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A メインメニューで［設定］
設定メニュー画面が表示されます。

■設定メニュー項目一覧

設定メニューを表示する

項目 説明
プロフィール プロフィールを表示・編集できます。

zP.215「IS03のプロフィールを確認する」
省エネ設定 操作音や画面などの設定を変更し、電池の消耗を抑え

ます。
zP.216「省エネ設定をする」

無線と
ネットワーク

Wi-FiやBluetooth®接続、サイト閲覧時のフィルタ
リングなど、通信に関する設定を行います。
zP.216「無線とネットワークの設定をする」
• Wi-FiやBluetooth通信については、「Wi-Fiを利用
する」（zP.236）、「Bluetooth®機能を利用する」
（zP.239）をご参照ください。

通話設定 通話時間の確認や留守番電話の設定など、通話に関す
る設定を行います。
zP.218「通話関連機能の設定をする」

サウンド設定 マナーモードの設定や音声着信音など、音やバイブ
レータ、ランプに関する設定を行います。
zP.220「音・バイブレータ・ランプの設定をする」

《設定メニュー画面》

画面設定 画面の明るさの設定や文字フォントの切替など、表示
に関する設定を行います。
zP.220「画面の設定をする」

USB接続 IS03をパソコンと接続した際の設定を行います。
zP.212「USB接続を設定する」

位置情報と
セキュリティ

GPS情報の使用やIS03使用時のセキュリティ方法
について設定します。
zP.221「位置情報とセキュリティの設定をする」

アプリケー
ション

IS03で使用するアプリケーションの管理などを行
います。
zP.186「アプリケーションの設定をする」

アカウントと
同期

アカウントの追加や、データの自動同期について設定
します。
zP.226「アカウントと同期の設定をする」

プライバシー IS03のオールリセットを行います。
zP.227「IS03をリセットする」

microSDと
端末容量

microSDメモリカードの容量の確認や、データの
バックアップなどを行います。
zP.164「microSDメモリカードの使用状態を確認
する」

zP.164「本体メモリ内のデータをバックアップする」
検索 サイトやIS03内の検索設定を行います。

zP.227「検索に関する設定をする」
言語と
キーボード

IS03の言語や文字入力時の設定を行います。
zP.228「使用する言語やキーボードの設定をする」

音声入出力 テキストから音声への変換オプションを設定します。
zP.228「音声入出力の設定をする」

ユーザー補助 ユーザー補助の設定を行います。
zP.229「ユーザー補助の設定をする」

au one-ID
設定

au one-IDについての設定を行います。
zP.229「au one-IDの設定をする」

歩数計設定 歩数計機能の設定を行います。
zP.203「歩数計を設定する」

日付と時刻 日付や時刻の設定を行います。
zP.230「日付と時刻を設定する」

項目 説明
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あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情
報を追加登録して、メールへの添付などに利用できます。

A 設定メニュー画面
→［プロフィール］
プロフィール画面が表示されます。

B［e］

C

A プロフィール画面→［e］→［編集］
プロフィール編集画面が表示されます。

B 項目を選択して編集

端末情報 IS03のバージョンなどの情報を確認します。また、
アップデートやセンサーの補正などを行います。
zP.230「端末情報に関する設定をする」

IS03のプロフィールを確認する

編集 プロフィールの内容を編集します。
z右記「プロフィールを編集する」

赤外線送信 zP.173「各機能のメニューから赤外線送信する」
Bluetooth送信 zP.246「Bluetooth®でデータを送信する」
メールへ添付 プロフィールの内容を添付データにしてメー

ルを作成します。
zP.80「Eメールを送る」
zP.104「PCメールを送る」
zP.111「Gmailを送る」

項目 説明

《プロフィール画面》

◎au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外の
カードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカー
ド（UIM）エラーと表示されます。「OK」を選択するとプロフィール画面が表
示されます。ただし、自局電話番号、自局メールアドレス、ICCIDなどの情報
は表示されません。また、プロフィール内容のメールへの添付など一部操作
できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を
入れ直してください。

◎プロフィール画面に表示されるアイコンを利用して、簡単に電話をかけた
り、メールを送信したりできます。利用できる機能やアイコンについては、
「電話帳の登録内容を利用する」（zP.75）をご参照ください。（機能やアイ
コンによっては、プロフィールでは表示されない場合があります。）

