11文字、半
角22文字までです。
タイトルは編集することができます。→P.125

■情報を通知するデスクトップアイコン

※情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能
を呼び出したり実行すると消えます。

※情報を通知するデスクトップアイコンの表示を
消したい場合はt を1秒以上押します（アイコ
ンの種類により消えないものもあります）。

Music&Videoチャネル：
Music&Videoチャネル画面を表示
ミュージック：ミュージックプレー
ヤー再生画面を表示
赤外線受信：赤外線受信画面を表示
辞典：辞典画面を表示
オリジナルメニュー：オリジナルメ
ニュー画面を表示
ライフヒストリービューア：ライフヒ
ストリービューアを起動
クイック検索：クイック検索を起動
ワンタッチマルチウィンドウ：ワン
タッチマルチウィンドウに登録した
サイトを表示
ワンタッチマルチウィンドウ（FB）：
ワンタッチマルチウィンドウに登録
したサイトを表示
ウォーキングカウンター：歩数計を起
動
電卓：電卓を起動
ワンセグ：テレビ視聴を起動

アイコン 選択時の動作
新着メールあり：受信メール詳細画面
を表示
新着メッセージあり：メッセージ詳細
画面を表示
新着チャットメールあり：チャット画
面を表示
新着トルカあり：トルカ一覧画面を表
示
不在着信あり：不在着信履歴画面を表
示
伝言メモあり：音声メモの再生／消去
画面を表示
テレビ電話伝言メモあり：動画メモの
再生／消去画面を表示
留守番電話サービスセンターに伝言
メッセージあり：留守番電話画面を表
示
未通知アラームあり：通知できなかっ
たアラーム情報を表示

アイコン 選択時の動作
ｉアプリが自動起動できなかったと
き：自動起動情報画面を表示
ｉアプリ待受画面が異常終了したと
き：セキュリティエラー履歴画面を表
示
ソフトウェア更新のお知らせがある
とき：ソフトウェア更新を起動
ソフトウェア更新が終了したとき：端
末暗証番号入力後、更新結果表示画面
（成功または失敗）を表示
書換え可能な状態になったとき：書換
え予告内容表示画面を表示
テレビの予約録画が終了したとき：予
約録画結果画面を表示
テレビ視聴予約のアラーム通知がで
きなかったとき：未視聴予約情報画面
を表示
誕生日のお知らせがあるとき：マイプ
ロフィールに登録した誕生日の場合
は誕生日用メロディが流れ、画像を表
示
電話帳のお知らせ設定に登録した誕
生日の場合は、誕生日お知らせ一覧画
面を表示（項目を選択すると電話帳詳
細画面で確認できます）
記念日のお知らせがあるとき：記念日
お知らせ一覧画面を表示
積算料金が通知金額を超えたとき：端
末暗証番号入力後、通話料金通知のア
ラーム情報を表示
スキャン機能のパターンデータ自動
更新が終了したとき：パターンデータ
自動更新結果を表示
更新が正常に行えなかったときやス
キャン機能の新規パターンデータが
リリースされたとき：スキャン機能の
パターンデータ更新実行を推奨する
画面を表示
電話帳お預かりサービスの更新があ
るとき：端末暗証番号入力後、電話帳
お預かりセンターへの接続を選択す
る画面を表示
Music&Videoチャネルのダウン
ロードが終了したとき：
Music&Videoチャネル画面を表示

アイコン 選択時の動作
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デスクトップアイコンを貼り付ける
貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面
または詳細画面で機能メニューから「デスク
トップ貼付」を選択します。
お買い上げ時には、 （フォトモード）、
（クイック検索）、 （ワンセグ）、
（ウォーキングカウンター）の4つが貼

り付けられています。
デスクトップアイコンはテーマ1～3それぞ
れに15件まで貼り付けることができます。 

＜例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合＞ 

電話帳詳細画面の機能メニューの「デスク
トップ貼付」→ P.97

デスクトップアイコンからデータや
機能を呼び出す

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

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

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

待受画面のデスクトップテーマを変
更する

1 i 「設定」 「画面表示」
「待受画面」 「デスクトップ切
替」
設定中のテーマには
「 」が表示されま
す。

2 テーマを選択 「YES」
このあとデスクトップに貼り付ける操作
（P.125）を行うと選択したテーマにデス
クトップアイコンを振り分けて貼り付け
ることができます。
■テーマの内容を確認する場合
テーマを反転 o［詳

細］

デスクトップアイコン画面
（P.125）／デスクトップ画
面（テーマ・詳細）（P.125）

デスクトップアイコン画面／デスクトップ
画面（テーマ・詳細）では利用できる機能が
異なるため、表示される項目が異なります。
アイコン作成……機能名一覧から貼り付けるア
イコンを選択し、テーマを選択します。

並び替え……アイコンの並び順を変更します。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示方法
を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。
「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面でd
を押したときのみ表示されます。

