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ソフトバンクから発売された「かんたん携帯 843SH」は、しっかり聞こえて、
迷わずに使うことができる携帯電話です。見やすい画面、わかりやすいメニュー、
押しやすいボタン、安心して使える防水＆防じん対応など、携帯電話の基本機能に
しっかりとこだわって作られています。ここでは、はじめて購入した人でもわかるよ
うに、かんたん携帯 843SHの基本的な使い方について、解説します。

 すぐに使える
「楽ボタンメニュー」

すぐに電話やメールができる
「楽ともボタン」

電話をかける 電話を受けて通話する

メールを読む メールを送る

写真を撮る 音量を調節する

電話帳を登録する 番号を交換する

辞書の使い方 緊急ブザーの使い方

読んだよメール、
元気だよメールの使い方
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1963年神奈川県出身。携帯電話をはじめ、パソコン関連の解説記事や製品試用レポートなどを執筆。「できるWindows 7」、「お
父さんのための携帯電話ABC」（NHK出版）など、著書も多数。ホームページはPC用の他、各ケータイに対応。Impress 
Watch Video で「法林岳之のケータイしようぜ !!」も配信中。

法林岳之



使える! 
見やすい! SoftBank843SH

通常の携帯電話と同じように、メインメニュー
を表示したいときは、待受画面から [OK] ボ
タンを押しメインメニューを表示します。そ
の後 メインメニューから［設定］-［メインメ
ニューの表示形式］を選び、自分の使いたい
形式を選びます。

Check!
Check!
Check!

 すぐに使える「楽ボタンメニュー」01
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH を使ううえで、まず、最初に知っておきたいのが「楽ボタンメニュー」です。本体のボタン
部中央上には、十字型のボタン（楽ボタン）が配置されています。このボタンの4方向に配置されている、「電話」「メール」
「便利」「写真」の 4 つのボタンを押すと、かんたん携帯 843SH でよく使う機能のメニュー（楽ボタンメニュー）をすぐ
に呼び出すことができます。
　楽ボタンメニューを表示すると、最初はよく使う機能として、6 つの項目が表示されます。［Y！］ボタンを押すと、それぞれ
のメニューに登録されているすべての機能が表示されます。［戻る］ボタンを押すと、最初のメニューが表示されます。それぞれのメニュー
について、内容を確認しておきましょう。

楽ともボタンへの登録

歩数計やカレンダー、目覚まし、電卓など、
携帯電話を便利に使うための機能が利用できます。

［便利］

歩数計やカレンダー、目覚まし、電卓など、携帯電話を
便利に使うための機能が利用できます。

［電話］

送信したり、受信したメールの確認、メールの作成、新着メール
の問い合わせなど、メールに関係する機能が利用できます。

［メール］

カメラで写真やビデオを撮影したり、撮影した写真や
ビデオを楽しむなど、カメラに関係する機能が利用できます。

［写真］
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 すぐに電話やメールができる「楽ともボタン」02
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SHには、ボタン部の最上段に「楽ともボタン」が装備されています。楽ともボタンは［家マーク］
［1］［2］［3］の色分けされた4つのボタンがあり、それぞれのボタンを押すだけで、電話を掛けたり、メールを送るこ
とができます。
　楽ともボタンの内、［家マーク］はボタンを押すと、すぐに電話を掛ける画面が表示されるので、自宅など、頻繁に電話を
掛ける電話番号を登録しておくと便利です。［1］［2］［3］ボタンを押すと、楽ともリンクの画面が表示されます。登録した相手
に電話を掛けたり、メールを送ることができます。楽ともボタンに何も登録されていないときは、「自宅ボタンに登録しますか？」「楽と
もボタンに登録しますか？」と表示されるので、電話帳から選んで登録したり、直接、電話番号や姓名などを入力して、登録します。
　［家マーク］と、［1］［2］［3］ボタンの登録方法はほぼ同じなので、ここでは、［1］［2］［3］ボタンの登録方法について、説明します。

楽ともボタン

❶ 待受画面で［1］［2］［3］のいずれかの楽ともボタンを押す

楽ともボタンへの登録

楽ともボタンに相手を登録すると、待受画面
で楽ともボタンのアイコンの上に相手の名前
が表示されますが、登録した連絡先が家族
で、同じ姓が表示されて、わかりにくいこと
があります。このようなときは、それぞれの
連絡先に名前以外の楽ともボタン専用のニッ
クネームが付けられます。ニックネームを付
けたいときは、楽ともボタンを押し、楽とも
リンクを表示します。「メニュー」（［辞書］ボ
タン）を押し、表示されたメニューから［登
録内容を変更］-［宛先/ニックネームを変更］
を選びます。相手の登録内容が表示される
ので、ニックネームを選び、「自宅」や姓名
の「名前」などを入力します。また、楽とも
ボタンのアイコン表示によって壁紙の一部が
隠れるので、待受画面から楽ともボタンの表
示を消すこともできます。

