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FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種
機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末
操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービス
でお使いになるネットワーク暗証番号、ｉモードパ
スワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分け
て、FOMA端末を活用してください。

■端末暗証番号
端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」（数字の
ゼロ4つ）に設定されていますが、お客様ご自身で番
号を変更できます。→P.119

端末暗証番号の入力画面が表示さ
れた場合は、４～８桁の端末暗証
番号を入力し、d［確定］を押し
ます。
端末暗証番号入力時はディスプ
レイに「_」で表示され、数字は表示されません。
間違った端末暗証番号を入力した場合や、約15秒
間何も入力しなかった場合は、警告音が鳴り、警告
メッセージが表示されます。
■ネットワーク暗証番号
ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセ
ンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約
者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワー
クサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号で
す。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お
客様ご自身で番号を変更できます。
パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の
「docomo ID／パスワード」をお持ちの方は、パソ
コンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続
きができます。
なお、ｉモードからは、お客様サポート内の「各種
設定（確認・変更・利用）」からお客様ご自身で変更
ができます。

※「My docomo」「お客様サポート」については、取扱
説明書裏面の裏側をご覧ください。

■ｉモードパスワード
マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、
ｉモードの有料サービスのお申し込み・解約などを
行う際には4桁の「ｉモードパスワード」が必要に
なります（このほかにも各情報サービス提供者が独自
にパスワードを設定していることがあります）。
ｉモードパスワードは、ご契約時は「0000」（数字
のゼロ4つ）に設定されていますが、お客様ご自身で
番号を変更できます。
ｉモードから変更される場合は、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」から変更ができます。
■PIN1コード・PIN2コード
FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードとい
う2つの暗証番号を設定できます。
これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」（数字の
ゼロ4つ）に設定されていますが、お客様ご自身で番
号を変更できます。→P.119
PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、
FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、また
はFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認す
るために入力する4～8桁の番号（コード）です。
PIN1コード入力設定を「ON」にした場合、PIN1
コードを入力することにより、発着信および端末操作
が可能となります。
PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利
用時や発行申請を行うときなどに使用する4～8桁の
番号です。
※新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中の
FOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以前
にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご
利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コードの入
力画面が表示された場合は、４～８
桁のPIN1コード／PIN2コードを入
力し、d［確定］を押します。
入力した PIN1 コード／ PIN2
コードは「_」で表示されます。
３回誤った PIN1 コード／ PIN2
コードを入力した場合は、PIN1コード／PIN2コー
ドがロックされて使えなくなります（入力可能な残
りの回数が画面に表示されます）。正しいPIN1コー
ド／PIN2コードを入力すると入力可能な回数が３
回に戻ります。

各種暗証番号に関するご注意
設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一
部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」
などの他人にわかりやすい番号はお避けくださ
い。また、設定した暗証番号はメモを取るなどし
てお忘れにならないようお気をつけください。
暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意
ください。万が一暗証番号が他人に知られ悪用さ
れた場合、その損害については、当社は一切の責
任を負いかねます。
各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご
本人であることが確認できる書類（運転免許証な
ど）やFOMA端末、FOMAカードをドコモショッ
プ窓口までご持参いただく必要があります。
詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ
先」までご相談ください。

例：PIN1コード
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■PINロック解除コード
PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コー
ドがロックされた状態を解除するための８桁の番号
です。なお、お客様ご自身では変更することができま
せん。
PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗
すると、FOMAカードがロックされます。

端末暗証番号を変更する
〈端末暗証番号変更〉

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「端末
暗証番号変更」 現在の端末暗証番
号を入力 新しい4～8桁の端末暗
証番号を入力 「YES」

PINコードを設定する 〈PIN設定〉

FOMAカードのPIN1コード、PIN2コードを設定し
ます。PIN1コード・PIN2コードについて→P.118
PIN1コード、PIN2コード、およびPIN1コード入
力設定はFOMAカードに記憶されます。
PIN1コードを変更する場合は、「PIN1コード入力
設定」を「ON」に設定しておいてください。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「PIN
設定」 端末暗証番号を入力 以下
の項目から選択
PIN1コード変更……現在のPIN1コード（4～
8桁）を入力後、新しいPIN1コードを2回（う
ち1回は確認のため）入力します。

PIN2コード変更……現在のPIN2コード（4～
8桁）を入力後、新しいPIN2コードを2回（う
ち1回は確認のため）入力します。

PIN1コード入力設定……電源を入れたときに
PIN1コードを入力するかどうか（ON、OFF）
を設定します。

PINロックを解除する

PIN1コード、PIN2コードの入力を続けて3回誤っ
た場合は、PIN1コード、PIN2コードのロックを解
除して、新しいPIN1コード、PIN2コードを設定す
る必要があります。

＜例：PIN1コードのロックを解除する場合＞ 

1 8桁のPINロック解除コードを入力
 

2 4～8桁の新しいPIN1コードを入
力 新しい4～8桁のPIN1コード
を再度入力

＜電源を入れたとき＞

PIN1コードの入力 新しいPIN1コード、
PIN2コードの設定

PINロック解除コードの入力

PIN2コードの入力

ドコモショップ窓口
にお問い合わせくだ
さい

連続3回入力ミス

連続3回入力ミス

入力OK

連続10回入力ミス

＜ユーザ証明書操作＞
＜FirstPass対応サイト
に接続＞など
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ほかの人が使用できないように
する 〈ダイヤルロック／おまかせロック〉

ほかの人が使用できないようにロックを設定する方
法は、FOMA端末を操作して行う「ダイヤルロック」
と遠隔操作で行う「おまかせロック」があります。
ダイヤルロック、おまかせロックは電源を切っても
解除されません。

● ダイヤルロック／おまかせロック設定中に利
用できる操作や機能

○：利用できます。×：利用できません。
※：公共モード（ドライブモード）設定中は、着信を受

けることができません。
ダイヤルロック／おまかせロックを設定すると、
「アラーム」「スケジュール」「To Doリスト」「ワ
ンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラーム
は通知されません。ダイヤルロック／おまかせロッ
クを解除後、「 （未通知アラームあり）」「 （未
視聴予約あり）」「 （予約録画終了あり）」のデス
クトップアイコンが待受画面に表示されます。
ダイヤルロック／おまかせロックを設定すると、デ
スクトップアイコンは表示されなくなります。ダイ
ヤルロック／おまかせロック解除後、アイコンが再
び表示されます。
電話帳に登録されている相手からの着信でもダイ
ヤルロック／おまかせロック設定中は電話番号だ
けが表示されます。

ダイヤルロックを設定する

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「ロッ
ク」 端末暗証番号を入力 「ダイ
ヤルロック」

● ダイヤルロック設定中の動作について
ディスプレイに「ダイヤルロッ
ク」と「 」「 」が表示され
ます。同時にICカードロック
も「ON」となり、ICカード機
能も利用できなくなります（IC
カード認証機能でダイヤル
ロックの解除はできます）。
ダイヤルロック設定中にメッセージR／F、ｉモー
ドメール、SMSの自動受信はできますが、受信中
の画面および受信結果の画面は表示されません。ダ
イヤルロック解除後、受信したことを示すアイコン
が待受画面に表示されます。
• エリアメールの自動受信と内容表示はできます。

ダイヤルロックを解除する
ダイヤルロックの解除に5回続けて失敗すると、
FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度電源
を入れることはできます。

