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着信音を変える 〈着信音選択〉

FOMA音声電話、WLAN音声電話（外線）、WLAN
音声電話（内線）、WLAN音声電話（専用線）、テレ
ビ電話、プッシュトーク、メール、チャットメール、
メッセージR／F、インスタントメッセージ、プレゼ
ンス状態通知を受けたときのそれぞれの着信音を設
定します。また、特定の電話番号／SIPアドレスや
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.106
メロディ一覧の見かた→P.308

1 i 「各種設定」 「着信」 「着信音
選択」 着信音を設定する項目を選択
「FOMA電話」を選択すると、FOMA音声電話
と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「着信音」 以下の項目から選択
メロディ……お買い上げ時に登録されている着信音
やメロディは「プリインストール」から選択します。
ｉモードのサイトなどからダウンロードしたメロ
ディは「INBOX」またはお客様が作成したフォルダ
から選択します。 

ｉモーション……お買い上げ時に登録されている着
モーションは「プリインストール」から選択します。
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）は「INBOX」
「カメラ」「移行可能コンテンツ」またはお客様が作
成したフォルダから選択します。
着信時には、選択したｉモーションに応じて映像や
音声が再生されます（着モーション機能）。

ミュージック……お買い上げ時に登録されている着
うたフル®は「プリインストール」から選択します。
FOMA 端末にダウンロードした着うたフル ® は
「INBOX」「移行可能コンテンツ」またはお客様が作
成したフォルダから選択します。
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。
■「移行可能コンテンツ」以外のフォルダを選
択した場合
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
vで着信音に設定する部分（橙色で表示）を
指定 d［確定］ 「YES」 フォルダを選択

おしゃべり……「おしゃべり機能」で録音した音声
を選択します。
「アラーム音や応答保留音を録音／再生する」
→P.371

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
メロディを選択すると、そのメロディが鳴りま
す。
r、q、o、p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

表示 曲名 作曲者
3D

サウンド
対応

着信音
1～4

－ － ×

CALLING － － ×
電話がかかっ
ています

－ － ×

黒電話 － － ×
Trip Trip － ×
Sunshine 
Place

Sunshine 
Place

－ ○

ジムノペディ ジムノペディ SATIE ERIK ×
木星 “The Planets” 

Jupiter
GUSTAV 
THEODORE 
HOLST

○

You've 
got mail

－ － ×

メールが届
きました

－ － ×

Good 
Morning

－ － ×

予定時間に
なりました

－ － ×

ひよこ － － ×
Signal － － ×
Calmness － － ×
Relief － － ×
Simple Bell － － ×
Sonic － － ×
Phonon － － ×
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■お買い上げ時に登録されている着モーション
Kaleidoscope
■お買い上げ時に登録されている着うたフル®

Cosmic Globe

O
映像のみのｉモーションは着信音に設定できません。
プッシュトーク、インスタントメッセージ、プレゼン
ス状態通知の着信音に設定できるｉモーションは音
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）です。
ｉモーションや着うたフル®によっては設定できない
ものがあります。
着モーションや着信画像に設定できる動画／ｉモー
ションでも、以下の場合は着モーションや着信画像に
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」（P.411）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、選択したｉモーションが「ｉモーション」
のINBOXフォルダに移動されます。
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。
着信音選択中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。「着信音量」を「消
去」に設定している場合は鳴りません。
着信音と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、着信音に設定された
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、着信画面に設定されたｉモー
ションが再生されます。
メールの着信音にｉモーション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。

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
③着信音選択の着信音／きせかえツール設定の着信
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。

メールとメッセー
ジR／Fを同時に受
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。
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3Dサウンドを設定する
〈サウンド効果〉

メロディを再生したときや、音声電話、テレビ電話、
プッシュトークや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 「各種設定」 「着信」 「サウン
ド効果」 「ステレオ・3Dサウンド設定」
「ON」

■ サウンド効果を設定しない場合
「OFF」

● 3Dサウンドとは
3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカ（またはス
テレオイヤホンセット）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。
■3Dサウンドの聞きかた
迫力ある3Dサウンドをお楽しみいただくために
は、FOMA端末をおよそ 20～30cm離し、正面
に持って聞いた場合に最も効果が現れます。
正面から左右にずらした位置で聞く場合や、正面で
も近すぎたり遠すぎたりした場合には効果が薄れ
てしまいます。
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、サウンド効果を「OFF」に
設定してください。

●「音響効果あり」のｉモーションを再生し
たときは

音響効果ありのｉモーションを再生したときに、ス
ピーカから聞こえる再生音には「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加わり、
イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音には「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.295

着信を振動で知らせる
〈バイブレータ〉

FOMA音声電話、WLAN音声電話（外線）、WLAN
音声電話（内線）、WLAN音声電話（専用線）、テレ
ビ電話、プッシュトーク、メール、チャットメール、
メッセージR／F、インスタントメッセージ、プレゼ
ンス状態通知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 「各種設定」 「着信」 「バイブ
レータ」 バイブレータを設定する項目を
選択
「FOMA電話」を選択すると、FOMA音声電話
と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、エリ
アメール、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。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパター
ンでFOMA端末が振動します。

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。

■バイブレータ設定時の待受画面のアイコン表示
：音声電話、テレビ電話、プッシュトークのいず
れかの着信で振動

：メール／チャットメール／メッセージ R ／メッ
セージF／メッセンジャー／プレゼンスのいず
れかの着信で振動

：「 」と「 」の両方の状態

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、ブザー音鳴動時にはブザー音
に連動して振動し、エリアメール着信音鳴動時には本
機能の「メール」の設定に従います。
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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、
好きなメロディに変更することができます。