❸  電話帳画面が表示されるので、
相手を選び、　　 ボタンを押す

❹  電話帳の内容が表示されるの
で、「保存」（　　 ）を押す

❺　　ボタンを押して、待受画面
に戻る

「電話帳から登録する」に
カーソルを合わせて　　  ボタンを押す
(※予め電話帳登録が必要です)

❷ 「楽ともボタンに登録します
か？」と表示されるので、「電話帳
から登録する」にカーソルを合わ
せ、　　　ボタンを押す
(※予め電話帳登録が必要です )

登録したい相手を選んで
　　 ボタンを押す

「保存」（　　  ）を押す

楽ともリンクが登録された。
　　ボタンで待受画面に戻れる。

Check!
Check!
Check!
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電話をかける03
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH で電話をかけるには、いくつかの方法がありますが、ぜひ覚えておきたいの

が「楽ともボタンからかける方法」と「電話帳からかける方法」です。あらかじめ登録をしておく必要が

ありますが、どちらも簡単に電話をかけることができます。

楽ともボタンで電話をかける

❶ 待受画面で、かけたい相手の楽ともボタンを押す

「電話する」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

❷ 楽ともリンクが表示されるので、
「電話する」にカーソルが合って
いることを確認して、　　  ボタンを
押す

❸  「発信中」の画面が表示される。

この場合、「れいこ」に
かけたい時は
　　のボタンを押す



使える! 
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電話帳で電話をかける

電話をかける03
ステップ

❶ 待受画面で       ボタンを押す

「電話帳を見る」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

❷ 「電話」メニューが表示される
ので、［電話帳を見る］にカーソル
を合わせ、　　　ボタンを押す

❸  ［電話帳］が表示されるので、
十字ボタンを左右に押して、50音の
行を選び、上下で相手先を選び、
電話をかけたい相手にカーソルを
合わせ、　　  ボタンを押す

❹  選んだ相手の内容が表示される
ので、 電話番号にカーソルが合って
いることを確認し、　　  ボタンを押す

　　  ボタンと　　  ボタンで
50音の行を切り替え

電話をかけたい相手にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

電話番号にカーソルが合っている
のを確認して　　   ボタンを押す

❺  「発信メニュー」が表示されるので、
［電話をかける］にカーソルが合って
いることを確認し、　　 ボタンを押す

「電話をかける」にカーソルが合って
いる事を確認し、　　  ボタンを
押すと、発信する

ボタン

相手から掛かってきた電話番号に
電話をかけることもできます。待
受画面で［電話］ボタンを押し、［電
話］メニューで［着信履歴を見る］
を選びます。掛かってきた電話が
一覧で表示されるので、かけたい
相手を選び、［OK］ボタン（表示）
を押します。掛かってきた日時、相
手の電話番号が表示され、［OK］
ボタン（発信）を押すと、その電
話番号に対して、電話をかけます。

Check!
Check!
Check!
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電話を受けて、通話をする04
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SHに電話がかかってきたときは、着信音が鳴り、［通話］ボタンが点滅します。

マナーモードのときは、バイブレータが振動します。画面には相手の電話番号が表示され、その電話番

号が電話帳に表示されているときは、相手の名前もいっしょに表示されます。［通話］ボタンを押すと、かかっ

てきた電話に応答でき、本体を耳に当てると通話ができます。

❶ 電話がかかってくると、着信音が鳴り、［通話］ボタンが光る

かかってきた電話に応答する

❸　　ボタンを押すと、着信音が止まり、通話が始められる

❷ 画面には相手の電話番号や名前
が表示される

電話がかかってくると
　　  ボタンが赤く
点滅する

電話番号と、アドレス帳に登録
している場合は名前が表示される

　　ボタンを押して
通話モードへ

❹ 通話が終わったら、　 ボタンを押す。

　　ボタンを押すと

終話
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通話中に相手の声を聞き取りやすくする

電話を受けて、通話をする04
ステップ

通常、携帯電話には相手の声が聞こえてくる受話口（スピー
カー）がありますが、かんたん携帯 843SH は、ディスプレイ
全体がスピーカーになる「まるごと音声パネル」を採用してい
ます。携帯電話を耳に当てる位置を気にしなくても相手の声を
しっかりと聞き取ることができます。

Check!
Check!
Check!