プロフィールを編集する

カメラ カメラを起動して撮影した画像を登録します。
保存済み
の写真

コンテンツマネージャーから画像を選択して
登録します。

OFF 画像をOFFに設定します。
姓 名前を登録します。

• 姓／名を入力すると「よみ」が自動的に入力
されます。

名
姓（よみ）
名（よみ）
自局電話番号※ お使いのIS03の電話番号が表示されます。
自局メール
アドレス※

お使いのIS03のEメールアドレスが表示され
ます。

ICCID※ au ICカード番号が表示されます。
電話番号 電話番号を登録します。
メール メールアドレスを登録します。
チャット チャットアドレスを登録します。

as31_j.book  215 ページ  ２０１１年３月１日　火曜日　午前８時３７分



216

端
末
設
定

※プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

C［e］→［保存］→［はい］

Wi-FiやBluetooth接続、操作音や画面などの設定を無効、または最小
値に設定し、電池の消耗を抑えます。

A 設定メニュー画面→［省エネ設定］

B［とにかく省エネ］→［はい］
省エネ設定項目が一括で無効、または最小値に設定されます。設定後は
一括で元に戻すことはできません。戻す場合は各設定ごとに行ってく
ださい。

■省エネ設定項目一覧

電話やメールなど、通信を利用する機能をすべて使用できないように
します。

A 設定メニュー画面→［無線とネットワーク］
→［電波OFFモード］
チェックボックスにチェックを入れると、ワイヤレスネットワークが
すべて無効になります。また、ステータスバーに が表示されます。

住所 住所を登録します。
GPS情報 GPS情報を登録します。

「現在位置を取得」「位置履歴から」
所属 会社／部署／役職を登録します。
メモ メモを登録します。
誕生日 誕生日を登録します。

日付を入力→［設定］
• 1900年1月1日～2100年12月31日まで
入力できます。

◎プロフィール編集画面で「 」／「 」をタップすると、項目を追加／削除
できます。

◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎項目によっては種別アイコンを登録できる場合があります。項目の左側に
表示されているアイコンをタップして種別を選択してください。

◎種別アイコン登録時に「カスタム」を選択すると、入力した文字列をアイコ
ンとして登録できます。

◎登録できる画像は、拡張子が「.jpg」「.jpeg」「.png」「.gif」のファイルです。
GIFアニメを設定した場合、最初の１コマ目が登録されます。

◎GPS情報を登録するには、あらかじめ設定が必要です。GPS機能を有効に
設定してください。（zP.176「位置情報を有効にする」）

省エネ設定をする

項目 参照先
Wi-Fi zP.236「Wi-Fiを起動する」
Bluetooth zP.242「Bluetooth®を起動する」
タッチ操作音 zP.220「音・バイブレータ・ランプの設

定をする」選択時の操作音
画面ロックの音
光を点滅させて通知
画面の自動回転 zP.220「画面の設定をする」
画面の明るさ
バックライト点灯時間
GPS機能を使用 zP.176「GPS機能を使用するには」
バックグラウンドデータ zP.226「同期の基本設定をする」

無線とネットワークの設定をする
電波OFFモードを設定する

◎携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそ
ばなど）では、電源をOFFにしてください。

◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番（警
察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけることが
できます。
※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
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VPN（Virtual Private Network）は、外出先などから自宅のパソコン
や社内のネットワークに仮想的な専用回線を用意し、安全にアクセス
できる接続方法です。

A 設定メニュー画面→［無線とネットワーク］→［VPN設定］
VPN設定画面が表示されます。

B［VPNの追加］→VPNの種類を選択
C 必要な項目を設定／入力

D［e］→［保存］

■VPNに接続する
A VPN設定画面でVPNを選択

B ユーザー名とパスワードを入力→［接続］
「ユーザー名を保存」にチェックを入れると、次回からユーザー名の入
力が不要になります。

データ通信やローミング、auフェムトセルなどのネットワークを利用
できるように設定します。

■データ通信を設定する
A 設定メニュー画面→［無線とネットワーク］
→［モバイルネットワーク］→［データ通信］
通信料に関するメッセージが表示されます。

B［OK］

■auネットワークを設定する

A 設定メニュー画面→［無線とネットワーク］
→［モバイルネットワーク］→［auネットワーク設定］

B

フィルタリング機能を有効に設定すると、青少年に不適切なカテゴリ
に属する出会い系サイトやアダルトサイトなどのウェブページを遮断
します。

A 設定メニュー画面→［無線とネットワーク］
→［フィルタリング設定］
フィルタリング設定画面に、有効／無効を確認するメッセージが表示
されます。

◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、メールの送受
信、無線LAN、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

VPNを設定する

モバイルネットワーク設定をする

◎「データ通信」の設定を無効にすると、Eメールの送受信や、Cメールの送信
などができなくなります。

◎ローミング設定については、「海外利用に関する設定を行う」（zP.264）を
ご参照ください。

高度な設定 設定を有効
にする

「高度な設定」を有効にするか
どうかを設定します。

ID／パス
ワード設定

IDとパスワードを設定します。

au フェムトセル
を探す

auフェムトセルを手動で検索します。

◎通常は「高度な設定」を使用しないでください。設定を有効にすると、データ
通信が行えなくなる場合があります。

◎「高度な設定」を利用する場合はIDとパスワードが必要です。

フィルタリング設定をする
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B［はい］
パスワードの入力画面が表示されます。