1 i 「各種設定」 「着信」 「メロディ
コール設定」 「YES」
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。ただし、
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。
■ メロディコール設定をしない場合
「NO」

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」に設定した場合、以下の音も鳴
りません。
• 各種警告音
• 電池残量表示の音 
• 受話音量の調節を開始したときの音
• アラームのスヌーズ解除音
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 「各種設定」 「その他」 「ボタ
ン確認音」 「ON」
■ 鳴らさない場合
「OFF」

GPS機能で測位したときの通
知音やイルミネーションを設定
する

現在地確認、現在地通知、位置提供にて測位したとき
の通知音やイルミネーションについて設定します。
「位置提供設定」の「位置提供」を「ON」に設定
し、公共モード（ドライブモード）を設定している
場合、位置提供の要求があると通知音、バイブレー
タ、イルミネーションは動作せずに位置情報が提供
されます。

通知音やバイブレータを設定する

1 i 「LifeKit」 「GPS」 「GPS設
定」 「音／バイブレータ設定」

2 以下の項目から選択
音量……通知音の音量を設定する項目を選択し、c
で音量を調節します。

音選択……通知音を設定する項目を選択し、「メロ
ディ／OFF（鳴らさない）」から選択します。

バイブレータ……バイブレータを設定する項目を選
択し、「パターン1～3／メロディ連動／OFF（振動
しない）」から選択します。「メロディ連動」を選択
した場合は、設定されているメロディのパターンに
あわせて振動します。

通知時間設定……通知音を鳴らす時間を設定する項
目を選択し、「ON／OFF（鳴動しない）」から選択
します。「ON」を選択した場合は、鳴動時間（01
～30秒の2桁）※も入力します。

※：「位置提供／毎回確認」については、01～20秒
の2桁を入力します。

イルミネーションを設定する

1 i 「LifeKit」 「GPS」 「GPS設
定」 「イルミネーション選択」

2 設定する項目を選択 以下の項目から選
択
色1～12……それぞれの色で点滅します。

グラデーション……色1～12が順番に点灯します。

OFF……点滅しません。「位置提供／許可」と「位
置提供／毎回確認」を選択した場合は、「OFF」を設
定することはできません。

＜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
③バイブレータの設定

O
WLAN音声電話、テレビ電話、プッシュトークから発
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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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。
本機能の設定にかかわらず、以下の場合は確認音が
鳴りません。 
• 待受画面以外の画面を表示中
• 発信中
• 着信中
• 音声通話中／テレビ電話中／プッシュトーク通
信中

• マナーモード設定中
• 公共モード（ドライブモード）設定中 
• データ通信中
• 通信モード設定切替中
• 電源が切れている場合 

1 i 「各種設定」 「その他」 「充電
確認音」 「ON」
■ 鳴らさない場合
「OFF」

時刻アラーム音を設定する
〈時刻アラーム音設定〉

アラーム、スケジュール、To Doリストで設定でき
る時刻アラーム音を変更します。

1 i 「各種設定」 「時計」 「時刻ア
ラーム音設定」 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」から選択します。
■ アラーム音を鳴らさない場合
「OFF」

通話が切れそうなときにアラー
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 「各種設定」 「通話」 「通話品
質アラーム」

2 以下の項目から選択
FOMA通話品質アラーム……FOMA音声通話中や
テレビ電話中に電波の状態が悪くなったときにア
ラームを鳴らします。

WLAN通話品質アラーム……WLAN音声通話中に
電波の状態が悪くなったときにアラームを鳴らしま
す。

WLAN受信レベル低下通知……WLAN音声通話中
に電波の状態が悪くなりアクセスポイントが変更さ
れる際にアラームを鳴らします。

3 アラーム音を選択
アラーム音は「アラーム高音／アラーム低音」か
ら選択します。
■ アラーム音を鳴らさない場合
「アラームなし」

メールの着信音を鳴らす時間を
設定する 〈受信鳴動時間〉

メール、チャットメール、メッセージR／F、インス
タントメッセージ、プレゼンス状態通知を受信したと
きの着信音を鳴らす時間を設定します。

1 i 「各種設定」 「着信」 「受信鳴
動時間」 時間を設定する項目を選択
「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「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〉

平型スイッチ付イヤホンマイク（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 「各種設定」 「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」

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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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。 
「マナーモードに設定すると」→P.118
マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」
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。

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
モード選択」で設定した内容
が表示されます。 

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。

マナーモードを変更する
〈マナーモード選択〉

マナーモード設定中の動作を選択します。 

1 i 「各種設定」 「着信」 「マナー
モード選択」
「マナーモード選択画面」が
表示されます。

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
やメモの再生／消去でs［L］を押したときの確認
音）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……お客様のお好みによってマ
ナーモード設定中の動作を設定します。
「オリジナルマナーを設定する」→P.117

オリジナルマナーを設定する
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 マナーモード選択画面（P.117） 「オ
リジナルマナー」 以下の項目から選択
伝言メモ→P.80

バイブレータ→P.114

電話着信音量……音声電話とテレビ電話、プッシュ
トーク、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、インスタントメッセー
ジ、プレゼンス状態通知の着信音量を設定します。
→P.77

：「バイブレータ」で通知

、 、 ：「着信音量」を「消去」に設定

  ～  

  ～  

：「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（数字は録音／録画さ
れている伝言メモの件数）

O
マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音や
オートフォーカスロック完了音は鳴ります。
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。 