通話中に　　 ボタンを押すと、
相手の声が大きくできる

通話中に　　 ボタンを押すと、
相手の声を小さくできる

通話中に　　　ボタンを押すと
「スロートーク」が有効になり、
相手の声がゆっくり聞こえるようになる
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メールを読む05
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH にメールが送られてくると、電波の届く範囲に居るときであれば、メール

が自動的に受信されます。メールが届いているときは、サブディスプレイに「メール :1」のように表示

され、LEDが点滅します。かんたん携帯 843SHを開くと、十字ボタンの［メール］ボタンが点滅して、メー

ルが届いていることを知らせてくれます。［メール］ボタンを押せば、届いているメールを読むことができます。

新たに届いたメールを読む

❸ メールが表示される

❷ 送受信メールの一覧画面が表示
されるので、読みたいメールにカー
ソルを合わせ、　　 ボタンを押す

読みたいメールにカーソルを
合わせて　　 ボタンを押す

　　  ボタンでメール本文を
スクロールして読むことができる

差出人

件名

受信日時

本文

まだ開封していないメールには
未読アイコンがついている

※未読アイコン
　既読アイコン

        ボタンが赤く
点滅しているときは
押す

❶ 　　  ボタンが点滅し
ているときは新着メール
が届いているので、　　    
ボタンを押す
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保存されているメールを読む

メールを読む05
ステップ

❷ 受信メールのフォルダ一覧が
表示されるので、［メール］にカーソル
を合わせ、　　 ボタンを押す

❸ 受信したメールの一覧が表示され
るので、読みたいメールを選び、
　　 ボタンを押す

❹ 選んだメールが表示される

❶ 待受画面で　　 ボタンを押すと、
「メール」メニューが表示されるので、
［受信メールを見る］を選んで、
　　 ボタンを押す

「①受信メールを見る」にカーソルが
合っているのを確認して
　　  ボタンを押す

さっき見たメールなので
「開封済」アイコンになっている

読みたいメールにカーソルを合わせて
　　 ボタンを押す

「メール」にカーソルがあっている
のを確認して　　  ボタンを押す
※未読メールがあると、メールフォルダ
アイコンが赤くなります
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届いたメールに返信する

メールを読む05
ステップ

❶ 「メールを読む」の手順を参考に、返信したいメールの内容を
　　　　　　　　　　　　　　　　　表示したら、　　  ボタン
　　　　　　　　　　　　　　　　　（返信）を押す

❷ 元のメールが引用された状態で、
本文の入力画面が表示されるので、
本文を入力する。本文の入力が
終わったら、　　  ボタン（次へ）を押す

❸ 「この内容で送信しますか？」と
表示されるので、問題がなければ、
　    ボタン（送信）を押して、
送信する

　　ボタンが対応
しているので
　　ボタンを押す

ここから返信の文面を入力

元のメールから引用された部分

入力が終わったら　　  ボタンを押す

ボタンを押して送信

内容に間違いがないか確認する
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内容に問題がなければ送信
（　　  ボタン）を押す

❺ 本文を入力して、　　 ボタン
（次へ）を押す

❸ 新規作成の画面が表示されるの
で、「S！メール」と「SMS」のいずれ
かを選んで、　　　ボタン（選択）を
押す

❷ 楽ともリンクの画面が表示され
るので、「メールする」にカーソル
を合わせて、　　　ボタン（選択）を
押す

06
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH では、メールを簡単に送ることができます。メールの送り方にはいくつ

かの方法がありますが、「楽ともボタンからメールを送信する方法」と「［メール］メニューから送信

する方法」を覚えておくと便利です。

❶ 待受画面からメールを送りたい相手の楽ともボタンを押す

楽ともボタンから送信する

❹ 件名を入力して、　　 ボタン（次
へ）を押す（S！メールを選んだ場合
のみ）

この場合、「れいこ」に
メールを送りたい時は
　　のボタンを押す

「メールする」にカーソルを合わせ
　　　ボタンを押す

いずれかを選んで
　　　ボタンを押す

入力したら「次へ」（　　 ボタン）を
押す

入力したら「次へ」（　　 ボタン）を
押す

❻ 「この内容で送信しますか？」と
表示されるので、内容に問題がな
ければ、　　 ボタン（選択）を押す

メールを送る
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「メール」メニューから送信する

メールを送る06
ステップ

❼ 「送信成功しました」と表示され
れば、メールの送信は完了する

❷ 送るメールの内容に合わせ、
「文章のみを送る」「写真を送る」
「音声を送る」「SMSを送る」のいず
れかを選んで、　　  ボタン（選択）を押す
（※ここでは、「文章のみを送る」場合
で説明します）

