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着信音／着信音量を設定する

 ■着信音を設定する

1
%S設定S%Sf音・表示

2
音・バイブ・ライトS%

 .音・バイブ・ライト画面が表示され 
ます。

3
着信音S%

4
着信の種類選択S%

 .「メール着信」を選んだときは、このあ
と「着信音選択」を選び%を押します。
 .「CLIP DISPLAY」では、スマートフォ
ンでのメール受信や不在着信を本機に
通知する際の、通知音を設定できます。

5
固定データ／サウンドS% 
S着信音選択S%

メール着信音の鳴動時間を設定する
3のあとメール着信S%S鳴動時間S 

%S秒数入力S%

 ■着信音量を設定する

1
音・バイブ・ライト画面で 
音量S%

2
着信の種類選択S% 
Se音量調節S%

バイブレータを設定する

1
音・バイブ・ライト画面で 
バイブS%

2
着信の種類選択S%

 .「CLIP DISPLAY」では、スマートフォ
ンでのメール受信や不在着信を本機に
通知する際の、バイブレータを設定で
きます（「CLIP DISPLAY」を選んだと
きは、このあと5に進みます）。

3
On／Off設定S%

4
OnS%

 .バイブレータを利用しないときは、
「Off」を選び%を押します。

5
バイブパターンS%

6
パターン選択S%

バイブレータ利用時のご注意
 .本機を机の上などに置くときは、着信時
の振動による落下防止のために、「Off」
にすることをおすすめします。

着信音や受話音量、効果音などを設定着信時の動作や音を設定する
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電話を受けるキーを設定する

1
音・バイブ・ライト画面で 
エニーキーアンサーS%

2
On／消音のみ／OffS%

 .「On」を選ぶと、!以外のダイヤル
キーなどでも電話を受けられるように
なります。
 .「消音のみ」を選ぶと、$以外のダイヤ
ルキーなどでも着信音を消せるように
なります。

便利な機能を使いこなす

 S 受話音量を設定する
%S設定S%Sf音・表示S受話音量
調節S%Se受話音量調節S%

 S 着信時にスモールライトを点滅させるか
どうかを設定する
音・バイブ・ライト画面で着信ライト 
設定S%S着信の種類選択S%SOn／ 
Off設定S%SOn／OffS%

 .「CLIP DISPLAY」では、スマートフォ
ンでのメール受信や不在着信を本機に
通知する際の、ライトを設定できます。

 S 着信時のスモールライト点滅パターンを
設定する
音・バイブ・ライト画面で着信ライト設
定S%S着信の種類選択S%Sパター
ン設定S%S点滅パターン選択S%

 .「CLIP DISPLAY」では、スマートフォ
ンでのメール受信や不在着信を本機に
通知する際の、ライトの点滅パターンを
設定できます。

 S 不在着信などがあるときにスモールライ
トを点滅させるかどうかを設定する
音・バイブ・ライト画面でインフォメー
ションライト設定S%Sインフォメー
ションの種類選択S%SOn／OffS%

 .「CLIP DISPLAY」では、スマートフォ
ンでのメール受信や不在着信を本機で
インフォメーション表示する際の、ライ
トの設定を確認できます（設定は行えま
せん）。
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キー（ボタン）確認音を設定する

1
%S設定S%Sf音・表示

2
音・バイブ・ライトS%

 .音・バイブ・ライト画面が表示され 
ます。

3
効果音S%

 .効果音画面が表示されます。

4
ボタン確認音S%

5
確認音選択S%

 .確認音を消すときは、「Off」を選び%を
押します。

操作時の効果音を設定する

1
効果音画面で、 
効果音の種類選択S%

2
音選択S%

3
固定データ／サウンドS% 
S効果音選択S%

効果音を消す
2のあとOffS%

便利な機能を使いこなす

 S 圏外になったとき警告音を鳴らすかどう
かを設定する
効果音画面で圏外警告音S%SOn／
OffS%

 S ライトメール送達確認音を鳴らすかどう
かを設定する
効果音画面でライトメール送達確認音
S%SOn／OffS%

 S 効果音の鳴動時間を設定する
効果音画面で、効果音の種類選択S%S

鳴動時間S%S時間選択／時間入力
S%

 .効果音の種類によっては、設定できま 
せん。

 S 効果音の音量を設定する
音・バイブ・ライト画面で音量S%S

効果音／サウンド再生S%Se音量調
節S%

キーを押したときの音などを設定操作時の音を設定する
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壁紙や文字のサイズ／太さ、ディスプレイ表示などを設定画面表示や照明などを設定する
壁紙を設定する