マナーモード選択画面

マナーモード選択

　スーパーサイレント

メニュー２０

　マナーモード

　オリジナルマナー

　　　　　着信
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アラーム音量→P.360

ｉアプリ音量→P.249
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→P.115

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 o［完了］

■マナーモードに設定すると
各マナーモードは以下のような設定になります。 

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.80）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、プッシュトーク、
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、エリアメール、チャットメール、
パケット通信、メッセージR／F、インス
タントメッセージ、プレゼンス状態通知の
着信音量

消去 「メール着信音量」の設定値

エリアメールのブザー音 消去 「メール着信音」が「消去」以外は「レベル6」
アラームの音量（スヌーズ機能を含む） 消去 「アラーム音量」の設定値
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／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」
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「FOMA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／新着インスタント
メッセージの確認音

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」

GPS機能の現在地確認音や通知音 消去 オリジナルマナーの設定値にかかわらず、す
べて消去
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■イヤホン接続時は
イヤホン接続時は以下のような設定になります。

画面の表示を変える 〈画面表示設定〉

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受
画面や発着信画面などに設定することもできます。 

1 i 「各種設定」 「ディスプレイ」
「画面表示設定」
「画面表示設定画面」が表示
されます。

2 以下の項目から選択 
待受画面……待受画面のイメージを変えます。
→P.120

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。

OFF……画像などを表示しません。

メッセージ……メッセージを入力します。全角
50文字、半角100文字まで入力できます。

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。

FOMA電話発信・FOMA電話着信・WLAN電話発
信・WLAN電話着信（外線）・WLAN電話着信（内
線）・WLAN電話着信（専用線）・テレビ電話発信・
テレビ電話着信・メール送信・メール受信……音声
電話、テレビ電話、メール（ｉモードメール、SMS）
の発信時・送信時や着信時・受信時に表示される画
像を設定します。
• 発信画面の設定では発信時・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。

• 着信画面の設定では「着信画面」を選択してから、
着信時・受信時に表示される画像を、マイピク
チャ、ｉモーション※から選択します。

• メールの受信画面ではｉモーションを選択できま
せん。

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。

※：ｉモーションを移行可能コンテンツフォルダから
選択した場合、コンテンツはFOMA端末のINBOX
フォルダに移動後、設定されます。

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、To Doリスト／ス
ケジュールの内容読み上げ

「着信音量」の「FOMA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／新着インスタント
メッセージの確認音

「着信音量」の「FOMA
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.351）

O
「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ」（P.80）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。

画面表示設定画面

O
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。
ｉモーションによっては設定できないものがありま
す。
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。
着モーションや着信画像に設定できる動画／ｉモー
ションでも、パソコンや、ほかのFOMA端末、microSD
カードからFOMA端末本体に転送／コピーしたもの
（FOMA端末本体から一度外に出したものを含む）は
設定できなくなります。
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待受画面のイメージを変える
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 画面表示設定画面（P.119） 「待受画
面」 以下の項目から選択
OFF※1……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※1……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。

ｉモーション※1 ※2……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※1……ｉアプリ待受画面を設定
します。→P.255
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※3……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。

※1：操作2以降は不要です。
※2：ｉモーションを移行可能コンテンツフォルダか

ら選択した場合、コンテンツはFOMA端末の
INBOXフォルダに移動後、設定されます。

※3：操作3は不要です。

2 画像の表示方法を以下の項目から選択
センタリング表示……画面中央に表示します。

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／縮小して表示します。

並べて表示……左上から並べて表示します。

全画面表示……画面サイズいっぱいに拡大または切
り出して表示します。

3 画像を確認 d［確定］

● 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（dを
スライドしてポインターでカレンダーを反転させる
こともできます）。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。

着信音と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、着信音に設定された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、着信画面に設定されたｉモー
ションが再生されます。
インスタントメッセージの送信画面と受信画面、プレ
ゼンス状態通知の着信画面には画像の設定ができま
せん。
＜着信画像の優先順位＞
着信画像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電話帳登録の静止画
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画面表示設定／きせかえツール設定
※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、静止画・画像

＜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画面表示設定／きせかえツール設定

O

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端末を開いたときにｉモーションが再生され
ます。
Flash画像やアニメーションGIF形式の画像を待受画
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
• 通常スタイルに切り替える
• 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
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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〉

静止画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、着信時に静止画を表
示します。

1 i 「各種設定」 「着信」 「電話帳
画像着信設定」 「ON」
■ 表示しない場合
「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／SIP
アドレス・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 「各種設定」 「着信」 「発着信
番号表示設定」 色を選択
■ 元の設定に戻す場合
p［リセット］

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）

プライバシーアングルが解除されて「 」が消
えます。

ビュースタイル時の待受画面の
設定をする 〈ヨコスタイル設定〉

ビュースタイル時の待受画面の表示内容の設定や時
計設定を行います。
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 「各種設定」 「ディスプレイ」
「ヨコスタイル設定」

2 以下の項目から選択
ヨコ待受画面

通常と同じ……「画面表示設定」と同じ設定で
表示されます。

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。
「待受画面のイメージを変える」→P.120

マイピクチャ……待受画面に表示される画像
を選択します。
「待受画面のイメージを変える」→P.120

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。
「待受画面のイメージを変える」→P.120

ランダム待受画面……ビュースタイルに切り
替えたときや他の画面からヨコ待受画面に
戻っ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。
「待受画面のイメージを変える」→P.120

O
着信画像の設定が重なった場合の優先順位について
は、P.120をご覧ください。
着信画面と着信音の組み合わせまたは優先順位によ
り、着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設
定で動作する場合があります。
相手が電話番号やSIPアドレスを通知してこなかった
場合は、画像は表示されません。