タイトル編集……アイコンまたはテーマのタイ
トルを編集します。

機能メニュー P.125

デスクトップアイコン画面

機能メニュー P.125

デスクトップ画面（テーマ）

機能メニュー P.125

デスクトップ画面（詳細）
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アイコン変更……「ユーザ選択、初期アイコン」
から選択します。「ユーザ選択」を選択するとア
イコンを変更できます。「初期アイコン」を選択
するとアイコンをお買い上げ時状態に戻します。

アイコン情報……アイコンのタイトル、種別、内
容などを表示します。

コピー……「1件コピー、選択コピー、全コピー」
から選択し、アイコンをほかのテーマにコピーし
ます。

移動……「1件移動、選択移動、全移動」から選
択し、アイコンをほかのテーマに移動します。

デスクトップ初期化……お買い上げ時の状態
（「フォトモード」「クイック検索」「ワンセグ」
「ウォーキングカウンター」）に戻します。

オリジナルメニュー※……オリジナルメニューを
表示します。→P.119

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選
択します。

※：スタンダードメニューでのみ利用できる機能
です。

デスクトップの表示を設定する

1 待受画面表示中 d o［設
定］ 以下の項目から選択
デスクトップ切替……デスクトップのテー
マを切り替えます。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示
方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選
択します。「使用時のみ表示」を選択すると、
待受画面でdを押したときのみ表示されま
す。

待受画面設定※……待受画面のイメージを変
更します。→P.114

きせかえツール設定→P.128

chキー設定……u のファンクションボタ
ンに機能を割り当てます。→P.379

時計設定……待受画面の時計表示を設定し
ます。→P.123

※：2in1設定がBモードまたはデュアルモー
ドに設定されているときには、現在設定中
の2in1設定のモード別待受画面を変更し
ます。→P.429

新着メールのデスクトップアイ
コンのメッセージを3Dアニ
メーションで表示する

〈新着お知らせ3D表示〉

新着メール、新着メッセージ、新着チャット
メールのデスクトップアイコンを反転表示し
たときアイコンが3Dアニメーションで表示す
るように設定します。
題名は最大で全角22文字、半角44文字ま
で表示されます。
感情お知らせメールのアイコンについて
→P.215

1「メールの設定」その他の設定
画面（P.234） 「新着お知ら
せ3D表示」 「ON」
■3Dアニメーションで表示しない場合
「OFF」

O
保存先のフォルダがロック設定中の場合、感
情お知らせメールのアイコンや絵文字の3Dア
ニメーション、題名は表示されません。
新着メール、新着メッセージの題名が「無題」
の場合やSMSの場合は、デスクトップアイコ
ンを反転表示すると、メールの内容に合わせ
た感情お知らせメールのアイコンを3Dアニ
メーションで表示し、「新着メールあり」「新
着メッセージあり」を表示します。

メールの題名

感情お知らせ
メールのアイコン
（3Dアニメーション）

メールの題名に
含まれる絵文字
（3Dアニメーション）

新着メール
（「ON」に設定した場合の表示例）

感情お知らせ
メールのアイコン

新着メール
（「OFF」に設定した場合の表示例）
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待受画面の表示アイコンを選択
できるようにする

〈表示アイコン設定〉

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示
をbで選択できるようにするかしないか（ON
／OFF）を設定します。

1 i 「設定」 「画面表示」
「その他の設定」 「表示アイコ
ン」 「ON」または「OFF」

表示アイコンを選択する

1 待受画面表示中 d bでア
イコンを反転

反転したアイコンのタ
イトルが表示されます。

2 d［選択］
選択したアイコンの設定画面などが表示
されます。

■選択できるアイコン

アイコン 選択後の表示内容
「画面デザイン（カラーテーマ
／アイコン）」を表示

 「画面デザイン（カラーテーマ
／アイコン）」を表示
「セルフモード」を解除する画
面を表示

 未読メールの一覧を表示

「受信BOX」を表示

  「メッセージR」「メッセージ
F」を表示
「メッセージR」「メッセージ
F」を選択する画面を表示
未読メールの一覧を表示

  「ｉモード問い合わせ」を実行

 
「ダイヤルロック」「オリジナ
ルロック」を選択する画面を
表示

「ICカードロック」を解除する
画面を表示

    

    

 

「USBモード設定」を表示

  
「バイブレータ」と「メール／
メッセージ鳴動」の選択画面
を表示

  

マナーモードでないとき：「着
信音量」と「メール／メッセー
ジ鳴動」の選択画面を表示
マナーモード、スーパーサイ
レントのとき：設定できない
ことを通知するメッセージを
表示
オリジナルマナーのとき：「オ
リジナルマナー」と「メール
／メッセージ鳴動」の選択画
面を表示
「マナーモード設定（モード選
択）」を表示

 「自動マナーモード」の起動／
解除時間設定画面を表示

 「マナー起動時間設定」「遠隔
監視設定」の選択画面を表示
「遠隔監視設定」を表示

 

「スケジュール」「アラーム」
（めざまし時計）「To Doリス
ト」「ワンセグ視聴予約」「ワ
ンセグ録画予約」の選択画面
を表示
「ウォーキングカウンター詳
細画面」を表示

～  「留守番電話」を表示

   