C パスワードを入力→［OK］
有効にする場合は、ここで任意のパスワードを設定します。確認のため
もう一度設定したパスワードを入力してください。
無効にする場合は、有効にするときに設定したパスワードを入力して
ください。

A 設定メニュー画面→［通話設定］

B

A 設定メニュー画面→［通話設定］→［通話時間］
→［通話時間］／［通話時間（海外）］
前回通話・累積の通話時間の目安、前回リセットした日時が表示されます。
また、通話時間表示中に［e］→［リセット］→ロックNo.を入力→［OK］
と操作すると、表示されている時間をリセットできます。

自分の電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。

A 設定メニュー画面→［通話設定］→［発信者番号通知］
チェックボックスにチェックを入れると、電話をかけるとき、相手に自
分の電話番号を通知します。

着信時にu／d／bを押したときの動作を、「応答」／「ク
イックサイレント」／「OFF」の中から選択して設定できます。

◎フィルタリング機能は、Wi-Fi接続時は無効です。
◎フィルタリング設定を有効にするときに入力したパスワードは、無効にす
るときに必要です。お忘れにならないようご注意ください。

通話関連機能の設定をする

通話時間 z右記「通話時間を表示する」
発信者番号通知 z右記「発信者番号通知を設定する」
エニーキーアンサー z右記「エニーキーアンサーを設定する」
音声・伝言メモ zP.190「伝言メモを利用する」
オートアンサー zP.219「オートアンサーを設定する」
留守番電話 zP.250「お留守番サービスを利用する

（標準サービス）」
転送電話 zP.255「着信転送サービスを利用する

（標準サービス）」
着信拒否 zP.219「着信を拒否する」

通話時間を表示する

◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合
など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知を設定する

◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して
入力した場合は、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」ま
たは「186」が優先されます。

◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知」を有
効にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知した
い場合は、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。

◎「発信者番号通知」を無効に設定しても、緊急通報番号（110、119、118）
への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

◎海外でのローミング中は、相手の方に電話番号が通知されない場合があります。

エニーキーアンサーを設定する
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A 設定メニュー画面→［通話設定］→［エニーキーアンサー］

B［応答］／［クイックサイレント］／［OFF］
「クイックサイレント」に設定した場合は、着信時にいずれかのキーを
押すと、着信音量とバイブレータがOFFになり、着信表示のみになりま
す。着信音量の調整はできません。

イヤホン接続中に着信があった場合、自動で応答することができます。

A 設定メニュー画面→［通話設定］→［オートアンサー］

B

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、
着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

A 設定メニュー画面→［通話設定］→［着信拒否］

B ロックNo.を入力→［OK］

C

◎「クイックサイレント」に設定した場合のみ、u／d／bだけでな
くfも有効になります。

◎「OFF」に設定した場合でもu／dについては「クイックサイレント」が
有効になります。

オートアンサーを設定する

オートアンサー オートアンサーの有効／無効を設定します。
着信時間 着信時間を設定します。

時間を選択（1秒～30秒）→［設定］

着信を拒否する

指定番号 特定の電話番号を指定して、その電話番号から
の着信を拒否します。
電話帳から登録する場合
1.［e］→［編集］→［新規登録］→［電話帳引用］
2. 連絡先を選択→電話番号を選択

指定番号 電話番号を入力して登録する場合
1.［e］→［編集］→［新規登録］→［直接入力］
2. 電話番号を入力→［ ］
• 応答メッセージを「拒否メッセージ1」「拒否
メッセージ2」「無応答切断」「OFF」から選択す
ることができます。

非通知 電話番号を通知しない着信を拒否します。
「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」
「非通知用メッセージ」「無応答切断」「OFF」

公衆電話 公衆電話からの着信を拒否します。
「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」
「公衆電話メッセージ」「無応答切断」「OFF」

通知不可能 電話番号を通知できない着信を拒否します。
「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」
「無応答切断」「OFF」

電話帳登録外 電話帳に登録されている電話番号以外からの着
信を拒否します。
「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」
「無応答切断」「伝言メモ録音」「OFF」

着信履歴保存 拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを
設定します。

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

◎項目をロングタッチし「再生」を選択すると、メッセージを確認できます。

拒否メッセージ1 この番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2 誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電

話をお受けすることができません
非通知用メッセージ 発信者番号が通知されておりません。電話番号の

頭に186をつけておかけ直しください
公衆電話メッセージ 公衆電話からの電話はお受けできません
無応答切断 （接続できなかったことを音声ガイダンスでお知

らせします）
伝言メモ録音 （伝言メモの応答メッセージが流れます）
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A 設定メニュー画面→［サウンド設定］