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。
「配色パターン」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「配色パターン」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。
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時計設定

大きく表示……時刻を大きく表示します。

小さく表示……時刻を小さく表示します。

上に小さく表示……時刻のみを画面上に小さ
く表示します。

表示しない……日付や時刻は表示されません。

スタイルチェンジ設定……ビュースタイルに切り替
えたときに起動する機能を設定します。→P.30

ディスプレイとボタンの照明を
設定する 〈照明設定〉

1 i 「各種設定」 「ディスプレイ」
「照明設定」 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。
省電力モードを「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。
• 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、待受画面の表示が消えます（省電
力モード）。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（約15秒間操作がないと「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
「自動調整ON／自動調整OFF」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、自動でバックライトの明るさを調
整します。

明るめ・普通・暗め……バックライトの明るさ
のレベルを選択します。

● 各機能に省電力モードを一括設定する
（エマージェンシーモード）
エマージェンシーモードに設定すると、照明・音・画
面の各機能の設定が省電力モードになるように一括
で変更され、すべての機能でバックライトの自動調整
が有効になります。電池残量を節約したいときに設定
すると有効です。
エマージェンシーモード設定中に利用が制限され
たり、設定が変更される機能は以下のとおりです。
• 照明関連：照明設定、イルミネーション・ウィン
ドウ、通話中イルミネーション

• 音関連：サウンド効果、メール読み上げ設定、
ｉモーション自動再生設定、効果音設定（ｉモー
ド）、ボタン確認音

• 画面関連：画面表示設定、ヨコ待受画面、配色パ
ターンの設定項目、ｉチャネルのテロップ表示

1 5（1秒以上）
エマージェンシーモードが設定されて「 」が
表示されます。
■ 解除する場合
5（1秒以上）

エマージェンシーモードが解除されて「 」が
消えます。

O
動画やｉモーションを待受画面に設定した場合、
FOMA端末をビュースタイルに切り替えると動画や
ｉモーションが再生されます。Dを押すと再生は終了
します。再生が終了すると動画やｉモーションの1コ
マ目が待受画面に表示されます。
Flash画像やアニメーションGIF形式の画像を待受画
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端末のスタイルを切り替える
• 待受画面表示中にDを押す
• ほかの画面から待受画面に戻る

O
エマージェンシーモードは、電源を切る／入れると設
定が解除されます。
文字編集中やｉアプリ実行中に、エマージェンシー
モードの設定や解除はできません。
「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、FOMA端末を開いたときやスタイルを切
り替えたときにバックライトを約15秒間点灯します。
カメラ起動中、動画／ｉモーション再生中は常時点灯
します。「OFF」に設定すると、バックライトは点灯
しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に
かかわらず、常時点灯します。
エマージェンシーモードを設定しても各機能の設定
は変更されません。また、各機能で設定を変更しても
エマージェンシーモードの動作には影響しません。
FOMA端末を開いているときに省電力モードになる
とoとpが点滅します。
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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〉

文字や背景、ソフトキーの背景などを変更します。

1 i 「各種設定」 「ディスプレイ」
「画面デザイン」 以下の項目から選択
配色パターン……配色パターンを「Black／Light
Gray／Red／Solid Blue／Brown」から選択しま
す。※

アイコンパターン……電池アイコン、アンテナアイ
コンのデザインを「Standard／Chocolate／
Block」から選択します。

ソフトキー……ソフトキーの背景パターンを
「Black／Brown／White」から選択します。※

※：項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパ
ターンがディスプレイに表示されます。

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〉

「各種設定」のメニュー小項目（機能）の表示方法や、
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 「各種設定」 「ディスプレイ」
「メニュー画面設定」
「メニュー画面設定画面」が
表示されます。

2 以下の項目から選択
メニュー表示……小項目の表示のしかたを「一覧表
示／詳細表示」から選択します。

テーマ……メインメニューの選択画面の背景やアイ
コンを「Metal／Chocolate／Pattern／Standard
／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。オリジナルテーマについて
は「メインメニューの画面を変更する」（P.123）を、
きせかえツールについては「きせかえツールを管理す
る」（P.310）を参照してください。

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（P.42）の並び順などの操作履歴をリセット
します。

※：「操作履歴リセット」に対応したメニュー画面のみ
に有効です。

メインメニューの画面を変更する
大項目の選択画面（メインメニュー）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.123）「テー
マ」 「オリジナルテーマ」
「オリジナルテーマ画面」が
表示されます。

2 以下の項目から選択
MUSIC・ブラウザ・おサイフケータイ・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……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。

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。
アンテナアイコンはFOMAとWLANで別々の設定は
できません。

メニュー画面設定画面

　　　ディスプレイ

メニュー画面設定
メニュー５７

　テーマ
　フォーカス記憶

　メニュー表示

　操作履歴リセット 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
画像表示エリアより大きい画像の場合は、縦横が同じ
比率で縮小表示されます。小さい画像の場合は、元の
画像サイズを2倍したときに表示エリア内に収まると
きは2倍で中央表示され、収まらないときはそのまま
のサイズで中央表示されます。

オリジナルテーマ画面

機能メニュー P.124



124

音
／
画
面
／
照
明
設
定

オリジナルテーマ画面（P.123）
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……変更した大項目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〉

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.40
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」の大項目と「MUSIC」、
「ブラウザ」、「おサイフケータイ」、「各種設定」、
「データBOX」、「LifeKit」、「サービス」、「電話帳」、
「ユーザデータ」の各中小項目です。
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］
「オリジナルメニュー画面」
が表示されます。