❸ 「宛先選択」の画面が表示される
ので、楽ともボタンに登録されている
相手、　「電話帳から選ぶ」「その他
から選ぶ」から選んで、　　 ボタン
（選択）を押す

ボタンを押す

❶ 待受画面で［メール］ボタンを押し、「メール」メニューを表示する

送るメールの内容に合わせ、
いずれか選ぶ

楽ともボタンに登録されている
相手が表示されます

❹ 件名を入力して、　　 ボタン（次
へ）を押す（S！メールを選んだ場合
のみ）

入力したら「次へ」（　　 ボタン）を
押す
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メールを送る06
ステップ

「メール」メニューから送信すると
き、宛先選択の画面で、「その他
から選ぶ」という項目が表示され
ます。この項目を選ぶと、送信履
歴や受信履歴、登録してあるメー
ルグループから宛先を選んだり、
電話番号やメールアドレスを直接、
入力することができます。メール
はやり取りしたことがあるが、まだ
電話帳に登録していない相手に
メールを送りたいときなどに便利
です。

Check!
Check!
Check!

❺ 本文を入力して、　　 ボタン
（次へ）を押す

入力したら「次へ」（　　 ボタン）を
押す

内容に問題がなければ送信
（　　  ボタン）を押す

❻ 「この内容で送信しますか？」と
表示されるので、内容に問題がな
ければ、　　 ボタン（選択）を押す

❼ 「送信成功しました」と表示され
れば、メールの送信は完了する
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保存する場合は、「保存」
（　　　ボタン）を押す

❻ 撮影した写真のプレビューが表
示される。そのまま、保存したいと
きは  　  ボタン（保存）を押す。撮
り直したいときは、［戻る］ボタンを
押す

❺ フォーカス（ピント）が自動的に調整
され、シャッターが切れる。このとき、シャッ
ター音が鳴る

❷ 「写真」メニューが表示される
ので、「写真を撮る」にカーソルを
合わせて、         ボタン（選択）を
押す

❸ カメラが起動し、画面がカメラ
のファインダーに切り替わる

写真を撮る07
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH では、内蔵カメラを使い、写真を撮ることができます。カメラはボタン部

の裏側に装備されています。撮影するときに指が掛からないようにするため、位置を確認しておきましょ

う。撮った写真はメールに添付して、送信したり、待受画面の壁紙に設定することができます。内蔵カメラは

写真以外にビデオを撮ったり、バーコードを読み取ったり、拡大鏡として使うこともできます。

❶ 待受画面で　　 ボタンを押す

写真を撮る

❹ 撮影したい被写体にカメラを向
けて、　　 ボタン（撮影）を押す

「写真を撮る」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

「撮影」（　　  ）を押す

ボタンを押す

フォーカスが調整され、
シャッターが切れる



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

写真を撮る07
ステップ

メールで送りたい写真にカーソルを
合わせて「添付」（　　  ボタン）を押す

「写真を送る」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

❷ 「写真」メニューが表示されるので、
「写真を送る」にカーソルを合わせて、
   　 ボタン（選択）を押す

❸ 「写真を選択」画面が表示される。
これから撮影するときは「今から撮影
する」、すでに撮影した写真を使う
ときは「ファイルを選ぶ」にカーソルを
合わせ、　　　ボタン（選択）を押す
※ここでは「ファイルを選ぶ」を選択

❼ 写真が保存されると、再び画面が
カメラのファインダーに切り替わる

❹ 写真を選ぶ画面が表示されるので、
メールで送りたい写真にカーソルを
合わせ、　　　ボタン（添付）を押す。
添付する前に写真の内容を確認したい
ときは、写真にカーソルを合わせた
状態で、　　 ボタン（表示）を押すと、
その写真を拡大して表示できる。［戻る］
ボタンで、写真を選ぶ画面に戻ることが
できる。