1
%S設定S%Sf音・表示

2
ディスプレイ設定S%

 .ディスプレイ設定画面が表示されます。

3
壁紙S%

4
保存場所選択S% 
S画像選択S%

 .保存場所や画像によっては、操作が異
なることがあります。画面の指示に
従って操作してください。

壁紙を利用しない
3のあとOffS%

文字のサイズ／太さを設定する

 ■サイズを設定する

1
ディスプレイ設定画面で 
文字表示S%

 .文字表示画面が表示されます。

2
文字サイズ設定S%

3
表示場面選択S% 
Sサイズ選択S%

 ■太さを設定する

1
文字表示画面で文字太さ設定 
S%

2
太さ選択S%

表示言語を英語に切り替える

1
%S設定S%Sf音・表示

2
LanguageS%

3
EnglishS%

表示言語を日本語に戻す
%SSettingsS%SfSound/Display 
S言語選択S%S日本語S%
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画面表示や照明などを設定する

便利な機能を使いこなす

 S 着信時などに表示される画像を設定する
ディスプレイ設定画面で画面ピクチャー
S%S表示場面選択S%S保存場所選
択S%S画像選択S%

 .保存場所や画像によっては、操作が異な
ることがあります。画面の指示に従って
操作してください。

 S 待受画面の時計／カレンダーの表示形式
を設定する
ディスプレイ設定画面で時計／カレン
ダー表示S%S表示形式選択S%

 S 画面／キー照明の点灯時間を設定する
ディスプレイ設定画面でバックライト
S%S点灯時間S%SWeb／メール／
その他S%S時間選択S%

 .時間選択時に「その他」を選ぶと、任意の
時間を指定できます。

 S 画面の明るさを設定する
ディスプレイ設定画面でバックライト
S%S明るさ調整S%Se明るさ調整
S%

 S 画面表示の点灯時間を設定する
ディスプレイ設定画面でパネル点灯時間
S%S時間選択S%

 S キー照明を点灯するかどうかを設定する
%S設定S%Sf本体Sキーバックラ
イト設定S%SOn／OffS%
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本機の使用や電話の発着信などを制限セキュリティを設定する
本機の使用を制限する

 ■キー操作を禁止する
次の方法でキー操作を禁止できます
（キー操作ロック）。

待受で
消灯

待受画面で画面が自動消灯した
ときに自動的にキー操作ロック
が設定されます。

即時

設定操作のあと、すぐにキー操
作ロックが設定されます（一時
解除すると、キー操作ロックは
「Off」となります）。

電源
On時

設定操作のあと、すぐにはキー
操作ロックは設定されません。
一度電源を切って、再度電源を
入れたときに設定されます（操
作用暗証番号入力の画面が表示
されます）。

 .キー操作ロックを設定していても、電源を
入れる／切る、電話を受ける、応答保留、通
話を終了するなどの操作は行えます。

1
%S設定S%Sf本体

2
セキュリティ設定S%

 .セキュリティ設定画面が表示されます。

3
キー操作ロックS%

4
設定項目選択S%

キー操作ロックを一時的に解除する
 .操作用暗証番号を入力し、%を押します。
キー操作ロックを解除する
3のあとOffS%S操作用暗証番号入力
S%

 ■機能の使用を禁止する
次の各機能の使用を禁止できます。
 .電話帳、カレンダー／予定リスト、Web、
メール、メモ帳、ダイヤル発信、スピードダ
イヤル、Java™アプリ