2「＜未登録＞」を反転o［編集］ bで機
能を選択
■ すでに登録されている機
能を変更する場合
機能が登録されている項

目を反転

オリジナルメニュー画面
（P.124）

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.127

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。

イルミネーション・ウィンドウ
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〉

イルミネーション・ウィンドウのメッセージ表示のし
かたや時計表示などを設定できます。
「イルミネーション・ウィンドウ（背面ディスプレ
イ）の見かた」→P.36

1 i 「各種設定」 「ディスプレイ」
「イルミネーション・ウィンドウ」「ON」
■ イルミネーション・ウィンドウに何も表示し
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。

着信表示……着信中に相手の電話番号／SIPアドレ
ス（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……音声電話、テレビ電話、プッシュトー
クの発信中や通話中、赤外線通信／ｉC通信中やデー
タ通信中、ICカード認証中などの状態を画像、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……イルミネーション・ウィンドウ用
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……イルミネーション・ウィンドウの表示
時間を「15秒間／30秒間／60秒間」から選択し
ます。

3 o［完了］

オリジナルメニュー画面

機能メニュー P.124

O
着もじがついたFOMA音声電話やテレビ電話を着信
すると、イルミネーション・ウィンドウに着もじが表
示されます（着もじ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、着もじは表示されません。
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着信時の着信イルミネーション
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、プッシュトークの着信があっ
たときや、メール、チャットメール、メッセージR／
F、インスタントメッセージ、プレゼンス状態通知を
受信したときの着信イルミネーションの点滅色や点
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／SIPアドレスやメールアドレ
ス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定す
ることもできます。→P.106

1 i 「各種設定」 「着信」 「着信イ
ルミネーション」 以下の項目から選択
着信イルミネーション選択……「FOMA電話／
WLAN電話（外線）／WLAN電話（内線）／WLAN
電話（専用線）／テレビ電話／プッシュトーク／メー
ル／チャットメール／メッセージR／メッセージF
／メッセンジャー／プレゼンス」の着信イルミネー
ション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
着信イルミネーションが点灯します。
色1～色12　 ：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1～色12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。

パターン設定※……着信イルミネーションの点滅パ
ターンを「固定パターン／メロディ連動」から選択
します。

カラー設定

カラー名編集……色1～12を選択し、カラー
名を編集します。全角10文字、半角20文字
まで入力できます。

カラー調節……色1～12を選択し、色あい
（赤、緑、青）をvで調節します。

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、メッセンジャー、プレゼンス）の
アイコンが表示されているときに、着信イルミネー
ションを点滅させ続けるか点滅させないかを設定し
ます（点滅の間隔は約5秒間です。省電力モード時
は約10秒間です）。

※：oとpも着信イルミネーションと同じパター
ンで点滅します。

通話中の着信イルミネーション
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、テレビ電話中、プッシュトーク通信中の
イルミネーションの点滅のしかたを設定します。

1 i 「各種設定」 「通話」 「通話中
イルミネーション」 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……点滅しながら色が変化しま
す。

グラデーション2……点灯したまま色が変化しま
す。

O
着信音に「着信音1～4」を設定している場合は、本
機能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、着
モーションや着うたフル®の場合は「固定パターン」
で点滅します。
エリアメールの着信イルミネーションは以下の動作
となります。
• 着信イルミネーションの点滅色：赤（色９）
• パターン設定：ブザー音鳴動時はメロディ連動で点
滅し、着信音鳴動時は本機能の設定に従います。

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
③着信イルミネーションの設定

O

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。

メ ー ル と
メッセージ
R／Fを同時
に受信

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。
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グラデーション3……すばやく色が変化する点滅パ
ターンを繰り返します。

ICカード機能利用時のイルミ
ネーションについて設定する

〈ICカードイルミネーション〉

ICカード機能利用時に着信イルミネーションが点灯
するように設定します。

1 i 「おサイフケータイ」 「設定」
「ICカードイルミネーション」 「ON」
■ 点灯させない場合
「OFF」

文字のフォントを変える
〈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 「各種設定」 「ディスプレイ」
「フォント設定」 以下の項目から選択
書体……「ゴシック体／明朝体」から選択します。
反転したフォントの文字例が画面の下部に表示され
ます。

太さ……太さを「細字／太字」から選択します。反
転した太さの文字例が画面の下部に表示されます。

文字サイズ……以下の画面の文字サイズを設定しま
す。
文字入力（編集）画面、メール詳細画面、メッセー
ジR／Fの詳細画面、サイトのページ、画面メモ、電
話帳一覧画面、電話帳詳細画面、マイプロフィール
画面、フルブラウザ表示、WLANブラウザ表示

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」に設定します。

個別設定……文字入力、メール、ｉモード、
WLANブラウザ、フルブラウザ、電話帳、発
着信履歴、ｉチャネルテロップの各画面の文字
サイズを個別に設定します。
反転したサイズの文字例が画面の下部に表示
されます。

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。メイン時計の日付
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 「各種設定」 「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

大きく表示……時刻を大きく表示します。

小さく表示……時刻を小さく表示します。

上に小さく表示……時刻のみを画面上に小さ
く表示します。

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、イルミネーション・ウィンドウに表示
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 「各種設定」 「ディスプレイ」
「バイリンガル」
■ 日本語表示から英語表示に切り替える場合
「English」
■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合
「日本語」

O
「文字サイズ」の「個別設定」の「フルブラウザ」で
は携帯レイアウトの文字サイズが設定されます。
→P.283

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。
「バイリンガル」の設定が「English」のときは、「待
受時計表示」の「表示方法」および「不在／新着確認
設定」の選択肢が「ON／OFF」の2項目になります。
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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。
デスクトップに貼り付けられるアイコンは以下の
とおりです。