1 ダイヤルロック設定中の画面で端末
暗証番号を入力 d
ダイヤルロックが解除されて「 」「 」の表
示が消えます。
■ ICカード認証機能で解除する場合→P.129

機能 ダイヤル
ロック

おまかせ
ロック

電源を入れる／切る ○ ○
緊急通報番号（110番、119
番、118番）に電話をかける

○ ×

ダイヤルロックを設定／解除
する

○ ×

おまかせロックを設定／解除
する

○ ○

音声電話、テレビ電話の着信を
受ける※

○ ○

電話帳お預かりサービスの更
新を受ける

○ ×

O
ダイヤルロックを解除するときに、間違った端末
暗証番号を入力してもエラーメッセージは表示さ
れません。yを押し、再度正しい端末暗証番号
を入力してください。
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おまかせロックを利用する
FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話で
ご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやお
サイフケータイのICカード機能にロックをかけるこ
とができます。お客様の大切なプライバシーとおサイ
フケータイを守ります。また、お申し込み時におまか
せロックがかからない場合で1年以内に通信が可能
になったときは、自動的にロックがかかります。ただ
し、回線解約・休止・改番・紛失時などで新しいFOMA
カードの発行（番号を指定してロックした場合のみ）
を行った場合は1年以内であっても自動的にロック
はかかりません。
お客様からのお電話などによりロックを解除するこ
とができます。
※ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回
でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入
会の場合、有料のサービスとなります（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
た場合は無料になります）。また、ケータイあんしん
パックご契約の場合、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。

● おまかせロック設定中の動作について
ディスプレイに「おまかせロッ
ク中です」と表示します。
おまかせロック設定中は、音声
電話、テレビ電話の着信に対す
る応答と電源を入れる／切るの
操作を除いて、すべてのボタン
操作がロックされ、各機能（ICカードを含む）を
使用することができなくなります。
音声電話、テレビ電話の着信は可能ですが、この場
合、電話帳に登録されている氏名、画像などは画面
に表示されず、電話番号だけが表示されます。
おまかせロック設定中に受信したメールはｉモー
ドセンターに保管されます。エリアメールは破棄さ
れます。
電源を入れる／切ることはできますが、電源を切っ
てもおまかせロックは解除されません。
FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかか
りませんので、あらかじめご了承ください。

電話帳やスケジュールのデータ
を表示できないようにする
〈シークレットモード／シークレット専用モード〉

シークレットモードまたはシークレット専用モード
で電話帳やスケジュールを登録すると、シークレット
データになり、通常のモードでは表示されなくなりま
す。表示するときは、シークレットモード（シーク
レットデータも含めたすべてのデータを表示）か、
シークレット専用モード（シークレットデータのみを
表示）にします。
ほかの人に見られたくない「マイピクチャ」や
「ｉモーション」「受信メール」「送信メール」
「Bookmark」の各データを、シークレットフォル
ダに保管することもできます。→P.123

　　0120-524-360　受付時間24時間
おまかせロックの設定／解除

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定
　／解除ができます。

O
ほかの機能が動作中の場合は、動作中の機能を終
了してロックをかけます（編集中のデータがある
場合は編集中のデータを破棄して終了することが
あります）。
ほかのロック機能が設定中でも、おまかせロック
をかけることができます。この場合、おまかせロッ
クを解除すると、おまかせロック設定前のロック
状態に戻ります（ただしシークレットモード／
シークレット専用モードは解除されます）。
FOMA端末の「 」、電源OFF時、海外での使
用時はロックおよびロック解除はできません。
「デュアルネットワークサービス」をご契約のお客
様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロッ
クがかかりません。
ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異
なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があ
ればロックがかかります。
おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけ
たときと同じ電話番号のFOMAカードをFOMA端
末に挿入している場合のみ行うことができます。
解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お
問い合わせ先」までお問い合わせください。
おまかせロックを解除しようとしたときに
FOMA端末が音声通話中またはテレビ電話中の
場合は、通話終了後にロックが解除されます。
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シークレットモード／シークレット専用
モードにする

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「シー
クレットモード」または「シークレッ
ト専用モード」 端末暗証番号を入力
シークレットモードに設定すると「 」が表示
されます。
シークレット専用モードに設定すると「 」が
点滅表示され、シークレットデータ登録件数が
約2秒間表示されます。
ほかのロック機能が同時に設定されているとき
のアイコンの表示について→P.27

● シークレットデータの登録・表示と、通常の
データへの戻しかた
FOMAカードにはシークレットデータとして電話
帳を登録できません。
■電話帳やスケジュールをシークレットデータとし
て登録するには

シークレットモードまたはシークレット専用モード
にして登録します。
電話帳の登録のしかた→P.83
スケジュールの登録のしかた→P.351
■登録済みの電話帳をシークレットデータにするに
は

電話帳詳細画面の機能メニューから「シークレット設
定」を選択します。
※直デンに登録されている電話帳を、シークレットデー
タにすると、直デンから削除されます。

■シークレットデータを表示するには
シークレットモードまたはシークレット専用モード
にし、電話帳やスケジュールを表示します。
電話帳の検索のしかた→P.85
スケジュールの確認のしかた→P.352
■シークレットデータを通常のデータに戻すには
シークレットモードまたはシークレット専用モード
にしてから、「電話帳詳細画面」（P.85）、「スケジュー
ル一覧画面／詳細画面」（P.352）を表示し、機能メ
ニューから「シークレット解除」を選択します。

シークレットモード／シークレット専用
モードを解除する

1 シークレットモード、シークレット
専用モード中の待受画面でy
シークレットモード、シークレット専用モード
が解除され、「 」の表示が消えます。
他の機能が起動している場合は解除できませ
ん。
i 「SETTINGS／NW SERVICE」 「ロッ
ク／セキュリティ」 「シークレットモード」ま
たは「シークレット専用モード」でも解除でき
ます。

O
シークレットモード中に、一覧画面でシークレッ
トデータを反転したとき、またはシークレット
データを詳細表示したときは、点灯している「 」
が点滅に変わります。
シークレットデータとして登録した「スケジュー
ル」は通常のモードでもアラーム通知は行います
が、アラームメッセージは表示されません。
シークレットデータとして登録した相手が電話番
号を通知して電話をかけてきた場合、登録されて
いる名前や画像は表示されず電話番号が表示され
ます。また通常のモードでは「着信履歴」にも名
前は表示されません。
シークレットデータとして登録した相手がメール
を送ってきたときは、通常のモードでは「受信結
果画面」やデスクトップ上に「 」「 」は表示
されず、メールの着信音も鳴りません。
シークレットデータとして登録した相手からの
メールは、本機能に関係なく「受信アドレス一覧」
にメールアドレスは記憶されません。シークレッ
ト専用モードのときに通常のデータとして登録し
た相手からのメールは記憶されます。
シークレットデータとして登録した相手からの
メールは、シークレットモードまたはシークレッ
ト専用モードを解除していると表示されません。
また、シークレットデータとして登録した相手に
送ったメールも同様です。
シークレットモード中に「電話帳」や「スケジュー
ル」を修正した場合、修正したデータはシークレッ
トデータになります。なお、電話帳を修正した場
合は、修正したメモリ番号に登録されているすべ
ての情報がシークレットデータになります。
「ダイヤルロック／おまかせロック」と「シーク
レットモード」または「シークレット専用モード」
を同時に設定している場合は、「ダイヤルロック／
おまかせロック」を解除すると「シークレットモー
ド」または「シークレット専用モード」も解除さ
れます。
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各種データを表示できないよう
にする 〈シークレットフォルダ〉