B

A 設定メニュー画面→［画面設定］

B

◎お留守番サービス（zP.250）もしくは着信転送サービス（zP.255）の無
応答転送／フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお
留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。

◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

音・バイブレータ・ランプの設定をする

マナーモード zP.190「マナーモードを設定する」
バイブ 着信時のバイブレータを有効にするかどうかを

設定します。
音量 着信音や音楽や動画再生時などの音量を設定し

ます。
音量を設定→［OK］
• ゲージをスライドして、音量を調整できます。

イヤホンの
種類

zP.277「イヤホンを使用する」
zP.277「スイッチ付イヤホンマイク／ステレ
オイヤホンマイクを使用する」

着信音 コンテンツマネージャーからデータを選択して
音声着信音を設定します。

バイブの
パターン

バイブレータの動作を設定します。
「パターン1」「パターン2」「パターン3」
「パターン4」「パターン5」

着信ランプ 点滅パターン ランプの動作を設定します。
「パターン1」「パターン2」「パターン3」
「パターン4」「パターン5」「パターン6」
「パターン7」「OFF」

点滅カラー ランプの色を設定します。
「ルビー」「エメラルド」「サファイア」
「シトリン」「アメジスト」
「アクアマリン」「プリズム」

通知音 コンテンツマネージャーからデータを選択して
通知音を設定します。

鳴動時間 鳴動時間を設定します。
「一曲鳴動」「時間設定」
•「時間設定」を選択した場合は、鳴動時間（1秒
～30秒）を設定します。

光を点滅させ
て通知

新着通知受信時に充電／着信ランプを点滅させ
るかどうかを設定します。

タッチ操作音 ダイヤルキーのタッチ操作音を有効にするかど
うかを設定します。

選択時の
操作音

メニュー選択時の操作音を有効にするかどうか
を設定します。

画面ロックの
音

画面のロック／ロック解除時に音を鳴らすかど
うかを設定します。

入力時バイブ 「e」／「#」／「^」／「m」などをタップしたと
きのバイブレータを有効にするかどうかを設定
します。

画面の設定をする

画面の明るさ 画面の明るさを設定します。
明るさを設定→［OK］
• ゲージをスライドして、明るさを調整できます。
•「明るさを自動調整」にチェックを入れると、
周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自
動的に調整されます。

画面の自動回転 IS03の向きに合わせて、自動的に縦表示／横
表示を切り替えるかどうかを設定します。

アニメーション
表示

画面が切り替わるときのアニメーション表示
を設定します。
「アニメーションなし」「一部のアニメーション」
「すべてのアニメーション」

バックライト
点灯時間

バックライトの点灯時間を設定します。
「15秒」「30秒」「1分」「2分」「10分」「30分」

ベールビュー zP.221「ベールビューの設定をする」
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ベールビューを設定すると、隣の人から表示内容をのぞかれにくくす
ることができます。

A 設定メニュー画面→［画面設定］→［ベールビュー］

B

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］

B

スリープモードになったときに、ロックがかかるように設定します。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ロック設定］→［画面ロック］

B ロックNo.を入力→［OK］

文字フォント
切替

画面に表示される文字フォントを変更します。
「モリサワ 新ゴ R」「LC明朝」
「SHクリスタルタッチ」「Droid Sans」
• Androidマーケットなどでダウンロードした
アプリでは「モリサワ 新ゴ R」や「LC明朝」
「SHクリスタルタッチ」を選択している場合、
正常に表示されない場合があります。その場
合はAndroid標準のフォントである「Droid
Sans」に切り替えてご利用ください。

壁紙 画像データを選択して壁紙を変更します。
着信画像 コンテンツマネージャーを呼び出して、着信画

像のデータを選択します。

ベールビューの設定をする

表示パターン ベールビュー表示時のパターンを設定します。
「フルスクリーンパターン1」「フルスクリーンパ
ターン2」「フルスクリーンパターン3」「アニメパ
ターン1」「アニメパターン2」「アニメパターン3」

濃度 ベールビュー表示時の濃度を設定します。
「濃い」「普通」「薄い」

見栄え補正 ベールビュー表示時の正面からの見栄えを設定
します。
見栄えを設定→［OK］
• ゲージをスライドすると、見栄えを調節できます。

ベールビュー ベールビューのON／OFFを切り替えます。

位置情報とセキュリティの設定をする

無線ネットワークを
使用

zP.176「無線ネットワークを使用す
るには」

GPS機能を使用 zP.176「GPS機能を使用するには」
ロック設定 z下記「画面ロックを設定する」

zP.222「遠隔ロックを設定する」
zP.223「各機能の利用を制限する」

ロック解除方法 zP.224「ロック解除方法を設定する」
ロック解除パターン
変更

zP.224「ロック解除の入力パターン
を変更する」

指の軌跡を線で表示 「ロック解除方法」が「指リスト」のとき、
指の軌跡を線で表示するかどうか設定
します。

入力時バイブ ロックを解除するときにバイブレータ
が動作するかどうかを設定します。

UIMカードロック設定 zP.225「UIMカードロックを設定する」
パスワードを表示 パスワード入力時に文字を表示するか

どうか設定します。
デバイス管理者を選択 zP.225「デバイス管理者を追加する」
安全な認証情報の使用 zP.225「認証情報を使用する」
microSDから
インストール