、 ～

  

録音されていないことを通知
するメッセージを表示。また
は「音声メモの再生／消去」を
表示

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

  
「照明設定」と「プライバシー
アングル」を選択する画面を
表示
「サイドボタン設定」を表示

アイコン 選択後の表示内容
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きせかえツールを設定する
〈きせかえツール設定〉

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまな
デザインをきせかえツールパッケージで一括
設定します。
お買い上げ時は「ピクトグラム」「ウォーキ
ングメーター」「ヨーロピアン」「四季」「ダ
イレクトメニュー」が登録されています。
• ダイレクトメニューについて→P.10
きせかえツールパッケージは、サイトからダ
ウンロードすることもできます。→P.192
ダウンロードしたパッケージはデータBOX
に保存され、内容を確認することができま
す。→P.302
一括設定できる対象項目は以下のとおりで
す。
•「待受画面」
•「ウェイクアップ表示」
•「発着信画面」
•「着信音選択」
•「時刻アラーム音設定」
•「メニュー画面設定（メニュー画面）」－
「テーマ」
•「待受時計表示」

•「イルミネーション・ウィンドウ」－「時
計種類※1」

•「画面デザイン（カラーテーマ／アイコ
ン）※2」

•「ｉチャネル」－「ｉチャネル設定」－「テ
ロップカラー設定」

• ミュージックプレーヤーの「プレーヤー画
面変更」

※1：「ダイレクトメニュー」およびサイトから
ダウンロードしたきせかえツールパッ
ケージ（ ）では設定できません。「 」
が付いたデータでのみ設定できます。

※2：「ソフトキー」の設定は、「 」が付いた
データでのみ設定できます。

2in1設定時は、待受画面、音声電話／テレ
ビ電話の着信画面や着信音、メール着信音の
変更はAモードにのみ反映されます。その他
の変更はすべてのモードに反映されます。
きせかえツールを利用してメニュー画面の
デザインを変更した場合、メニューの種類に
よっては、使用頻度に合わせてメニュー構成
が変わるものがあります。また機能に割り当
てられているメニュー番号（P.463）が適
用されないものがあります。

パッケージを設定する
一括設定する前に、現在の設定内容を「お気
に入り」に登録しておくと、後でその設定に
戻すことができます。→P.129

1 i 「設定」 「画面表示」
「きせかえツール設定」

2 項目を選択 「YES」
お買い上げ時、「お気に入り」は未登録で
す。
■設定内容を確認する場合
項目を反転 o［詳細］ 項目を反転
o［デモ］

日付
「スケジュール」を表示
時計を設定をしていないとき
は「メイン時計設定」を表示

メイン時計
「アラーム」（めざまし時計）を
表示
時計を設定していないときは
「メイン時計設定」を表示

サブ時計 「サブ時計設定」を表示

O
メインメニューが「ピクトグラム」「ウォーキ
ングメーター」「ヨーロピアン」「四季」「シン
プルメニュー」以外に設定されているときは、
待受画面で以下のアイコンが表示／選択でき
ます。
［タスクアイコン］

／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ：

起動しているタスクを切り替えて表示
［キー操作ロックアイコン］

：「キー操作ロック」を表示

アイコン 選択後の表示内容

機能メニュー P.129

きせかえツール設定
一覧画面
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■ｉモードでパッケージを検索する場合
「ｉモードで探す」 「YES」

きせかえツール設定一覧画面
（P.128）

タイトル編集……タイトルを編集します。

現在の設定情報確認……設定内容を確認します。

設定情報リセット……「お気に入り」の設定内容
を消去します。

現在の設定を「お気に入り」に登録
する

1 きせかえツール設定一覧画面
（P.128） 「お気に入り」を
反転 o［詳細］
未登録の場合は「設定な
し」と表示されます。

2 u［機能］ 「現在の設定情報
取得」 「YES」

●「お気に入り」の項目を設定変更する
「お気に入り」に登録した項目はコンテンツ設
定確認画面の各項目から設定変更します。

1 コンテンツ設定確認画面
（P.129） 項目を選択 設定
を変更

コンテンツ設定確認画面
（P.129）

一括設定※1、設定を反映※2……現在の表示内容
で一括設定します。

現在の設定情報取得※2……現在の各項目の設定
情報を取得し、「お気に入り」に登録します。

設定情報リセット※2……「お気に入り」に登録
されている内容を消去し、すべて「設定なし」に
します。

※1：「ダイレクトメニュー」およびサイトからダウ
ンロードしたきせかえツールパッケージ
（ ）でのみ利用できます。

※2：「 」が付いたデータの場合に表示されます。

O
変更される項目は、パッケージによって異な
ります。
パッケージを設定すると、発着信番号表示設
定の色が変更される場合があります。

機能メニュー P.129

コンテンツ設定確認画面

O
「ｉアプリ待受画面」の設定内容は、「お気に
入り」の「待受画像」に登録されません。
「お気に入り」に登録された画像やｉモーショ
ン、メロディなどが削除された場合、「お気に
入り」の登録内容から消去され「設定なし」と
表示されます。
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