ほかの人に見られたくない画像やｉモーション、メー
ルなどの各データを、シークレットモードおよびシー
クレット専用モードでのみ表示されるシークレット
フォルダに保管します。
FOMA端末に保存されているデータのみ保管でき
ます。
各フォルダ内のシークレットフォルダに保管でき
るデータの最大件数は次のとおりです。

※1件あたりのデータ容量によって最大件数まで登録で
きない場合があります。

＜例：マイピクチャの画像をシークレットフォルダに
保管する場合＞

1 シークレットモードまたはシーク
レット専用モードにする→P.121

2 画像一覧画面（P.294） bで画
像の囲み枠を移動 u［機能］
「シークレットに保管」

● シークレットフォルダの機能メニューについ
て

シークレットフォルダでは、フォルダやフォルダ内の
データに対して、行える機能は制限されています。
フォルダ一覧画面、データ一覧画面、データ詳細画面
の各画面で操作できる機能は以下のとおりです。
「シークレットから出す」については「シークレット
フォルダのデータを通常のデータに戻す」（P.124）
をご覧ください。

■フォルダ一覧画面でシークレットフォルダが反転
しているときの機能メニュー

※1：シークレットフォルダ内のデータは対象となりま
せん。

※2：受信BOXフォルダ一覧画面のみ利用できます。
※3：送信BOXフォルダ一覧画面のときは「送信メール

全削除」になります。

シークレットデータとして登録された電話帳を呼
び出して電話をかけたりメールを送信した場合
は、「リダイヤル」や「発信履歴」「送信アドレス
一覧」には記憶されません。
シークレットデータとして登録した「電話帳」は、
誕生日お知らせを行いません。

マイピクチャ ｉモーション 受信メール

約100件
（約4Mバイト）

約10件
（約10Mバイト）

約100件
（約1.2Mバイト）

送信メール ｉモード、フルブラウザの
Bookmark

約100件
（約1.2Mバイト）

約20件
（約12Kバイト）

O
シークレットフォルダはFOMA端末にあらかじ
め用意されています。シークレットフォルダの追
加や削除、フォルダ名の変更はできません。
＜受信メール＞＜送信メール＞
シークレットフォルダに保管されているSMSの
送達通知を受信した場合、SMSの詳細画面の機能
メニューから「SMS送達通知表示」を選択できま
せん。メールをシークレットフォルダから出すと
選択できるようになります。

O
＜デスクトップアイコン＞
デスクトップアイコンとして貼り付けた画像、動
画、ｉモーションをシークレットフォルダに保管
すると、デスクトップアイコンを選択しても表示
されなくなります。
デスクトップアイコンとして貼り付けた
Bookmark、受信メール、送信メールをシーク
レットフォルダに保管しても、デスクトップアイ
コンを選択したときは通常の動作となります。

マイピクチャ
（P.326）

ｉモーション
（P.326）

フォルダ追加
赤外線全送信※1

画像全削除※1

保存容量確認

フォルダ追加
赤外線全送信※1

動画全削除※1

保存容量確認

受信メール／送信メール
（P.161）

Bookmark
（P.187）

フォルダ追加
保存件数確認※1

フォルダ内表示
ｉC全送信※１

赤外線全送信※1

Bluetooth全送信※1

microSDへ全コピー※1

既読メール全削除※1※2

受信メール全削除※1※3

フォルダ追加
登録件数確認※1

ｉC全送信※１

赤外線全送信※1

Bluetooth全送信※1

microSDへ全コピー※1

Bookmark全削除※1

O
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■データ一覧画面の機能メニュー

※1：タイトル名一覧のときは「ピクチャ一覧」になり
ます。

※2：受信メール一覧画面のみ利用できます。
※3：送信メール一覧画面のみ利用できます。

■データ詳細表示画面の機能メニュー

※1：全画面モードのときは「通常モード」と表示され
ます。

※2：受信メール詳細画面のみで利用できます。

シークレットフォルダのデータを通常の
データに戻す
シークレットデータを通常のデータに戻すにはシー
クレットフォルダから別のフォルダに移動します。

＜例：マイピクチャのシークレットフォルダの画像を
通常のデータに戻す場合＞

1 シークレットモードまたはシーク
レット専用モードにする→P.121

2 フォルダ一覧画面（P.294）「シー
クレット」 bで画像の囲み枠を移
動 u［機能］ 「シークレットか
ら出す」

3 保存するフォルダを選択

個人情報の表示や電話・メール
の操作をできないようにする

〈オリジナルロック〉

メールや電話帳などの個人情報を利用する機能に
ロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られた
り、不正に書き換えられたりすることを防ぎます。ま
た、音声電話やテレビ電話の発着信を制限したり、
ｉモードメールやSMSの送信を制限します。
ロック対象の機能やデータはオリジナルロック
（高）、（中）、（低）に個別に登録できますので用途・
目的に応じて使い分けることができます。
ロックは電源を切っても解除されません。
オリジナルロックの対象となる機能や項目、データ
は別表1（P.126）のとおりです。各グループご
と、項目ごとにロック対象とするかどうかを設定
（カスタマイズ）できます。→P.125

マイピクチャ
（P.297）

ｉモーション
（P.303）

イメージ表示
イメージ情報
保存容量確認
タイトル名一覧※1

削除
シークレットから出す

ｉモーション情報
保存容量確認
一覧表示切替
削除
シークレットから出す

受信メール／送信メール
（P.163）

Bookmark
（P.188）

色分け
一覧表示切替
保護※2

保護解除※2

保護／保護解除※3

全保護解除※3

メール情報※2

保存件数確認
削除
シークレットから出す

登録件数確認
削除
シークレットから出す

マイピクチャ
（P.297）

ｉモーション
（P.260）

イメージ情報
画像表示設定
全画面モード※1

リトライ
1件削除
アイコン常時表示設定

動作設定
再生メニュー
詳細情報
ファイル選択
ヘルプ

受信メール／送信メール
（P.164）

保護／保護解除
クイック検索※2

スクロール設定
文字サイズ設定
削除
シークレットから出す

O
シークレットフォルダ内のメールをシークレット
フォルダから出すと通常のメールに戻りますの
で、日付の古いメールは他のメールを受信または
送信したときなどに削除される場合があります。
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オリジナルロックを有効にする

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「ロッ
ク」 端末暗証番号を入力

2 オリジナルロック（高）～（低）を選択
ロックが有効になり、ロック対象の機能やデー
タにロックがかかります。
画面には「 」が表示されます。
ほかのロック機能が同時に設定されているとき
のアイコンの表示について→P.27
■ ロックする機能やデータをカスタマイズする
場合→P.125

■ タイトルを編集する場合
オリジナルロック（高）～（低）を反転 u

［機能］ 「タイトル編集」 タイトルを入力
■ オリジナルロックを解除する場合
「OFF」

● オリジナルロック設定中の操作について
オリジナルロック設定中にロック対象の機能やデー
タを利用しようとすると、端末暗証番号の入力が求め
られます。
端末暗証番号を入力すると一時的にロックが無効
になり、ロック対象の機能やデータを利用できるよ
うになります（「発信・メール送信」と「着信・メー
ル受信表示」の機能は一時解除して利用することは
できません）。起動中の機能を終了して待受画面に
戻ると、再度ロックが有効になります。