※1：デスクトップアイコンを選んだときに表示されるタ
イトルは、いずれの場合も先頭から全角11文字、半
角22文字までです。

分類 表示される
アイコン（種類） アイコンのタイトル※1

データ
を呼び
出す

（電話番号）
電話帳に登録されてい
る名前（ない場合は電話
番号）

（SIPアドレ
ス：WLAN
音声電話）

電話帳に登録されてい
る名前（ない場合はSIP
アドレス）

（SIPアドレ
ス：インスタ
ントメッセー
ジ作成）

電話帳に登録されてい
る名前（ない場合はSIP
アドレス）

（メールアド
レス）

電話帳に登録されている
名前（ない場合はメール
アドレス）※2

（SMSアド
レス）

電話帳に登録されてい
る名前（ない場合は電話
番号）※2

（ｉモード）

ｉモードのページタイ
ト ル（な い 場 合 は
「http://」または
「https://」を 除 い た
URL）

（フルブラウ
ザ）

フルブラウザのページ
タイトル（ない場合は
「http://」または
「https://」を 除 い た
URL）

（WLANブラ
ウザ）

WLANブラウザのペー
ジのタイトル（ない場合
は「http://」ま た は
「https://」を 除 い た
URL）

（メロディ）※3 メロディのタイトル（な
い場合は「メロディ」） 

（画像）※3 画像のタイトル（ない場
合は「イメージ」）

（動画または
ｉモーショ
ン）※3

動画またはｉモーショ
ンのタイトル（ない場合
は「ｉモーション」）

（キャラ電） キャラ電のタイトル（な
い場合は「キャラ電」）

データ
を呼び
出す

（PDFデータ）
PDFデータのタイトル
（ない場合は「ドキュメ
ント」）

（ｉアプリの
ソフト※）

ソフト名

（GPS）
現在地通知先のタイト
ル（ない場合は「現在地
通知」）

※：ｉアプリのソフトに対応したアイコンがデスクトップ
に貼り付けられます。

分類 表示されるアイコン（種類） アイコンの
タイトル※1

機能を
呼び出
す※4

（フォトモード）

（ムービーモード）

（ボイスモード）

（To Doリスト）

（スケジュール）

（テキストメモ）

（テキストリーダー）

（バーコードリーダー）

（ｉチャネル）

（Music&Videoチャネ
ル）
（ミュージック）

（赤外線受信）

（辞典）

（オリジナルメニュー）

（電卓）

（ライフヒストリー
ビューア）
（クイック検索）

（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（FB））
（ワンタッチマルチ
ウィンドウ（WB））
（メッセンジャー）

（プレゼンス）

機能名（左記
「種 類」と 同
じ）

フォル
ダを呼
び出す

（受信BOXのフォル
ダ）

フ ォ ル ダ 名
（ない場合は
「フォルダ」）

分類 表示される
アイコン（種類） アイコンのタイトル※1
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※2：メール詳細画面から貼り付けた場合、名前は表示され
ません。

※3：お買い上げ時に登録されているメロディ、画
像、ｉモーションまたは自作アニメをデスクトップ
に貼り付けることはできません。

※4：同じ機能のデスクトップアイコンを複数貼り付ける
ことはできません。

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。
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.104

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。
■ デスクトップの表示を設定する場合
o［設定］

「デスクトップアイコン画面」の設定メニュー
→P.129

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 「各種設定」 「ディスプレイ」
「デスクトップ」
「デスクトップ画面（テー
マ）」が表示されます。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.128）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］
「デスクトップ画面（詳細）」
が表示されます。

デスクトップアイコン画面
（P.128）／デスクトップ画面
（テーマ・詳細）（P.128）

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。

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を押したときやニューロポ
インターをスライドさせたときのみアイコンが表示され
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。

タイトル編集……アイコンタイトルは全角16文字、半角
32文字、テーマは全角11文字、半角22文字まで入力
できます。

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。
「複数選択について」→P.45

デスクトップアイコン画面

機能メニュー P.128

デスクトップ画面（テーマ）

　テーマ２
　テーマ１

　テーマ３

　　　デスクトップ

機能メニュー P.128

デスクトップ画面（詳細）

機能メニュー P.128
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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。
「複数選択について」→P.45

デスクトップ初期化……お買い上げ時の状態（「フォト
モード」「ホームＵ初期設定サイト」「ライフヒストリー
ビューア」「クイック検索」）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.124

削除……「1件削除／選択削除／全削除」から選択します。
「複数選択について」→P.45

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
たときやニューロポインターをスライドさせたとき
のみアイコンが表示されます。

待受画面設定……待受画面のイメージを変更しま
す。→P.120

ヨコ待受画面……ビュースタイル時の待受画面の設
定をします。→P.121

きせかえツール設定……きせかえツールを設定しま
す。→P.133

chキー設定……ソフトキーに機能を割り当てます。
→P.40

時計設定……待受画面の時計表示を設定します。
→P.126

情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン 通知内容 操作後の表示／
起動内容

新着メールの着信が
あったことを通知し
ます。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、メールの題名
に含まれる絵文字を
3Dアニメーションで
表示します。メールの
題名も表示します。
→P.130、213

最新の受信メール詳
細画面を表示します。

新着メッセージの着
信があったことを通
知します。アイコンを
反転表示すると、メッ
セージの題名に含ま
れる絵文字を3Dアニ
メーションで表示し
ます。メッセージの題
名も表示します。
→P.130、232