写真をメールで送る

❶ 待受画面で       ボタンを押す

ボタンを押す

これから撮影するときは
「今から撮影する」を選択

すでに撮影した写真を使うときは
「ファイルを選ぶ」を選択



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

写真を撮る07
ステップ

入力したら「次へ」（　　 ボタン）を
押す

❻ 件名を入力して、　　 ボタン
（次へ）を押す

❼ 本文を入力して、　　 ボタン
（次へ）を押す

❽ 「この内容で送信しますか？」と
表示されるので、内容に問題がなけ
れば、　　  ボタン（選択）を押す

❺ 「宛先選択」の画面が表示されるので、
楽ともボタンに登録されている相手、
「電話帳から選ぶ」「その他から選ぶ」
から選んで、　　 ボタン（選択）を押す

楽ともボタンに登録されている
相手が表示されます

入力したら「次へ」（　　 ボタン）を
押す

❾ 「送信成功しました」と表示され
れば、メールの送信は完了する

内容に問題がなければ「送信」
（　　 ボタン）を押す



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

壁紙用の写真を撮る

ステップ

07 写真を撮る

「撮影」（　　 ボタン）を押す

❶ 待受画面で　　　ボタンを押す ❷ 「写真」メニューが表示されるので、
「壁紙用写真を撮る」にカーソルを
合わせて、   　  ボタン（選択）を押す

❸ カメラが起動し、画面がカメラの
ファインダーに切り替わる

❹ 撮影したい被写体にカメラを
向けて　　  ボタン（撮影）を押す

❺ フォーカス（ピント）が自動的に調整
され、シャッターが切れる。このとき、
シャッター音が鳴る

ボタンを押す
「壁紙用写真を撮る」にカーソルを
合わせて　　 ボタンを押す

フォーカスが調整され、
シャッターが切れる

❻ 撮影した写真のプレビューが表示
される。そのまま、壁紙に設定したい
ときは　　  ボタン（設定）を押す。
撮り直したいときは、［戻る］ボタンを
押す

壁紙に設定したいときは設定
（　　 ボタン）を押す



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

写真を撮る07
ステップ

❼ ［OK］ボタン（設定）を押すと
写真が保存され、壁紙に設定される



使える! 
SoftBank843SH見やすい!

❸  「今後、起動時に設定画面を表
示しますか？」と表示されるので、
［はい］にカーソルを合わせ、　　  
       ボタン（選択）を押す

❷ 音量設定の画面で「でか音量に
設定しますか？設定メニューから変
更できます。」と表示されるので、
［はい］にカーソルを合わせ、　　
ボタン（選択）を押す

音量を調節する08
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH は、通話中の相手の声の音量、電話が掛かってきたときの着信音の音量な

どを自分の使いやすいように設定できます。なかでも通話中の受話音については、騒がしいところに居

るときでも相手の声がしっかりと聞きやすくなる「でか音量」に設定できます。

❶ 本体の電源を入れる

でか音量に設定する

❹  待受画面が表示される

　　ボタンを、画面が
点灯するまで押し続けます

「はい」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

「はい」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

受話音量を調節する　※通話をしていないとき

音量を調節する08
ステップ

❶ 待受画面で　　　ボタンを押す

「電話着信時の設定」にカーソル
を合わせて　　  ボタンを押す

❷ メニュー画面が表示されるので、
［設定］にカーソルを合わせて、
　　  ボタン（選択）を押す

❸　　  ボタンを押して、画面をスク
ロールし、［電話着信時の設定］に
カーソルを合わせて、　　　ボタン
（選択）を押す

❹  「電話着信の設定」メニューが表示
されるので、［受話音量の調節］に
カーソルを合わせて、　　　ボタン
（選択）を押す

「受話音量の調節」にカーソル
を合わせて　　  ボタンを押す

❺  「受話音量の調節」画面が表示される
ので、 　　ボタンと　　　ボタンを押して、
受話音量の大きさを設定する。もっとも
大きくしたとき、でか音量に設定される。
設定する受話音量が決まったら、
　　　ボタン（選択）を押す

　　ボタンを押す

❻   前の画面に戻るので、　　ボタンを押して、待受画面に戻る

　　ボタンを押して
待受画面に戻る

「設定」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

　　 ボタンを押すと、受話音量が
大きくなります

　　 ボタンを押すと、受話音量が
小さくなります



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

着信音の音量調節

音量を調節する08
ステップ

❶ 待受画面で　　　ボタンを押す

「電話着信時の設定」にカーソル
を合わせて　　  ボタンを押す

❷ メニュー画面が表示されるので、
［設定］にカーソルを合わせて、
　　  ボタン（選択）を押す

❸　　  ボタンを押して、画面をスク
ロールし、［電話着信時の設定］に
カーソルを合わせて、　　　ボタン
（選択）を押す

❹  「電話着信の設定」メニューが表示
されるので、［着信時の音量］に
カーソルを合わせて、　　　ボタン
（選択）を押す

「着信時の音量」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

❺  「電話着信の音量」画面が表示される
ので、 　　ボタンと　　　ボタンを押して、
着信音量の大きさを設定する。もっとも
大きくしたとき、でか音量に設定される。

　　ボタンを押す

❻   前の画面に戻るので、　　ボタンを押して、待受画面に戻る

　　ボタンを押して
待受画面に戻る　　 ボタンを押すと、着信音量が

大きくなります

　　 ボタンを押すと、着信音量が
小さくなります

「設定」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

音量を調節する08
ステップ

受話音量は通話中にも切り替えること
ができます。本体の右側面の［▲］［▼］
のマークが付いた音量ボタンを押して、
相手の声を大きくしたり、小さくするこ
とができます。十字ボタンの［便利］ボ
タンと［写真］ボタンを押して、調整す
ることもできます。このとき、まるごと
音声パネルから耳を離す必要がありま
すが、［OK］ボタンを押して、スピーカー
ホンに切り替えると、調整しやすくなり
ます。

Check!
Check!
Check!