ロックする機能やデータをカスタマイズ
する
たとえば「電話帳だけをロックする」「電話とメー
ル発信だけを制限したい」といった設定をオリジナ
ルロック（高）～（低）に個別に登録できますので
用途・目的に応じて使い分けることができます。
ロック対象の設定（カスタマイズ）は、別表1
（P.126）のようにカテゴリ、グループ、機能ごと
に行います。

1 ロック機能選択画面（P.125） オ
リジナルロック（高）～（低）を反
転 o［詳細］
カテゴリ内のいずれかの項
目がロック対象になってい
る場合は「 」が、すべて
の項目がロック対象になっ
ている場合は「 」が付い
て表示されます。
• u［機能］から「グループ選択／解除」や「全
グループ選択／解除」ができます。

2 設定変更したいカテゴリを選択
グループ内のいずれかの項
目がロック対象になってい
る場合は「 」が、すべて
の項目がロック対象になっ
ている場合は「 」が付い
て表示されます。
• u［機能］から「グループ
選択／解除」や「全グルー
プ選択／解除」ができま
す。

3 設定変更したいグループを選択

4 bで□（チェックボックス）を選択
o［完了］

チェックを付けた（ にし
た）項目が、ロック対象とな
ります。
• u［機能］から「全選択／
解除」ができます。

5 o［完了］ o［完了］ d［確定］
カテゴリによってはo［完了］を押す回数が異
なります。

ロック機能選択画面

カテゴリー覧画面

グループ一覧画面

機能一覧画面
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［別表1］オリジナルロックの対象となる機能やデータについて

グループ 機能 ロック中の動作／注意事項
データ閲覧・編集・削除
メール メール メールの起動をロックします。

• エリアメールの内容表示はできます。
ブログ・メールメンバー ブログ、メールメンバーの起動をロックします。

ｉモード ｉモード ｉモード機能（ｉモードやフルブラウザ、ｉチャネルなど）の起
動をロックします。

Bookmark ブックマーク機能（ｉモード、フルブラウザ）の起動をロックします。
ｉアプリ ｉアプリ ｉアプリ機能の起動、ICカード一覧、ｉウィジェット画面の表示

をロックします。
• ICカード機能はロックされません。
• ｉアプリ待受画面は表示されません。

トルカ トルカ トルカフォルダ一覧画面の表示をロックします。
• ロック中でも読み取り機からトルカを取得できます。

ｉコンシェル ｉコンシェル ｉコンシェルの起動をロックします。
データBOX・
ツール類

マイピクチャ
ミュージック
ｉモーション／ムービー
メロディ
ワンセグ録画データ
きせかえツール
マチキャラ
マイドキュメント
マンガ・ブックリーダー
キャラ電
その他
おしゃべり機能

各機能の起動をロックします。
• ほかの機能からもデータを呼び出せません。
• ロック対象となるデータを着信音や着信画面などに設定してい
ると、ロック中はお買い上げ時の設定で動作します（待受画面に
設定している画像やｉモーションは、ロック中も表示されます）。

•「マイピクチャ」または「キャラ電」がロック対象になっている
場合、ロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の
代替画像が送信されます。

•「マチキャラ」がロック対象になっている場合でも待受画面のマ
チキャラは表示されます。

Music&Videoチャネル
カメラ
バーコードリーダー
テキストリーダー

各機能の起動をロックします。
• ロック中でもMusic&Videoチャネルの番組はダウンロードしま
す。

スケジュール スケジュール
アラーム
To Doリスト

各機能の起動をロックします。
• ロック中はアラーム通知を行わず「未通知アラームあり」のデス
クトップアイコンが表示されます。

メモ 音声メモの再生／消去
動画メモの再生／消去

各機能の起動をロックします（伝言メモを設定することはできま
す）。

待受中音声メモ
通話中音声メモ

各機能の起動をロックします。
• 音声メモの再生／消去はロックされません（「音声メモの再生／
消去」にロックを設定してください）。

電話帳 電話帳／直デン 電話帳、直デンの起動をロックします（電話帳参照などあらゆる機
能に影響があります）。
• ロック中は発着信履歴やメール一覧画面などでも、登録されてい
る名前は表示されません。電話番号やメールアドレスが表示され
ます。

•「着もじ」の「メッセージ表示設定」が「電話帳登録番号のみ」に
設定されていると、着もじは表示されません。

•「登録外着信拒否」と同時に設定することはできません。
•「指定着信拒否」「指定着信許可」「指定転送でんわ」「指定留守番
電話」の設定は無効になります。
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※ロック対象となるデータを「デスクトップアイコン」として待受画面に貼り付けている場合、ロック中はそのデス
クトップアイコンは表示されません。

電話帳 マイプロフィール マイプロフィールの起動をロックします。
発信履歴 「発信履歴」「リダイヤル」「送信アドレス一覧」の起動をロックし

ます。
着信履歴 「着信履歴」「受信アドレス一覧」の起動をロックします。

その他 テキストメモ テキストメモの起動をロックします。
通話料金通知 設定した上限料金を超えても待受画面やアラームなどで通知を行

いません。
• ロックを解除すると、「通話料金通知」のデスクトップアイコン
が表示されます。

着もじ 着もじの編集や設定、着もじ送信時の「メッセージ選択」「送信メッ
セージ履歴」の機能をロックし、着もじは表示されません。
• 着もじを送信したり受信することはできます。

発信・メール送信
ダイヤル発信 ダイヤル発信 電話番号の直接ダイヤルによる発信および電話帳未登録の相手へ

のリダイヤル／発信履歴／着信履歴からの発信をロックします。
• 電話帳の新規登録や編集などの操作はできません（FOMAカー
ド、microSDカード含む）。

• 緊急通報番号（110番、119番、118番）には電話をかけるこ
とができます。

メール送信 メールアドレス直接入
力

宛先の直接入力によるｉモードメールやSMSの送信をロックしま
す（電話帳に登録されていない相手へのリダイヤル／発信履歴／送
信アドレス一覧／着信履歴／受信アドレス一覧からのメールや
SMSの作成を禁止します）。
• 電話帳の新規登録や編集などの操作はできません（FOMAカー
ド、microSDカード含む）。

• 保存BOX内にあるメールの宛先が削除されます。また、宛先しか
入力されていないメールは削除されます。

メール送信 ｉモードメール、SMSの送信をロックします。
着信・メール受信表示
着信 電話、パケット通信の着信を拒否します（不在着信履歴として記憶

されます）。
• ロックを解除すると「不在着信あり」のデスクトップアイコンが
表示されます。

メール／メッセージ受信表示 メッセージR／F、ｉモードメール、SMS、ｉコンシェルのイン
フォメーションの自動受信はできますが、受信中画面および受信結
果画面は表示されません。着信音の鳴動など受信動作を行わず、受
信をお知らせしません。
• エリアメールの自動受信と内容表示はできます。
• ロックを解除すると「新着メールあり」などのデスクトップアイ
コンが表示されます。

グループ 機能 ロック中の動作／注意事項
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ボタン操作をロックする
〈キー操作ロック〉