最新のメッセージ詳
細画面を表示します。

新着チャットメール
があったことを通知
します。アイコンを反
転表示すると、チャッ
トメールの内容に合
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、「チャット
メールあり」を表示し
ます。→P.130、213

チャット画面を表示
します。

新着トルカがあるこ
とを通知します。

最新のトルカがある
トルカ一覧画面を表
示します。

不在着信があったこ
とを通知します。アイ
コンを選ぶと、不在着
信の件数を表示しま
す。

「不在着信履歴」を表
示します。

音声電話の伝言メモ
があることを通知し
ます。

「音声メモの再生／消
去」を起動します。

テレビ電話伝言メモ
があることを通知し
ます。

「動画メモの再生／消
去」を起動します。

留守番電話サービス
センターに伝言メッ
セージが入っている
ことを通知します。

「留守番電話」を起動
します。 

アラーム、スケジュー
ル、To Doリストのア
ラーム通知ができな
かったことを通知し
ます。

通知できなかった最
新のアラームの情報
を表示します。 

ｉアプリのソフトが自
動起動できなかった
ことを通知します。

自動起動情報画面を
表示します。

ｉアプリ待受画面が異
常終了したことを通
知します。 

セキュリティエラー
履歴を表示します。

アイコン 通知内容 操作後の表示／
起動内容
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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。
新着メール、新着メッセージの場合はメールの題名
が最大で全角22文字、半角44文字まで表示され
ます。
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の通
知内容について→P.129
感情お知らせメールのアイコンについて→P.213

ソフトウェア更新の
お知らせがあること
を通知します。

「ソフトウェア更新」
を起動します。

ソフトウェア更新が
成功したことを通知
します。

端末暗証番号を入力
した後、更新結果表示
画面を表示します。

ソフトウェア更新が
失敗したことを通知
します。
書換え開始時刻を通
知します。

書換え予告内容表示
画面を表示します。

積算料金が設定した
通知金額を超えたこ
とを通知します。

端末暗証番号を入力
した後、「通話料金通
知」のアラーム情報を
表示します。

スキャン機能のパ
ターンデータ自動更
新が成功したことを
通知します。

スキャン機能のパ
ターンデータ自動更
新結果を表示します

更新が正常に行えな
かったことを通知し
ます。または、スキャ
ン機能の新規パター
ンデータがリリース
されたことを通知し
ます。

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
表示します。

電話帳お預かりサー
ビスの更新ができな
かったことを通知し
ます。

端末暗証番号を入力
した後、電話帳お預か
りセンターへの接続
を選択する画面を表
示します。

GPS機能の位置提供
の要求があったこと
を通知します。

位置履歴画面を表示
します。

操作なしに位置提供
の応答に成功したこ
とを通知します。
操作なしに位置提供
の応答に失敗したこ
とを通知します。
Music&Videoチャネ
ルの番組のダウン
ロードに成功したこ
とを通知します。

Music&Videoチャネ
ル画面を表示します。

Music&Videoチャネ
ルの番組のダウン
ロードに失敗したこ
とを通知します。
新着インスタント
メッセージの着信が
あったことを通知し
ます。

受信インスタント
メッセージ詳細画面
を表示します。

アイコン 通知内容 操作後の表示／
起動内容

プレゼンスの状態に
変更があったことを
通知します。

プレゼンスの状態に
変更があったバディ
リスト画面を表示し
ます。

O
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があります）。

アイコン 通知内容 操作後の表示／
起動内容

　ありがとう

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）

新着メールあり
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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1 i 「各種設定」 「ディスプレイ」
「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」

ニューロポインターを設定する
〈ニューロポインター設定〉

ニューロポインターボタン（d）で操作するポインター
をより使いやすくするために、ポインター表示のON／
OFFや移動速度、アイコンデザインを設定します。
ポインターは、「 」が表示される画面で使用でき
ます。
ポインターアイコンにはカーソルの追従スタイル
によって3種類の色があります。 「Standard」の
ポインターの場合、 （青色）のときは、ポイン
ターを移動すると画面内のカーソルが追従します。

（灰色）のときは、ポインターを移動してもカー
ソルは追従しません。 （赤色）のときはフルブラ
ウザ上でコンテンツの操作ができます。

1 i 「各種設定」 「その他」 「ニュー
ロポインター設定」 以下の項目から選択
ポインター表示……ニューロポインターを利用する
かしないか（ON/OFF）を設定します。

速度調節……ポインターの移動速度を調節します。

簡易設定……「速度（標準）／速度（高速）」か
ら選択します。

詳細設定……画面（通常画面※1、MainMenu
画面、T9候補・ワード予測画面、ソフト実行
画面※2）ごとにポインターの移動速度を調節
します。
速度0（左端）～11（右端）段階で調節でき
ます。調節値を右にずらすほど速度が速くな
り、左にずらすほど遅くなります。

速度リセット……ポインターの速度をお買い
上げ時の状態に戻します。

スライド設定

スライド調整……画面のガイダンスに従って
ポインターを正しく動かせるように、ニューロ
ポインターの最大スライド範囲を調整します。

リセット……スライドの調整値をお買い上げ
時の状態に戻します。

ポインターアイコン設定……ポインターのアイコン
デザインを変更します。機能メニューで、選択画面
の一覧表示方法（タイトル名一覧／ピクチャ一覧）
を切り替えることができます。