zP.226「認証情報をmicroSDメモリ
カードからインストールする」

パスワードの設定 zP.225「認証情報のパスワードを設
定する」

ストレージの消去 zP.226「認証情報のストレージを消
去する」

画面ロックを設定する
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IS03を紛失した場合などに、特定の電話からIS03へ電話をかけて着
信を繰り返すことにより、遠隔操作でIS03を他人が使えない状態にす
ることができます。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ロック設定］→［遠隔ロック］

B ロックNo.を入力→［OK］

C

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには
有効番号リストに登録した電話から、設定した条件（指定時間・着信回
数）でIS03へ電話をかけます。

◎画面ロックを解除するには、ロックNo.の入力が必要です。
◎画面ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、
110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（auお
客さまセンター）への電話はかけられます。

◎ロック解除方法を指リストパターンに設定している場合、画面ロック解除
時に入力に5回失敗すると、「忘れた場合」が表示されます。「忘れた場合」を
タップし、Googleアカウントでログインしてロックを解除した後、新しい
指リストパターンを入力しなおしてください。

遠隔ロックを設定する

有効番号
リスト

電話番号を3件まで登録できます。
1.［新規登録］
2.［直接入力］→電話番号を入力→［ ］
「電話帳引用」「プロフィール引用」から電話番号
を選択したり、「公衆電話」を選択することもで
きます。

指定時間 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の
着信があるまでの制限時間を1～10分の間で指定
します。

着信回数 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を3～10
回の間で設定します。

本体ロック
解除

本体の操作で、遠隔ロックを解除できるように設
定します。
• 有効に設定すると、本体の操作と遠隔操作でロッ
クを解除できます。

• 無効に設定すると、遠隔操作のみでロックを解除
できます。

◎遠隔ロックを起動させるときは、発信者番号を通知して電話をかけてくだ
さい。

◎IS03の電源が入っていない場合や、IS03がサービスエリア外にある場合、
「電波OFFモード」（zP.216）が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロッ
クを起動できません。また、電波の弱い場所にIS03がある場合は、遠隔ロッ
クを起動できない場合があります。

◎遠隔ロックを解除するには、有効番号リストに登録した電話から、設定した
条件（指定時間・着信回数）でIS03へ電話をかけます。

◎au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカード
が挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができま
せん。

◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信
の回数がリセットされます。
•「遠隔ロック」の設定を行った場合
•「オールリセット」（zP.227）した場合

◎次の場合は、着信回数はカウントされません。
• 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
• 通話中の割込着信の場合

◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
◎遠隔ロック操作中にIS03で電話に出たり、着信拒否したり、伝言メモで応
答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否」（zP.219）で着
信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
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■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには
あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客様センター
へ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「遠
隔ロック」をかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■お客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する
【au電話から】局番なし113（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】 0077-7-113（無料）
• 受付時間は、24時間です。
• 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客さまサポートで遠隔ロックをかける／解除する
auお客さまサポート（https://cs.kddi.com/）にログインして、画面
の指示に従ってお手続きをしてください。

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意
• 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠
隔ロックをかけます。

• IS03の電源が入っていない場合や、IS03がサービスエリア外にあ
る場合、「電波OFFモード」が「ON」に設定されている場合は、遠隔
ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にIS03がある場合
は、遠隔ロックを起動できない場合があります。

• au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外の
カードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの
解除ができません。

• IS03を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行う
ことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフターサー
ビスについて」（zP.281）をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容
遠隔ロック中は、次のようにIS03の使用が制限されます。
• デスクトップは表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
• アラーム起動しません。
• ワンセグの録画は開始されません。
• 電話帳に登録された着信相手の名前は表示されません。

他人の無断使用を防止するため「音声発信制限」「電話帳制限」などの機
能の利用を制限することができます。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ロック設定］

B

C ロックNo.入力→［OK］

◎安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

◎遠隔ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、
110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話はかけ
られます。

各機能の利用を制限する

画面ロック zP.221「画面ロックを設定する」
遠隔ロック zP.222「遠隔ロックを設定する」
音声発信制限 ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴

からの発信を制限します。
• 音声発信制限中でも、緊急通報番号や157（お
客様センター）への発信は可能ですが、ローミ
ングモード中は発信することができません。

電話帳制限 電話帳の表示／操作を制限します。

◎各機能の利用制限中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作
を行うことができます。
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ロックのかかった操作を行うときのロック解除方法を、「指リスト」、
「ロックNo.」、「パスワード」から選択して設定できます。お買い上げ時
は「ロックNo.」に設定されています。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ロック解除方法］

B ロック解除方法を選択
設定中のロック解除画面が表示されます。

C 設定されているロック解除方法で入力
ロックNo.またはパスワードは入力後、「OK」をタップします。
初めて指リストを設定する場合のみガイダンスが表示されます。画面
の指示に従って「次へ」を2回選択してください。指リストパターンを入
力する画面が表示されます。

D 新しいロック解除方法で入力→「OK」／［次へ］

E 確認のためもう一度新しいロック解除方法で入力
→［OK］／［確認］

■ロックNo.を変更する
ロック解除方法でロックNo.を選択している場合に、入力する数字を
変更します。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ロック解除パターン変更］→［ロックNo.］

B 設定されているロックNo.を入力→［OK］

C 新しいロックNo.を入力→［OK］／［次へ］

D 確認のためもう一度ロックNo.を入力→［OK］

■指リストパターンを変更する
ロック解除方法で指リストを選択している場合に、入力する指リスト
パターンを変更します。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ロック解除パターン変更］→［指リスト］

B 設定されている指リストパターンを入力

C 新しい指リストパターンを入力→［次へ］

D 確認のためもう一度指リストパターンを入力→［確認］

■パスワードを変更する
ロック解除方法でパスワードを選択している場合に、入力するパス
ワードを変更します。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ロック解除パターン変更］→［パスワード］

B 設定されているパスワードを入力→［OK］

C 新しいパスワードを入力→［OK］／［次へ］

D 確認のためもう一度パスワードを入力→［OK］

ロック解除方法を設定する

◎ロックNo.（お買い上げ時は「1234」）は、4～16桁のお好みの数字に設定
できます。

◎パスワードは、4～16桁のお好みの英数字・記号に設定できます。

ロック解除の入力パターンを変更する
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第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカード
にはPINコード機能があります。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［UIMカードロック設定］

B

■PINコードが一致しなかった場合
PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。
ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

A 8桁のPINロック解除コードを入力→新しいPINコードを
入力→もう一度新しいPINコード（確認用）を入力→［OK］

デバイス管理者が認証済みの場合に設定します。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［デバイス管理者を選択］

B デバイス管理者を選択

C 画面の指示に従って操作する

認証情報ストレージパスワードを設定します。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［パスワードの設定］

B 新しい認証情報ストレージパスワードを入力→新しい認
証情報ストレージパスワードの確認を入力→［OK］
パスワードは8文字以上で設定してください。

安全な証明書とその他の認証情報へのアクセスをアプリケーションに
許可する設定をします。
認証情報を使用する場合は、事前に認証情報ストレージパスワード
（z上記）を設定する必要があります。

UIMカードロックを設定する

UIMカードを
ロック

IS03起動時にPINコードを入力するかどうかを
設定します。
PINコードを入力→［OK］

UIM PINの
変更

PINコードを変更します。UIM PINを変更する
場合は、「UIMカードをロック」を有効に設定し
てください。
古いPINコードを入力→［OK］→新しいPINコー
ドを入力→［OK］→もう一度新しいPINコードを
入力→［OK］

◎古いPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。
（z下記「PINコードが一致しなかった場合」）

◎PINコードがロックされた場合、セキュリティ確保のためIS03が再起動す
ることがあります。

◎PINロック解除コードについては、「PINコードについて」（zP.23）をご参
照ください。

デバイス管理者を追加する

認証情報のパスワードを設定する

◎認証情報ストレージパスワードが設定済みの場合は、新しい認証情報スト
レージパスワードを入力する前に、設定済みの認証情報ストレージパス
ワードを入力します。

認証情報を使用する
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A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［安全な認証情報の使用］

B 認証情報ストレージパスワードを入力→［OK］
チェックボックスにチェックを入れると、認証情報が使用可能になり
ます。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［microSDからインストール］
複数のインストール証明書がmicroSDメモリカード内にある場合、イ
ンストール証明書を選択してください。

B 認証情報のパスワードを入力→［OK］

C 証明書の名前を指定→［OK］
認証情報ストレージパスワードを設定していない場合は、設定画面が
表示されます。認証情報ストレージパスワードを設定してください。

認証情報ストレージのすべてのコンテンツをクリアして、パスワード
をリセットします。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］
→［ストレージの消去］
注意のメッセージが表示されます。

B［OK］

アカウントと同期の基本設定や、手動同期を行います。また、アカウン
トを追加したり、登録済みのアカウントを削除できます。
• Exchangeサーバと同期する場合、グループが設定されている連絡
先は同期されません。