▲

▼



使える! 
SoftBank843SH見やすい!

❺  名前の姓の読みを入力する画面
が表示される。漢字で姓を入力し
たときの読みがすでに入力されて
いるので、間違っているときは修正
する。正しいときはそのまま、
　　 ボタン（次へ）を押す

❷ 「電話」メニューが表示されるの
で、「電話帳に追加する」にカーソ
ルを合わせて、       ボタン（選択）
を押す

電話帳を登録する09
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH には電話帳が用意されています。家族や友だち、知人、よく利用するお店な

どの電話番号やメールアドレスを登録しておけば、いつでもすぐに連絡を取ることができます。登録は質

問に答えていく形式で、ひとつずつ項目を入力できます。電話帳にはいろいろな項目がありますが、すべての

項目を登録しなければならないわけではありません。わかる範囲、必要な範囲の情報を入力して、登録しておきましょう。

電話帳への登録

❸  名前の姓を入力する画面が表示
されるので、登録する相手の姓を
入力して、　　　ボタン（次へ）を
押す

「電話帳に追加する」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

❶ 待受画面で　　　ボタンを押す

　　ボタンを押す

入力したら、「次へ」（　　  ボタン）
を押す

❹  名前の名を入力する画面が表示
されるので、登録する相手の名を
入力して、　　　ボタン（次へ）を
押す

入力したら、「次へ」（　　  ボタン）
を押す

姓を入力したときの読みが
自動で入力されます

❻ 名前の名の読みを入力する画面
が表示される。漢字で名を入力し
たときの読みがすでに入力されて
いるので、間違っているときは修正
する。正しいときはそのまま、
　　 ボタン（次へ）を押す

名を入力したときの読みが
自動で入力されます



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

電話帳を登録する09
ステップ

❽  アイコンの選択画面が表示される
ので、入力した電話番号の種類に
合うアイコンを選び、　　　ボタン
（選択）を押す

❾  メールアドレスの入力画面が表示
されるので、登録する相手のメール
アドレスを入力して、　　　ボタン
（次へ）を押す。メールアドレスを
入力しないときは、何も入力しない
まま、　　　ボタン（次へ）を押す

⑩  アイコンの選択画面が表示される
ので、入力したメールアドレスの種類
に合うアイコンを選び、　　　ボタン
（選択）を押す

⑪  登録の確認画面が表示されるので、
［内容確認して登録する］にカーソル
を合わせ、　　  ボタン（選択）を押す

❼  電話番号の入力画面が表示される
ので、登録する相手の電話番号を入力
して、　　　 ボタン（次へ）を押す

⑫  登録する項目の内容が表示される
ので、　　　ボタン（登録）を押す

電話番号を入力して、「次へ」
（　　  ボタン）を押す

アイコンを選び、「次へ」
（　　  ボタン）を押す

メールアドレスを入力して
「次へ」（　　  ボタン）を押す

アイコンを選び、「次へ」
（　　  ボタン）を押す

「内容確認して登録する」にカーソル
を合わせて、「次へ」（　　  ボタン）
を押す 「登録」（　　  ボタン）を押す



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

電話帳を登録する09
ステップ

⑬  「電話帳に登録されました」と表示
されれば、登録は完了する



使える! 
SoftBank843SH見やすい!

❷  「便利」メニューが表示される
ので、「番号を交換する」にカーソ
ルを合わせ、　　　ボタン（選択）
を押す

電話番号を交換する10
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH はカメラ部の横に赤外線通信ポートが備えられています。赤外線通信を使

い、自分の電話番号や電話帳に登録された情報を他の人の携帯電話と交換することができます。自分の

電話番号を相手に送る前に、あらかじめ自分の名前やメールアドレスを登録しておくこともできます。

ボタンを押す

❶ 待受画面で［便利］ボタンを押す

自分の電話番号を相手に送る

❸  「電話番号交換」メニューで、「自
分の番号を送る」にカーソルを合
わせ、      ボタン（選択）を押す。こ
のとき、相手の携帯電話は赤外線
通信を受信できる状態にしておく