※1：一覧画面やアイコン選択画面など、一般的な画
面のポインター速度を調節します。

※2：ｉアプリのソフトによっては、本機能の設定が
反映されない場合があります。

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や
ニューロポインターで選択できるようにします。

1 i 「各種設定」 「ディスプレイ」
「表示アイコン設定」 「ON」
■ 選択できないようにする場合
「OFF」

表示アイコンを選択する
＜例：マルチファンクションボタン（b）で選択す
る場合＞

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。
■ ニューロポインターで選
択する場合
dをスライドしてポイン

ターを表示 ポインターを
移動しアイコンを反転

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。

O
保存先の受信BOXやフォルダがロック設定中のとき
に受信した新着メール、新着チャットメールは、デス
クトップアイコンを反転表示しても、感情お知らせ
メールのアイコンや絵文字の3Dアニメーションおよ
び題名は表示されず、「新着メールあり」、「チャット
メールあり」のみを各々表示します。
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。
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■選択できるアイコン／表示と、選択後の表示内容

選択できるアイコン／
表示 選択後の表示内容

「画面デザイン」を表示

「セルフモード」を解除する
画面を表示

 

 

「画面デザイン」を表示

 （赤色）

 （赤色）

未読メールの一覧を表示

「受信BOX」を表示

 （赤色）

 （赤色）

「メッセージR」「メッセージ
F」を表示

 （R、Ｆ：赤色）

（R：赤色）

（F：赤色）

「メッセージR」と「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

 （赤色）

 （赤色）

 （赤色）

「ｉモード問い合わせ」を実
行

「メール選択受信画面」を表
示

 
「ロック機能選択画面」を表
示

 「位置提供」を表示

「USBモード設定」を表示

  「バイブレータ」と「受信鳴
動時間」の選択画面を表示

  

• 通常のとき（マナーモード
でないとき）
「着信音量」と「受信鳴動時
間」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「受
信鳴動時間」の選択画面を
表示

「マナーモード選択」を表示

「遠隔監視設定」を表示

 
「スケジュール」、「アラー
ム」、「To Doリスト」の選択
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

 「プライバシーアングル」を
表示

     

     

「USBモード設定」を表示

最新の未読の受信インスタ
ントメッセージ詳細画面を
表示
プレゼンスの状態に変更が
あったバディリスト画面を
表示
「メッセンジャー」と「プレ
ゼンス」を選択する画面を表
示
「キー操作ロック」を設定す
る画面を表示

  
「サイドボタン設定」と「IC
カードロック設定」を選択す
る画面を表示

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

サブ時計 「サブ時計設定」を表示

    

    

    

    

   

起動しているタスクを切り
替えて表示

選択できるアイコン／
表示 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。
お買い上げ時は本体色に対応したデータのほか、
「Original Theme」、「拡大メニュー」、「ダイレク
トメニュー」の計5種類が登録されています。
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.293
一括設定できる対象項目は以下のとおりです。
•「画面表示設定」
•「ヨコスタイル設定」－「ヨコ待受画面」
•「着信音選択」
•「GPS設定」－「音／バイブレータ設定」－「音
選択※1※3」

•「時刻アラーム音設定」
•「メニュー画面設定」－「テーマ※2」
•「待受時計表示※3」
•「イルミネーション・ウィンドウ」－「時計種
類※1※3」

•「画面デザイン」
•「ニューロポインター設定」－「ポインターアイ
コン設定」

•「ｉチャネル」－「ｉチャネル設定」－「テロッ
プカラー設定※3」

• ミュージックプレーヤーの「プレーヤー画面変
更※3」

※1： 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：「拡大メニュー」ではメインメニューのみ設定でき
ます。

※3：「ダイレクトメニュー」では設定できません。
2in1設定時、いずれのモードできせかえツールを
設定しても、次の項目以外は、すべてのモード／電
話番号／SIPアドレス／メールアドレスに反映さ
れます。
• 待受画面、ヨコ待受画面、音声電話着信画面、テ
レビ電話着信画面はAモードのみ

• 音声電話着信音とテレビ電話着信音はAナン
バーのみ

• メール着信音はAアドレスのみ
本機能に設定するパッケージによっては、利用頻度
により自動的に使いやすくメニューが切り替わっ
たり、手動で中項目のメニューを個別設定するな
ど、メインメニューをカスタマイズして利用するこ
とが可能になります。

本機能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、メニュー項目に割り当てられている番号（メ
ニュー番号）が適用されないものがあります。この
場合、本書での説明どおりに操作できないため、メ
インメニューのテーマを「Standard」（P.42）に
切り替えるか、メニューの操作履歴をリセット
（P.123）してください。

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.134

1 i 「各種設定」 「きせかえツール設
定」
「きせかえツール設定一覧画
面」が表示されます。

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］
■ ｉモードでパッケージを
検索する場合
「ｉモードで探す」

きせかえツール設定一覧画面
（P.133）

タイトル編集……タイトルを編集します。全角10文字、
半角20文字まで入力できます。

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。

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。
「個別着信音／画像」、「グループ着信音／画像」が設
定されている場合や電話帳に画像が設定されている
場合は、本機能で設定された項目よりも優先して表示
されます。
パッケージを設定した後に、一括設定された項目を本
機能以外から個別に設定した場合は、その設定が優先
されます。

きせかえツール設定一覧画面

機能メニュー P.133
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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.133）
「お気に入り」を反転 o［詳細］

「コンテンツ設定確認画面」
が表示されます。
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.134） 項
目を選択 設定を変更

コンテンツ設定確認画面
（P.134）

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：「拡大メニュー」、「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：「 」が付いたデータのコンテンツ設定確認画面の
場合に表示されます。

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。

コンテンツ設定確認画面

機能メニュー P.134
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