1
セキュリティ設定画面で 
機能別ロックS%

2
機能選択S%（ 表示）
 .電話帳を選んだときは、このあと「デー
タ参照しない」または「データ参照す
る」を選び、%を押します（「データ参
照しない」を選ぶと、電話帳に登録され
ている相手の名前が、メールや発着信
履歴などで表示されなくなります）。

3
AS操作用暗証番号入力S%

機能別ロックを一時的に解除する
 .各機能を使用するときに操作用暗証番号
を入力し、%を押します。

機能別ロックを解除する
1のあと、解除する機能選択S%（ 表
示）S3



11-8

設
定

セキュリティを設定する

遠隔操作で本機の使用を禁止する
本機を紛失したときなど、別の電話機か
らの発信やライトメールの送信で遠隔操
作を行い、本機の使用を禁止することが
できます（リモートロック）。
 .My WILLCOMからもリモートロックを
行うことができます。
 .リモートロック操作時には、次のリモート
ロック番号を利用します。

設定内容 番号
リモートロック設定
（本機の操作を禁止します） 01

リモートロック設定＋初期化（リ
モートロックを設定するととも
に、本機のデータをすべて消去
し、初期化します）

03

リモートロック解除（リモート
ロックを解除します） 00

 ■リモートロック用パスワードを登録
する

1
セキュリティ設定画面で 
リモートロックS%

2
操作用暗証番号入力S%

 .リモートロック画面が表示されます。

3
パスワード変更S%

4
パスワードを入力S%

5
確認用に同じパスワードを入力
S%

 ■リモートロックを有効にする

1
リモートロック画面で 
着信／ライトメールS%

2
OnS%

 .「着信番号一覧」や「ライトメール番号
一覧」を選ぶと、本機を遠隔操作する
側の電話番号を指定することができ 
ます。

リモートロックを無効にする
1のあとOffS%

 ■電話でリモートロックを設定する

1
プッシュトーン対応の電話機から、
本機に次の番号で電話をかける

設定内容 番号
リモート
ロック設定

本機の電話番号

＊01XXXXXXXX
リモート
ロック設定
＋初期化

本機の電話番号

＊03XXXXXXXX

リモート
ロック解除

本機の電話番号

＊00XXXXXXXX

 .「XXXXXXXX」には、リモートロック
用パスワードを入力します。
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 ■ライトメールでリモートロックを設
定する

1
ライトメール対応の電話機から、
本機に次の内容のメールを送信
する

設定内容 ライトメール本文
リモート
ロック設定 ソウサ1XXXXXXXX

リモート
ロック設定
＋初期化

ソウサ3XXXXXXXX

リモート
ロック解除 ソウサ0XXXXXXXX

 .「XXXXXXXX」には、リモートロック
用パスワードを入力します。
 .文字列は、半角／全角どちらも有効 
です。

電話の着信を拒否する

 ■特定の電話番号からの着信を拒否する

1
%S設定S%Sf通話

2
発信先限定･着信拒否S%

 .発信先限定･着信拒否画面が表示され
ます。

3
着信拒否S%S操作用暗証番号
入力S%

 .着信拒否画面が表示されます。

4
電話番号指定S%

5
着信拒否リストS%

 .着信拒否一覧画面が表示されます。

6
＜未登録＞S% 
S電話番号入力S%

 .6をくり返すと、複数の電話番号を指
定することができます。

7
$SOn／Off設定S%

8
OnS%

 .電話番号での着信拒否を解除するとき
は、「Off」を選び%を押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を指定
する
5のあと＜未登録＞SBS電話帳参
照／通話履歴参照S%S電話番号選択
S%S7以降