A 設定メニュー画面→［アカウントと同期］

B

「自動同期」がOFFのとき、登録されたアカウントを同期します。

A 設定メニュー画面→［アカウントと同期］

B 同期するアカウントを選択

C 同期する項目を選択

■アカウントを追加する

A 設定メニュー画面→［アカウントと同期］
→［アカウントを追加］

認証情報をmicroSDメモリカードからインス
トールする

認証情報のストレージを消去する

アカウントと同期の設定をする

同期の基本設定をする

バック
グラウンド
データ

IS03のアプリケーションが、いつでも自動的に
データ通信できるようにするかどうかを設定しま
す。

自動同期 自動的にデータを同期するかどうかを設定します。
•「アカウントを管理」の一覧に登録されたアカウ
ント内の有効に設定された項目が自動同期され
ます。

手動で同期する

アカウントを追加／削除する
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B 追加するアカウントを選択

C 画面の指示に従って操作する

■アカウントを削除する

A 設定メニュー画面→［アカウントと同期］
→削除するアカウントを選択→［アカウントを削除］

B［アカウントを削除］

A 設定メニュー画面→［プライバシー］→［オールリセット］

B［携帯電話をリセット］

C ロックNo.入力→［OK］→［すべて消去］

検索方法の設定や検索履歴の管理を行います。

A 設定メニュー画面→［検索］→［Google検索の設定］

B

■検索対象を設定する
クイック検索ボックスで検索する対象を選択します。

A 設定メニュー画面→［検索］→［検索対象］

B 対象に設定する項目を選択
チェックボックスにチェックを入れると、検索する対象に設定されます。

■検索結果へのショートカットを消去する
クイック検索ボックスで検索した結果へのショートカットをクリアし
ます。

A 設定メニュー画面→［検索］→［ショートカットを消去］

B［同意する］

◎他のアプリケーションで使用されているアカウントは削除できません。削
除するには、「オールリセット」（z下記）が必要です。

IS03をリセットする

◎オールリセットを実行すると本体内のすべてのデータが消去されます。
オールリセットを実行する前に本体内のデータをバックアップすることを
おすすめします。

◎オールリセットを実行すると の付いたウィジェット（Droidget）と一部
のプリインストールされているアプリケーションとショートカットが削除
されます。
お買い上げ時にインストールされているアプリケーションやウィジェット
は、下記のメーカーサイト「GALAPAGOS SQUARE」からダウンロードで
きます。
http://galapagossquare.com/

検索に関する設定をする

ウェブ検索の設定をする

入力候補の表示 検索キーワード入力時にGoogleの入力候
補を表示するかどうかを設定します。

Googleと共有する Googleが位置情報を使用することを許可
するかどうかを設定します。

検索履歴 セットアップしたGoogleアカウントでカ
スタマイズされた検索履歴を表示するか
どうかを設定します。

検索履歴の管理 セットアップしたGoogleアカウントで検
索履歴をカスタマイズできます。画面の指
示に従って操作してください。

クイック検索ボックスの設定をする
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A 設定メニュー画面→［言語とキーボード］

B

A 設定メニュー画面→［言語とキーボード］
→［言語（Language）を選択］

B［English］／［日本語］

音声認識装置やテキストから音声への変換オプションの設定をします。

A 設定メニュー画面→［音声入出力］

B

テキスト読み上げを利用する場合は、あらかじめ音声データをAndroid
マーケットなどからダウンロードしてインストールする必要がありま
す。
• Androidマーケットの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳し
くは、「Googleアカウントをセットアップする」（zP.33）をご参照
ください。

使用する言語やキーボードの設定をする

言語（Language）を
選択

z下記「日本語と英語の表示を切り替える」

iWnn IME - 
SH edition

zP.59「iWnn IME - SH editionの設定を行う」

Androidキーボード zP.61「Androidキーボードの設定を行う」
ユーザー辞書 zP.58「ユーザー辞書に単語登録する」

日本語と英語の表示を切り替える

音声入出力の設定をする

音声認識
装置の
設定

言語 音声入力する言語を設定します。
セーフサーチ 音声入力で検索する場合に、青少年に不

適切なカテゴリに属する出会い系サイ
トやアダルトサイトなどのウェブペー
ジを規制するレベルを設定します。
「OFF」「中」「強」

不適切な語句
をブロック

音声認識の不適切な語句をブロックす
るかどうかを設定します。

ヒントを表示 クイック検索ボックスにヒントを表示
するかどうかを設定します。

テキスト
読み上げ
の設定

サンプルを再生 音声合成の短いサンプルを再生します。
常に自分の
設定を使用

常に「音声の速度」と「言語」の設定に従っ
て再生するかどうかを設定します。

既定の
エンジン

テキストを読み上げる場合に使用する
音声合成エンジンを設定します。
「Pico TTS」

テキスト
読み上げ
の設定

音声データを
インストール

z下記「音声データをインストールする」

音声の速度 テキストを読み上げる速度を設定します。
「非常に遅い」「遅い」「標準」「速い」
「非常に速い」

言語 テキストを読み上げる言語を設定します。
「ドイツ語」「英語（イギリス）」
「英語（アメリカ合衆国）」「スペイン語（スペイン）」
「フランス語（フランス）」「イタリア語（イタリア）」