FOMA端末を閉じたときや何も操作しない状態が一
定時間経ったときに、ボタン操作ができないようにし
ます。またお買い上げ時は、FOMA端末を閉じた状
態で、サイドボタン（1秒以上）を押すと、ロックが
かかるように設定されています。
キー操作ロック時に、イルミネーションランプが青
色で点滅します。
キー操作ロックは電源を切っても解除されません。
「クローズ時」「タイマー」のどちらかを「ON」に
すると、電源を切ったときにキー操作ロックがかか
ります。

キー操作ロックを設定する

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「キー
操作ロック」 端末暗証番号を入力
以下の項目から選択

クローズ時……FOMA端末を閉じたときに自動
的にロックをかけるかかけないか（ON、OFF）
を設定します。

タイマー……「OFF、1分後ON、5分後ON、
15分後ON、30分後ON」から選択します。
たとえば、「5分後ON」に設定すると、FOMA
端末を何も操作しない状態が5分間続くと、自
動的にロックがかかります。「OFF」を選択する
とタイマーは無効になり、ロックはかかりませ
ん。

ロックキー……FOMA端末を閉じたまま（待受
画面表示中）n（サイドボタン1秒以上）を押し
てロックをかけるようにするかしないか（ON／
OFF）を設定します。

端末暗証番号有無……キー操作ロック解除時に
端末暗証番号入力を必要とするかどうか（あり
／なし）を設定します。

2 o［完了］

● キー操作ロック中の動作について
「クローズ時」「タイマー」「ロッ
クキー」のいずれかを「ON」に
すると、キー操作ロックが設定
され、ディスプレイに「 」が
表示されます。
キー操作ロックがかかるとディ
スプレイに「 」が表
示されます。キー操作ロック解
除中は「 」が消えま
す。
音声電話、テレビ電話の着信に
対する応答、電源を入れる／切る、ICカード認証
機能の利用を除くすべてのボタン操作ができなく
なります。
ｉコンシェルのインフォメーション受信時のポッ
プアップメッセージは表示されますが選択はでき
ません。
「アラーム」「スケジュール」「To Doリスト」「ワ
ンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」のアラーム
は通知されます。
電話着信時やアラーム通知時など、キー操作ロック
中でも操作可能な場合はファンクション表示の下
に「 」が表示されます。
「端末暗証番号有無」が「あり」の場合、メッセー
ジR／F、ｉモードメール、SMSの着信動作は行
われますが、内容の閲覧やメール読み上げ機能の利
用はできません。
• エリアメールの自動受信と内容表示はできます。

O
「端末暗証番号有無」が「あり」の場合でも端末暗
証番号を入力することなく、緊急通報番号（110
番、119番、118番）には直接ダイヤルして音
声電話をかけることができます。
通話中、メロディ／ｉモーション／ミュージック
の再生中、カメラ起動中、クイックアルバム表示
中、フォトスライドショー表示中などロックがか
からない場合もあります。
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キー操作ロックを一時解除する

●「端末暗証番号有無」が「なし」の場合

＜FOMA端末を閉じている場合＞

1 FOMA端末を開く
n（サイドボタン1秒以上）でも解除できます。

＜FOMA端末を開いている場合＞

1 p［ ］
いったん閉じてから開いても解除できます。

●「端末暗証番号有無」が「あり」の場合

1 FOMA端末を開いた状態で端末暗証
番号を入力 d
■ ICカード認証機能を利用して一時解除する場
合→P.130

ICカード認証機能を利用する
〈ICカード認証設定〉

FeliCa に対応した非接触ICカード（外部ICカード）
に重ね合わせるだけで、ダイヤルロックやキー操作
ロックを解除したり、端末暗証番号の入力が必要な画
面で、暗証番号を入力せずにユーザ認証ができるよう
にします。
ICカードロック設定中でも、ICカード認証機能を利
用することができます。
非接触ICカードを2枚まで登録できます。

ICカード認証機能を有効にする
非接触ICカードを登録してユーザ認証ができるよう
に設定します。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「IC
カード認証設定」 端末暗証番号を
入力

2「有効」 「OK」
■ 登録済みの非接触ICカードを有効にする場合
「有効」
■ ICカード認証機能を無効にする場合
「無効」 「YES」または「NO」

登録されている非接触ICカードのデータをすべ
て削除する場合は「YES」を、削除しない場合
は「NO」を選択します。

3 非接触ICカードをFOMA端末の
eマークに重ね合わせる
登録されると「 」が消えます。

ICカード認証設定画面（P.129）

外部ICカード登録……非接触ICカードのデータを2
枚まで登録できます。2枚登録済みの場合は、古い
データを削除して登録します。

外部ICカード削除

ICカード認証設定画面

機能メニュー P.129



130

あ
ん
し
ん
設
定

ICカード認証機能を利用する
＜例：ダイヤルロック、キー操作ロックを解除する場
合＞

1 ダイヤルロック設定中、キー操作
ロック中にFOMA端末を開く
ディスプレイに「 」が表示されて約10秒間、
ユーザ認証が可能な状態になります。待受画面
表示中にp［ ］を押しても同じ状態に
なります。

■ FOMA端末を閉じたまま解除したいとき
n（サイドボタン1秒以上）を押すと約10秒

間、ユーザ認証が可能な状態になります。

2 非接触ICカードをFOMA端末の
eマークに重ね合わせる
ユーザ認証が正しく行われるとロックが解除さ
れます。

■ 端末暗証番号入力時に利用する場合
端末暗証番号の入力画面が表示されると「 」
が表示され、約10秒間ユーザ認証が可能な状態
になります。その間に本機能で登録した非接触
ICカードをFOMA端末のeマークに重ね合わ
せるとユーザ認証が行われます。

メールを無断で表示できないよ
うにする 〈BOXロック／フォルダロック〉

ほかの人にメールの内容を無断で見られないように
受信BOX、送信BOX、保存BOXやそれぞれのフォ
ルダにロックをかけ、端末暗証番号を入力しないと開
けなくします。
受信BOX、送信BOXにロックをかけると送受信
BOXにもロックがかかります。
端末暗証番号を入力するとメールのタスクを終了
させるまで有効ですので、その間はロックがかかっ
ていても端末暗証番号を入力せずに開くことがで
きます。
ロックをかけたBOXには、「 」などのアイコン
が表示されます。
ロックをかけたフォルダは、フォルダ一覧画面で先
頭に表示されるアイコンが「 」「 」などの表
示になります。
BOXやフォルダにロックを設定すると、ロック対
象のメールアドレスは送信アドレス一覧、受信アド
レス一覧に記憶されません。

BOX別にロックを設定する

1 o 「メール設定」 「BOXロック」
端末暗証番号を入力

2 cで□（チェックボックス）を選択

3 o［完了］

フォルダ別にロックを設定する

1 メールフォルダ一覧画面（P.157、
158） ロックを設定するフォルダ
を反転 u［機能］ 「フォルダロッ
ク」 端末暗証番号を入力 「YES」
■ 解除する場合
操作1を再度行うO

FeliCa に対応した非接触カードでも、カードに
よっては本機能を利用できない場合があります。
ICカード認証機能を利用するときは、非接触IC
カードとFOMA端末を手に持って行ってくださ
い。
認証に5回連続して失敗するとICカード認証機能
は使用できなくなり、認証は端末暗証番号のみに
なります。その後、端末暗証番号による認証が正
常に行われた場合は、再度ICカード認証機能を利
用できるようになります。