 ■電話帳未登録の相手からの着信を拒
否する

1
着信拒否画面で 
電話帳未登録番号S%

2
拒否するS%
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セキュリティを設定する

電話の発信を制限する

 ■発信できる電話番号を限定する

1
発信先限定･着信拒否画面で 
発信先限定S%

2
操作用暗証番号入力S%

 .発信先限定画面が表示されます。

3
電話番号指定S%

4
発信許可リストS%

 .発信許可一覧画面が表示されます。

5
＜未登録＞S% 
S電話番号入力S%

 .5をくり返すと、複数の電話番号を指
定することができます。

6
$SOn／Off設定S%

7
OnS%

 .電話番号での発信先限定を解除すると
きは、「Off」を選び%を押します。

電話帳や通話履歴から電話番号を指定
する
4のあと＜未登録＞SBS電話帳参
照／通話履歴参照S%S電話番号選択
S%S6以降

 ■電話帳からの発信に限定する

1
発信先限定画面で 
電話帳に限定S%

2
するS%

電話帳からの発信に限定すると
 .以降、電話帳新規登録／編集時に、操作用
暗証番号の入力が必要となります。

便利な機能を使いこなす

 S 公衆電話や番号通知なしの着信を拒否す
るかどうかを設定する
着信拒否画面でユーザー非通知／公衆電
話発信／通知不可能S%S拒否する／
拒否しないS%

 S 発信許可／着信拒否リストを編集する
発信許可一覧画面または着信拒否一覧画
面で、電話番号／名前選択S%S電話番
号編集S%

 S 発信許可／着信拒否リストを削除する
発信許可一覧画面または着信拒否一覧画
面で、電話番号／名前選択SBS削除S 

%SはいS%
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日時の設定方法や表示形式を設定日時を設定する
お買い上げ時、日時は自動で設定されて
います。手動で設定するときは、次の操作
を行います。

1
%S設定S%Sf音・表示

2
日時設定S%

 .日時設定画面が表示されます。

3
日付時刻設定S%

4
西暦入力（4ケタ）S月入力（2ケ
タ）S日入力（2ケタ）S時入力（2
ケタ）S分入力（2ケタ）S%

日時の自動補正を設定する
日時設定画面で自動時刻補正S%S 

On／OffS%

自動時刻補正についてのご注意
 .時刻補正は、メール受信やインターネッ
ト接続時に、ネットワーク上の時刻情報
と本機の設定時刻とのずれが、30秒以上
あるときに実行されます。

便利な機能を使いこなす

 S サマータイムを設定する
日時設定画面でサマータイム設定S% 

SOn／OffS%

 S タイムゾーンを設定する
日時設定画面でタイムゾーン設定S% 

Sf都市選択S%

 S 日付の表示形式を設定する
日時設定画面で日付フォーマットS% 

S表示形式選択S%

 .待受画面の表示形式は変更されません。

 S 時刻の表示形式を設定する
日時設定画面で時刻フォーマットS% 

S表示形式選択S%

 S カレンダーの表示形式を設定する
日時設定画面でカレンダーフォーマット
S%S表示形式選択S%
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常に最新のソフトウェアを使用ソフトウェアを更新する
ネットワークを利用してソフトウェア更新
が必要かどうかを確認し、必要なときには
更新ができます。
 .確認および更新には、パケット通信料はか
かりません。
 .電池残量が十分ある状態で操作してくだ
さい。

ソフトウェア更新についてのご注意
 .更新が完了するまで、本機は使用できま
せん。ソフトウェア更新には30分程度か
かることがあります。
 .他の機能を操作しているときは、ソフト
ウェア更新は行えません。ソフトウェア
を更新する前にすべての機能を終了させ
てください。
 .本機にmicroUSBケーブルを接続してい
るときは、取り外してください。そのまま
でソフトウェア更新を実行すると、正し
く完了できないことがあります。
 .本機の状況（故障・破損・水濡れなど）に
よっては、保存されているデータが破棄
されることがあります。必要なデータは、
ソフトウェア更新前にバックアップして
おくことをおすすめします。なお、データ
が消失した場合の損害につきましては、
責任を負いかねますので、あらかじめご
了承ください。

手動でソフトウェア更新を行う

1
%S設定S%Sf本体

2
ソフトウェア更新S%

 .ソフトウェア更新設定画面が表示され
ます。

3
ソフトウェア更新S%

4
B

 .以降は、画面の指示に従って操作して
ください。

更新結果を表示する
2のあと更新結果S%

 ■ソフトウェア更新が完了すると
ソフトウェア書き換え完了画面が表示さ
れたあと、自動的に再起動します。
 .再起動後、更新完了のメッセージとイン
フォメーションが表示されます。
 .ソフトウェア更新後に再起動しなかったと
きは、電池パックをいったん取り外したあ
と再度取り付け、電源を入れ直してくださ
い。それでも起動しないときは、ウィルコム
サービスセンターまたはシャープお客様
相談センターにご相談ください。