❹  「赤外線接続中」の画面が表示
されるので、かんたん携帯843SH
の赤外線通信ポートと相手の携帯
電話の赤外線通信ポートを向かい
合わせる

❺「送信完了しました」と表示され
れば、相手の携帯電話に自分の電
話番号が送信されたことになる

「番号を交換する」にカーソルを合わせて
　　   ボタンを押す

「自分の番号を送る」に
カーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

この画面が出たら、お互いの
携帯電話の赤外線通信ポート
を向かい合わせる

「はい」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

❻  「通信相手が見つかりません。
再接続しますか？」と表示されたと
きは、［はい］にカーソルを合わせ、
　　 ボタン（選択）を押す



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

相手の電話番号を受け取る

電話番号を交換する10
ステップ

「番号を交換する」にカーソルを合わせて
　　   ボタンを押す

❶ 待受画面で　　　ボタンを押す

「相手の番号を受ける」にカーソル
を合わせて　　　ボタンを押す

❷ 「便利」メニューが表示されるの
で、「番号を交換する」にカーソル
を合わせ、　　　ボタン（選択）を
押す

❸   「電話番号交換」メニューで、「相
手の番号を受ける」にカーソルを合
わせ、　　　ボタン（選択）を押す。
このとき、相手の携帯電話は赤外線
通信　　送信できる状態にしておく

❹   「赤外線接続中」の画面が表示さ
れるので、かんたん携帯 843SHの
赤外線通信ポートと相手の携帯電話
の赤外線通信ポートを向かい合わせる

この画面が出たら、お互いの
携帯電話の赤外線通信ポートを
向かい合わせる

❺  「本体電話帳に登録しました」と表
示されれば、相手の電話番号を自分
の電話番号で受信できたことになる

　　ボタンを押す



使える! 
SoftBank843SH見やすい!

辞書を使う11
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH には「スマートリンク辞書」という機能が搭載されています。英和／和英

／国語辞典、家庭の健康べんり事典が内蔵されているほか、ネット辞書も利用することができます。わ

からない単語などがあったときは、いつでもすぐに調べることができます。

❶ 待受画面で［辞書］ボタンを押す

待受中に辞書を使う

❸調べたい単語を入力すると、入
力した1文字ずつに合わせて、　　候
補が絞り込まれて表示される

❹　　 ボタンと　　 ボタンでカー
ソルを上下させ、調べたい単語に
カーソルを合わせ、　　 ボタンを
押す

「切替」（　　　ボタン）を押すと、
辞書が切り替えられる

❷ 前回、利用した辞書の画面が起
動する。辞書を切り替えたいとき
は、　　　ボタン（切替）を押し、表示
された一覧から使いたい辞書を選
び、　　 ボタンを押す

使いたい辞書を選び
　　  ボタンを押す 1文字ずつに合わせて

候補が絞り込まれて表示される

調べたい単語にカーソルを合わせ
　　  ボタンを押す

ボタンを押す

❺ 選んだ単語の詳しい内容が表示
される



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

待受中に辞書を使う

辞書を使う11
ステップ

スマートリンク辞書は［辞書］ボタンから検
索するだけでなく、メール作成中などに参照
することもできます。たとえば、メールなど
で読みを入力し、予測変換の候補にカーソル
を合わせた状態で、［辞書］ボタンを押すと、
その選んだ変換候補が辞書で参照され、該
当する単語があれば、その内容が表示され
ます。［通話］ボタンを押すと、参照する辞書
を国語辞典と和英辞典で切り替えることもで
きます。

Check!
Check!
Check!

スマートリンク辞書には英和／和英／国語辞
典のほかに、家庭の健康べんり事典や数々
のネット辞書も利用できます。家庭の健康べ
んり辞典は応急手当のポイントをはじめ、病
気の症状などを系統的に調べることができま
す。さらに、ネット辞書ではインターネットに
接続し、ウィキペディアなどに掲載されてい
る情報を検索することもできます。より本格
的に使いたい人のために、有料の辞書も用
意されています。

Check!
Check!
Check!



使える! 
SoftBank843SH見やすい!