非接触ICカード

非接触ICカードとFOMA端末を手に持ち、
FOMA端末背面のeマークを重ね合わせる

※イラストのように重ね合わせてください。ICカー
ドによっては認識しにくい場合があります。その
場合は上下左右にずらしてください。
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指定した電話番号の着信や発信
を制限する 〈個別発着信動作選択〉

私用電話を防止したり、迷惑電話を防止するために、
電話帳に登録されている電話番号ごとに電話の発信
や着信を制限します。
電話番号はそれぞれ20件まで指定できます。
FOMAカードの電話帳には設定できません。
相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設
定」もあわせて設定することをおすすめします。
指定した電話帳の電話番号を変更したり削除する
と、個別発着信動作選択の各機能は解除されます
（ただし、「指定発信制限」を設定した場合は電話帳
の編集や削除ができません）。

電話番号に発信／着信制限機能を設定す
る

1 電話帳詳細画面（P.85） u［機
能］ 「個別発着信動作選択」 端
末暗証番号を入力 以下の項目から
選択
指定発信制限……指定した電話番号以外への電
話をかけられないようにします。指定した電話
番号に電話をかけるときは、電話帳から発信し
ます。

指定着信拒否……指定した電話番号からの電話
を受けないようにします。

指定着信許可……指定した電話番号からの電話
だけを受けるようにします。

指定転送でんわ……指定した電話番号からの電
話を、転送でんわサービスの開始、停止の設定
にかかわらず、自動的に転送するようにします。

指定留守番電話……指定した電話番号からの電
話を、留守番電話サービスの開始、停止の設定
にかかわらず、留守番電話サービスセンターに
自動的に接続するようにします。

設定した機能には「★」が付きます。
■ 設定されている機能を解除する場合
「★」が付いている機能を選択

機能が解除されて「★」が消えます。

■ 複数の電話番号に設定したい場合 
tを2回押して電話帳一覧画面に戻る 目

的の電話帳を選択 操作1を行う 
指定発信制限を設定した後にyを押して待受
画面に戻ると、個別発着信動作選択が続けて登
録できなくなります。追加設定をする場合は、す
でに設定されている電話番号の指定発信制限を
解除し、解除した電話番号も含めてもう一度設
定し直してください。

● 指定発信制限を設定すると
指定した電話番号を含むすべてのダイヤル発信、着
信履歴からの発信ができなくなります。また、指定
した電話番号以外の呼び出しと、電話帳の登録、修
正、削除、FOMA端末（本体）とFOMAカード間
でのコピー、「FOMAカード（UIM）操作」での電
話帳の操作もできません。
設定前に記録されていたリダイヤル／発信履歴、送
信アドレス一覧は削除されます。ただし、指定発信
制限の設定後に記録されたリダイヤル／発信履歴
からの発信や、送信アドレス一覧からのメール送信
は行えます。

O
＜指定発信制限＞
指定発信制限設定中でも、緊急通報番号（110番、
119番、118番）には電話をかけることができ
ます。
＜指定着信拒否＞＜指定着信許可＞ 
ｉモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信
されます。
指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信
許可を設定した以外の電話番号から電話がかかっ
てきた場合、「着信履歴」には「不在着信履歴」と
して記憶され、「不在着信あり」のデスクトップア
イコンが待受画面に表示されます。
指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信
許可を設定した以外の電話番号から電話がかかっ
てきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でん
わサービス」を「開始」に設定していても着信を
拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や
「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定し
ている場合や「 」時、電源が入っていない
場合は、「留守番電話サービス」または「転送でん
わサービス」が有効になります。
＜指定転送でんわ＞＜指定留守番電話＞ 
指定した電話番号から電話がかかってきたとき
は、着信音を約1秒間鳴らしてから転送先に転送
または留守番電話サービスセンターに接続され、
「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画
面に表示されます。
転送先が未設定の場合、「転送でんわサービス」ま
たは「留守番電話サービス」が未契約の場合は、
指定した電話番号からかかってきた電話は不在着
信となります。
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個別発着信動作選択の設定状況を確認す
る

1 電話帳一覧画面（P.85） u［機
能］ 「個別発着信動作選択」 端
末暗証番号を入力

個別発着信動作選択画面
（P.132）

設定確認……機能が設定されている電話帳の一覧画
面が表示されます。

設定解除……機能が解除されて「★」が消えます。

発信者番号のわからない電話を
受けない 〈非通知着信設定〉

電話番号を通知してこない音声電話やテレビ電話の
着信許可／拒否を、非通知理由ごとに設定します。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「非通
知着信設定」 端末暗証番号を入力
以下の項目から選択

通知不可能……海外からの着信や一般電話から
各種転送サービスを経由しての着信など、発信
者番号を通知できない相手から発信してきた場
合の着信許可、拒否を設定します。
経由する電話会社により発信者番号が通知され
る場合もあります。

公衆電話……公衆電話などから発信してきた場
合の着信許可、拒否を設定します。

非通知設定……発信者側の設定により発信者番
号を通知しないで発信してきた場合の着信許
可、拒否を設定します。

2「許可」または「拒否」
■「許可」を選択した場合
「着信音」または「着信画面」

•「着信音」は「通常着信音と同じ、メロディ、
ｉモーション、ミュージック、おしゃべり、ラ
ンダムメロディ、OFF」から選択します（「通
常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音
選択」の「電話」の設定で着信します）。

•「着信画面」は「通常着信画面と同じ、マイピ
クチャ、ｉモーション」から選択します（「通
常着信画面と同じ」を選択したときは、「画面
表示設定」の「電話着信」の設定で着信しま
す）。
■「拒否」を選択した場合
着信を拒否し、相手に話中音が流れます。

個別発着信動作選択画面

機能メニュー P.132

O
本機能で選択する着信音や着信画像は非通知の音
声電話の設定です。非通知のテレビ電話がかかっ
てきたときは、「着信音選択」の「テレビ電話」や
「画面表示設定」の「テレビ電話着信」と同じにな
ります。
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電話帳未登録の相手の着信音を
無音にする 〈呼出時間表示設定〉

電話帳（本体またはFOMAカード）に登録されてい
ない電話番号から着信があった場合、呼出動作が開始
されるまでの時間を設定します（無音時間設定）。呼
出動作が短い迷惑電話などに対し、着信履歴からの
誤った発信を防ぐことができます。
非通知の着信があった場合や通話中に着信があっ
た場合にも無音時間設定は動作します。
「登録外着信拒否」が「拒否」に設定されている場
合は、「無音時間設定」を設定できません。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「着信」 「呼出時間表示設定」
以下の項目から選択
無音時間設定

ON……呼出動作を開始するまでの時間
（01～99秒）を入力します。

OFF……呼出動作を開始するまでの時間
を0秒に設定します。

時間内不在着信表示……呼出動作を開始しな
かった着信の不在着信履歴やデスクトップアイ
コンを表示するかしないかを設定します。

電話帳未登録の相手からの電話
を受けない 〈登録外着信拒否〉

電話帳（本体またはFOMAカード）に登録されてい
ない電話番号からの着信を拒否するか許可するかを
設定します。
相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設
定」もあわせて設定することをおすすめします。
「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」が「ON」
に設定されている場合は、「登録外着信拒否」を設
定できません。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「登録
外着信拒否」 端末暗証番号を入力
「拒否」または「許可」