更新結果を確認する
インフォメーション表示中にソフトウェ
ア更新結果S%
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自動でソフトウェア更新を行う
自動更新設定を「自動更新する」にしてお
くと、ソフトウェア更新の通知を受信し
たときに、自動的にソフトウェア更新を
行うことができます。

1
ソフトウェア更新設定画面で 
自動更新S%

2
自動更新するS%

自動更新を解除する
1のあと自動更新しないS%
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本機の位置情報を送出してサービスを利用位置検索サービスを利用する
本機の位置情報を、あらかじめ登録した
番号（通知許可番号）に送出することがで
きます（別途お申し込みが必要です）。
 . サービスについて詳しくは、ウィルコムサー
ビスセンターまたは、ご利用の位置情報サー
ビス提供会社までお問い合わせください。

位置情報通知機能を利用する

1
%S設定S%Sfネットワーク

2
LI設定S%

3
操作用暗証番号入力S%

 . LI設定画面が表示されます。

4
位置情報通知機能S%

5
OnS%

位置情報通知機能を利用しない
4のあとOffS%

通知許可番号を登録する

1
LI設定画面で詳細設定S%

2
通知許可番号S%

 .通知許可番号一覧画面が表示されます。

3
＜未登録＞S%

4
通知許可番号S% 
S番号入力S%

5
通知許可パスワードS% 
Sパスワード入力S%

6
A

 .通知許可番号が登録されます。

通知許可番号を削除する
2のあと、削除する番号選択SBS削除
S%SはいS%
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本機の現在位置や状態を登録する
本機の現在位置と、お客様の状態（外出中
や食事中など）を登録できます。
 .位置情報通知機能を「On」にしているとき
に操作できます。

1
!（長押し）
 .位置情報送信画面が表示されます。

2
!

 .現在位置の位置情報が送信されます。

状態を登録する
(Sステータスコードをダイヤル（0

～20）S(S!

 .ステータスコードについては、ウィルコム
サービスセンターまたは、ご利用の位置
情報サービス提供会社までお問い合わせ
ください。

分計発信を行う
1のあとBS分計発信S%

便利な機能を使いこなす

 S 位置情報送出時の完了音を設定する
LI設定画面で詳細設定S%S着信音設
定S%SOn／OffS%

 .「On」を選ぶと、位置情報の自動送出が
完了したときに完了音が鳴ります。

 S LI設定をお買い上げ時の状態に戻す
LI設定画面で詳細設定S%Sリセット
S%SはいS%
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一般のプロバイダなどへの接続情報を設定ダイヤルアップの接続先を設定する
一般のプロバイダやお客様の会社のネッ
トワークを経由して、インターネットに
接続するための接続先を登録します。
 .別途、一般のプロバイダ（WILLCOM対応）
などとのご契約が必要です。

1
%S設定S% 
Sfネットワーク

2
ダイヤルアップ設定S%

 .ダイヤルアップ設定画面が表示され 
ます。

3
接続先1／接続先2S%

4
必要に応じて各項目を設定SA
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本機の設定をリセットしたり、データをすべて消去本機をお買い上げ時の状態に戻す
設定をお買い上げ時の状態に戻す

1
%S設定S%Sf本体

2
初期化S%

 .初期化画面が表示されます。

3
設定初期化S% 
S管理者用暗証番号入力S%

4
はいS%SはいS%

すべてをお買い上げ時の状態に戻す
本機内のデータをすべて消去して、お買
い上げ時の状態に戻します。
 .操作用暗証番号と管理者用暗証番号も、お
買い上げ時の設定（「9999」）に戻ります。

1
初期化画面で完全消去＋初期化
S%S管理者用暗証番号入力
S%

2
はいS%SはいS%
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