緊急ブザーを使う12
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SHには、気分が悪くなったとき、何か事故が起きたときなど、大音量のブザー
音とともに周囲に緊急事態を知らせることができる「緊急ブザー」が装備されています。同時に、あら
かじめ登録しておいた家族などの連絡先に、自動で電話を掛け、現在地の情報を記載したメールを自動送信
します。緊急連絡先の設定は難しくありませんが、設定後に緊急ブザーを操作して、実際に自動的に発信するか、メー
ルが送られるかを確認しておきましょう。

❶ 右側面の［緊急ブザー］ボタンを2秒間、長押しする

緊急ブザーを鳴らす

緊急連絡先の登録

❸ ［切］ボタンなどを押すと、ブザーが停止する
（楽ともボタン以外なら、いずれでも可）

❷ 大音量でブザーが鳴る

❷ メニュー画面で「安心機能」に
カーソルを合わせて、　　　ボタン
（選択）を押す

「緊急ブザー」ボタンを
長押しする

❶ 待受画面で　　  ボタンを押し、メニュー画面を表示する

　　  ボタンを押す 「安心機能」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す



使える! 
見やすい! かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯
ステップ

緊急ブザーを使う12

「電話帳から選ぶ」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

❹  「緊急ブザー」メニューが表示され
るので、「1番目の登録」にカーソル
を合わせて、　　 ボタン（選択）を
押す

❺  「1番目の登録」画面が表示される
ので、「電話帳から選ぶ」にカーソル
を合わせて、　　　ボタン（選択）を
押す

❻  電話帳の画面が表示されるので、
最初に連絡したい相手を選び、
    　ボタン（選択）を押す

❼  再び「緊急ブザー」メニューが
表示されるので、［切］ボタンで
設定を終了する

❸「安心機能」メニューが表示される
ので、「緊急ブザーを設定する」に
カーソルを合わせて、　　　ボタン
（選択）を押す

「緊急ブザーを設定する」に
カーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

「一番目の登録」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

最初に連絡したい相手を選び、
　　  ボタンを押す



使える! 
SoftBank843SH見やすい!

❺  　   ボタンを操作して、「送信す
る」にカーソルを移動して、   　　  
ボタン（選択）を押す

❸「安心機能」メニューが表示され
るので、「元気だよメールを送る」
にカーソルを合わせて、　　 ボタン
（選択）を押す

読んだよメールと元気だよメールを使う13
ステップ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

　かんたん携帯 843SH には、離れて住む家族に安否を伝えられる「元気だよメール」、メールを読んだことを相手に自動的
に返信できる「読んだよメール」という機能が用意されています。
　元気だよメールは、1 日 1 回、最初に携帯電話を操作したとき、あらかじめ設定した家族などのメールアドレスに対し、自動的
にメールを送信することができます。かんたん携帯 843SH に搭載されている歩数計で計測した歩数もいっしょに送信できるので、
離れて住んでいる家族も安心して見守ることができます。
　読んだよメールは、家族や友だちなど、あらかじめ指定した相手から送られてきたメールを読んだとき、読んだことを相手に自動的に返信す
る機能です。メールを送った相手が、メールを読んだかどうかをすぐに確認できるので、家族や友だちなどが安心できます。
　どちらも設定方法はほぼ同じなので、ここでは元気だよメールの設定方法について、説明します。設定後には一度、操作をしてみて、実際にメールが
送られるかどうかを確認しましょう。

❶ 待受画面で　　　ボタンを押し、メニュー画面を表示する

元気だよメールの設定

❹  「元気だよメール」の画面で、「元
気だよメール」にカーソルを合わせ
て、 　　ボタン（選択）を押す

「安心機能」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

「元気だよメールを送る」にカーソル
を合わせて　　  ボタンを押す

「元気だよメール」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

❷ メニュー画面で「安心機能」に
カーソルを合わせて、       ボタン
（選択）を押す

　　  ボタンを押す

「送信する」にカーソルを合わせて
　　  ボタンを押す

❻  「元気だよメール」の画面で、「送
信相手①」にカーソルを合わせて、
    　ボタン（選択）を押す

「送信相手①」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す



使える! 
見やすい!

❾ 電話帳の画面が表示されるので、
元気だよメールを送りたい相手に選
び、カーソルを合わせて、　　ボタン
（選択）を押す

❽「宛先選択」の画面が表示される
ので、楽ともボタンに登録されてい
る相手、　「電話帳から選ぶ」「その他
から選ぶ」から選んで、　　 ボタン
（選択）を押す 
　※ここでは電話帳を選ぶ

かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯かんたん携帯

⑩ 「送信相手①へ登録しました」と表示されれば、登録は完了
なので、［切］ボタンで設定を終了する
※「元気だよメール」は、右のようなメールが登録した送信相
手に自動で送信されます

「電話帳から選ぶ」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

元気だよメールを送りたい相手を選び、
　　 ボタンを押す

「宛先を登録する」にカーソルを
合わせて　　  ボタンを押す

❼ 「宛先を登録する」にカーソルを
合わせて、  　  ボタン（選択）を
押す

読んだよメールと元気だよメールを使う13
ステップ
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