「拒否」に設定しているときに非通知の電話がか
かってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送
でんわサービス」を「開始」に設定していても着
信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」
や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設
定している場合や「 」時、電源が入ってい
ない場合は、「留守番電話サービス」または「転送
でんわサービス」が有効になります。
ｉモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信
されます。

O
シークレットで登録されている電話帳の相手から
着信があった場合は、「無音時間設定」を0秒とし
て電話番号のみを着信時に表示します。
無音時間が伝言メモの呼出時間より長いと、呼出
動作を行わず伝言メモに移行します。呼出動作を
行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモ
の呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してく
ださい。留守番電話サービス、転送でんわサービ
ス、オート着信設定の呼出時間でも同様です。

O

O
シークレットで登録されている電話帳の相手から
着信があった場合は、本機能の設定にかかわらず、
着信は拒否されません。
本機能を「拒否」に設定している場合、「留守番電
話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」
に設定していても発信者側には話中音が流れま
す。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でん
わサービス」の呼出時間を0秒に設定したときや
「 」時、電源が入っていない場合は、話中音
は流れず、「留守番電話サービス」または「転送で
んわサービス」が有効になります。
ｉモードメールやSMSは、本機能に関係なく受信
されます。
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発信や着信ができないようにす
る 〈セルフモード〉

音声電話やテレビ電話の発着信、ｉモードの利用、
メールの送受信ができないように設定します。音声電
話やテレビ電話の着信などを気にしないでFOMA端
末を操作したいときに便利です。
セルフモード設定中でも、緊急通報番号（110番、
119番、118番）には音声電話をかけることがで
きます。緊急通報番号に音声電話をかけると、セル
フモードは解除されます。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「ロック／セキュリティ」 「セル
フモード」 「YES」
セルフモードが設定されて「 」が表示され
ます。
■ セルフモードを解除する場合
再度操作1を行う

セルフモードが解除されて「 」の表示が消
えます。

● セルフモードを設定すると
電話の着信は着信履歴には記憶されず、「不在着信
あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示さ
れません。
送られてきたメッセージR／Fやｉモードメールは
ｉモードセンターで、SMSはSMSセンターでお
預かりします。
電話をかけてきた相手には、電波が届かないか電源
が入っていない旨のガイダンスやメッセージで通
知します。「留守番電話サービス」や「転送でんわ
サービス」をご利用の場合は、FOMA端末の電源
を切っているときと同じサービスをご利用になれ
ます。
赤外線通信機能／ｉC通信機能によるデータの送
受信、パソコンなどと接続してのパケット通信、
64Kデータ通信、ICカード認証機能によるユーザ
認証、Bluetooth通信もできません。ただし、USB
ケーブル接続によるデータ転送（OBEXTM通信）
や、おサイフケータイ対応ｉアプリを利用してIC
カード内のデータの読み書きはできます。

電話帳お預かりサービスを利用
する 〈電話帳お預かりサービス〉

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・メール・
トルカ・スケジュール（以下「保存データ」といいま
す）を、ドコモのお預かりセンターに預けることがで
き、万が一の紛失時や機種変更時などに保存データを
復元できるサービスです。また、メールアドレスを変
更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信
時のパケット通信料はかかりません。パソコン（My
docomo）があれば、さらに便利にご利用いただけ
ます。
電話帳お預かりサービスの詳細については『ご利用
ガイドブック（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧く
ださい。
電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有
料のサービスです（お申し込みにはｉモード契約
が必要です）。

サービスのしくみ

電話帳、メー
ル、画像など
を保存・ダウ
ンロード

紛失や水濡れ時
は簡単に復元FOMA端末

パソコンの編集内容を反映
お預かりセンター

パソコンなど

お預かりしたデータを閲覧、編集

インターネット
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電話帳データをお預かりセンターに保存
（更新／復元）する
FOMA端末（本体）の電話帳をドコモのお預かりセ
ンターに保存します。保存した電話帳の復元や自動更
新設定などは、ｉモードサイトの「電話帳お預かり」
で行います。
ｉモードサービスエリア圏外・電源OFF時などで
は利用できません。

1 i 「LIFEKIT」 「電話帳お預り
サービス」 「お預りセンターに接
続」
■ 電話帳内の画像送信について設定する場合
「電話帳内画像送信設定」 「する」

電話帳に登録されている画像もお預かりセン
ターに保存されます。
■ 通信履歴を確認する場合
「通信履歴表示」 通信履歴項目を選択

• 電話帳だけでなく、FOMA端末とお預かりセ
ンターとのすべての通信履歴が確認できま
す。

• 通信履歴表示画面の機能メニューで、通信履
歴が削除できます。

2 端末暗証番号を入力 「YES」
お預かりセンターに接続して電話帳の保存を開
始します。

3 o［完了］

● ｉモードサイトの「電話帳お預かり」に接続
すると

電話帳を定期的に自動更新するように設定したり、保
存してある電話帳をダウンロードし、FOMA端末の
電話帳を復元できます。また、お預かりセンターに保
存した電話帳を誤って消去した場合などに備え、バッ
クアップの作成（うっかり防止機能）もできます。
p 「マイメニュー」 「電話帳お預かり」※
※：ｉコンシェルをご契約の場合は、「お預かり／ｉコン

シェル」と表示されます。
■お預かりセンターの電話帳をFOMA端末にダウン
ロードする

FOMA端末の電話帳を削除すると、電話帳の更新時
にお預かりセンターの電話帳も同様に削除されます
のでご注意ください。お預かりセンターの電話帳を
FOMA端末の電話帳にダウンロードする場合は、以
下の手順で復元を行ってください。
p 「マイメニュー」 「電話帳お預かり」※ 「お
預かりデータ確認」 ｉモードパスワードを入力
「決定」 「ケータイへダウンロード」 「OK」
※：ｉコンシェルをご契約の場合は、「お預かり／ｉコン

シェル」と表示されます。
約15秒後にダウンロードが開始されますので、待受
画面に戻してください。

O
＜保存（更新）＞
電話帳の更新ができなかった場合、「 」のデス
クトップアイコンでお知らせします。
FOMAカードに登録されている電話帳はお預か
りセンターに保存できません。
100Kバイトを超える画像が登録されている電
話帳は、保存（更新）することはできませんので
ご注意ください。
＜通信履歴表示＞
通信履歴は30件まで記憶できます。履歴が最大
件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きさ
れます。
＜自動更新＞
電話帳の自動更新時に他の機能を起動していた場
合、自動更新はされません。
＜復元＞
お預かりセンターに預けている電話帳データを
FOMA端末に復元すると、電話番号やメールに登
録されているアイコンが「 」や「 」に置
き換わることがあります。
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メール、画像、トルカ、スケジュールを
お預かりセンターに保存（更新／復元）す
る
FOMA端末に保存されているｉモードメール／
SMS、画像、トルカ、スケジュールをお預かりセン
ターに保存します。

＜例：メールや画像を保存（更新）する場合＞

1 メール一覧画面（P.157）／画像一
覧画面（P.294） u［機能］ 「お
預りセンターに保存」 メールや画
像を選択 o［完了］
メールや画像は最大10件まで選択できます。

2 端末暗証番号を入力 「YES」
お預かりセンターに接続してメールや画像の保
存を開始します。

3 o［完了］
■トルカ、スケジュールを保存（更新）する場合
トルカフォルダ一覧画面（P.288）、スケジュール画
面（P.351）／スケジュール一覧画面（P.352）の
機能メニューから「お預りセンターに接続」を選択し
ます。
■お預かりセンターの保存データをFOMA端末にダ
ウンロードする

電話帳と同様、ｉモードサイトに接続して、保存し
てあるデータをFOMA端末にダウンロードします。
ご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイド
ブック（ｉモード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

ｉコンシェルで電話帳お預かりサービス
を利用する
ｉコンシェルの契約をしている場合は、ｉコンシェ
ル画面からお預かりセンターに接続できます。
ｉコンシェルについて→P.208

1 ｉコンシェル画面（P.209） o
［MENU］ 「 」を選択 以下の
項目から選択
自動お預かり／更新設定……お預かりセンター
に、電話帳、トルカ、スケジュールを自動的に
保存する間隔、情報更新の停止／再開を設定し
ます。

お預かりデータ確認……お預かりセンターに保
存している電話帳などの内容を確認します。

お預かりデータ更新……お預かりセンターに
データを保存（更新）します。

お預かり通信履歴……お預かりセンターとの通
信履歴を表示します。

各種機能の設定を初期状態に戻
す 〈設定リセット〉

各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

設定リセットされる機能について、詳しくは「メ
ニュー機能一覧」（P.422）をご覧ください。
パソコンなどの外部機器と接続している場合、
「USBモード設定」はお買い上げ時の設定内容に戻
りません。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「その他設定」 「設定リセット」
端末暗証番号を入力 「YES」

O
＜メール＞
FOMAカードに保存されているSMSはお預かり
センターに保存できません。
ｉモードメールに添付されているファイルは削
除して保存されます。
FOMA端末外への出力が禁止されている画像が
受信メールに挿入されている場合は、削除して保
存されます。
「色分け」の設定は保存されません。
＜画像＞
1件あたりのファイル容量が100Kバイトを超え
る画像、FOMA端末外への出力が禁止されている
画像、お買い上げ時に登録されているデコメ®ピ
クチャやデコメ®絵文字は保存できません。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なります。
間違えないようにしてください。
間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後に登録
したデータもすべて削除されます。→P.137
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FOMA端末をお買い上げ時の
状態に戻す 〈端末初期化〉

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容
をお買い上げ時の状態に戻します。

お買い上げ時に登録されているデータは削除され
ません。ただし、マイピクチャの「INBOX」に保
存されているサンプル画像は削除されます。
FOMAカードやmicroSDカードに保存、登録、設
定されているデータは削除されません。
ネットワークに接続して設定する項目は初期化さ
れません。
お買い上げ時に登録されているｉアプリやウィ
ジェットアプリ、およびマイピクチャの「INBOX」
に保存されているサンプル画像を削除した場合、端
末初期化を行っても元に戻りません。
以下の場合、ｉアプリやウィジェットアプリは端末
初期化を行うと削除されます。
• お買い上げ時に登録されているｉアプリやウィ
ジェットアプリをバージョンアップした場合

• お買い上げ時に登録されているｉアプリやウィ
ジェットアプリを一度削除して再度ダウンロー
ドした場合

2in1のモードにかかわらず、Aモード・Bモードの
すべてのデータが初期化されます。
「端末初期化」を行うときは、電池をフル充電して
おいてください。電池残量が不十分の場合は、初期
化できないことがあります。
「端末初期化」を行っているときは、電源を切らな
いでください。
端末初期化を行っているときは、ほかの機能を使用
できません。また、音声電話、テレビ電話の着信や
メールの受信などもできません。

1 i 「SETTINGS／NW SERVICE」
「その他設定」 「端末初期化」
端末暗証番号を入力

2「YES」 「YES」

端末の初期化が開始されます。
初期化が終了するまでに数分かかる場合があり
ます。
端末の初期化が終了すると、自動的に再起動し
た後、初期設定画面が表示されます。
■ 端末初期化が正常に終了しなかった場合
電源が入った後に「OK」

再度初期化が実行されます。

遠隔操作でデータを初期化する
〈遠隔初期化〉

本機能の利用契約（ビジネスmoperaあんしんマネー
ジャー）をすることで、管理者からのお申し出によ
り、対象となるFOMA端末の各種データ（本体／
microSDカード／FOMAカード（UIM）内のメモ
リ）を初期化することができます。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個
人データ、ダウンロードした画像やメロディ、ｉア
プリ、PDFデータ、カメラで撮影した写真（静止
画）や動画、各種履歴や情報など、お客様の大切な
データがすべて削除されます（シークレットデー
タ、シークレットフォルダのデータ、保護されてい
るデータも削除されます）。

FOMA端末に登録した内容は、必要に応じてメ
モ を 取 っ た り、ド コ モ ケ ー タ イdatalink
（P.419）やmicroSDカードを利用して保管す
ることをおすすめします。

O
端末初期化を行った場合、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。
パソコンを用いるデータ通信に関する設定は初期
化されません。
おサイフケータイ対応ｉアプリとICカード内の
データは削除できない場合があります。
端末初期化を行うと、「Welcome ドコモ動画

」「緊急速報「エリアメール」のご案内」メー
ルが受信BOXに保存された状態になります。

お問い合わせ先
ドコモの法人向けサイト

パソコンから http://www.docomo.biz
※ 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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その他の「あんしん設定」

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設
定に関する機能／サービスがありますのでご活用く
ださい。

機能／サービス名称 目的 参照先
ICカードロック設
定

IC カード機能の不
正使用を防止した
い

P.286

迷惑電話ストップ
サービス

いたずら電話や悪
質なセールス電話
などの「迷惑電話」
着信したくない

P.394

番号通知お願い
サービス

発信者番号を通知
してこない電話を
着信したくない

P.394

FirstPass 電子認証サービス
を利用することに
より、安全で信頼性
のあるデータ通信
を行いたい
※FirstPass対応サ
イトに限ります。

P.200

ソフトウェア更新 必要な場合にFOMA
端末のソフトウェア
を更新したい

P.465

スキャン機能 障害を引き起こす
データから FOMA
端末を守りたい

P.472

メール選択受信 大量に届くメール
の中から、必要な
メールのみを受信
したい

P.151

「ｉモード災害用伝
言板」サービス

『ご利用ガイドブック（ｉモー
ド＜FOMA＞編）』をご覧く
ださい。メールアドレス変

更
迷惑メール対策
• URL付きメール
拒否設定

• 受信／拒否設定
• かんたんメール
設定

• ｉモードメール
大量送信者から
のメール受信制
限

• SMS拒否設定
• 未承諾広告※
メール拒否

• メール設定確認

メール機能停止／
再開

『ご利用ガイドブック（ｉモー
ド＜FOMA＞編）』をご覧く
ださい。メールサイズ制限

ケータイお探し
サービス
イマドコかんたん
サーチ

O
見知らぬ着信履歴には、おかけ直ししないようご
注意ください。とくに、相手にお客様の電話番号
を通知する設定にしてのおかけ直しは、無用なト
ラブルの原因となります。
＜迷惑電話防止機能の優先順位＞
迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の
優先順位は以下のとおりです。
①迷惑電話ストップサービス
②登録外着信拒否または呼出時間表示設定／非
通知着信設定／指定着信拒否

機能／サービス名称 目的 参照先
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