Pico TTS Pico TTSを設定します。
Androidマーケットからデータをインス
トールすることができます。

◎テキスト読み上げは「言語（Language）を選択」（z左記）が「日本語」の場合
には利用できないことがあります。

音声データをインストールする
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A 設定メニュー画面→［音声入出力］
→［テキスト読み上げの設定］
→［音声データをインストール］
Androidマーケットに接続します。
初回接続時には、利用規約が表示されますので「同意する」を選択して
ください。
Androidマーケットの検索結果画面が表示されます。

B インストールするデータを選択→［インストール］
→［OK］
自動的に音声データのダウンロードを開始します。
ダウンロード完了後、音声データがmicroSDメモリカードにインス
トールされます。

ユーザーの操作に音や振動で反応するユーザー補助オプションを利用
できます。また、通話中にfを押すと通話を終了するように設定でき
ます。
お買い上げ時はオプションが登録されていません。ユーザー補助オプ
ションを利用する場合は、あらかじめオプションをAndroidマーケッ
トなどからダウンロードして登録する必要があります。
オプションを登録後、以下の操作でオプションを設定します。

A 設定メニュー画面→［ユーザー補助］
ユーザー補助アプリケーションをインストールするかどうかの確認画
面が表示された場合は、「OK」を選択してユーザー補助アプリケーショ
ンをインストールしてください。

B

au one-IDを設定します。auが提供しているさまざまなサービスを利
用するためにはau one-IDが必要です。

A 設定メニュー画面→［au one-ID設定］
パケット通信に関する注意画面が表示されます。
「今後表示しない」のチェックボックスにチェックを入れると、次回か
ら確認画面が表示されなくなります。

B［OK］→［au one-IDの設定・保存］
認証を開始します。
「au one-IDとは？」を選択するとブラウザが起動し、au one-IDの説明
が表示されます。

C 画面の指示に従って操作し、au one-IDを設定
au one-IDをすでに取得されている場合は、お持ちのau one-IDを設定
します。
au one-IDをお持ちでない場合は、新規登録を行います。

◎microSDメモリカードに音声データをインストールした状態で、ケータイ
アップデートなどのソフトウェアの更新を実行すると、テキスト読み上げ
の動作が不安定になる場合があります。ソフトウェアの更新を実行した場
合は、microSDメモリカードにインストールされている音声データを削除
し、再度音声データのインストールを行ってください。

ユーザー補助の設定をする

ユーザー補助 ユーザー補助オプションを利用するかどうか
を設定します。
• ユーザー補助オプションを利用する場合は、
利用するユーザー補助サービスを有効にし
てください。

電源ボタンで通
話を終了する

通話中にfを押した場合に通話を終了する
かどうかを設定します。

au one-IDの設定をする
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A 設定メニュー画面→［日付と時刻］

B

A 設定メニュー画面→［端末情報］
端末情報画面が表示されます。

B

メジャーアップデートとは、IS03のOSを更新する機能です。
• メジャーアップデートを実行するときは、あらかじめパソコンに
アップデートのデータをダウンロードしたあと、パソコンとIS03を
接続し、「USB接続モード」を「高速転送モード」（zP.209）に設定し
てください。

A 設定メニュー画面→［端末情報］→［メジャーアップデート］

B

日付と時刻を設定する

自動 ネットワークから通知される日付・時刻情報をも
とに自動で補正します。

日付設定 日付を設定します。
日付を選択→［設定］

タイムゾーン
の選択

タイムゾーンを設定します。

時刻設定 時刻を設定します。
時刻を選択→［設定］

24時間表示 時刻の表示方法を、24時間表示にするかどうか
を設定します。

日付形式 日付の表示形式を設定します。
「標準（2011/12/31）」「12/31/2011」
「31/12/2011」「2011/12/31」

端末情報に関する設定をする

端末の状態 電池残量や電話番号などの、端末の状態を確認で
きます。

電池使用量 利用中の機能の電池使用量を項目ごとに表示し
ます。
• 項目を選択すると、電池使用量の詳細が表示さ
れます。

• 電池使用量を調整できる項目の場合、詳細画面
に表示される機能名をタップして、調整する画
面を表示できます。

タッチパネル
補正

zP.33「タッチパネルを調整する」

センサー感度
補正

モーションセンサー、地磁気センサーの補正を行
います。
本体を両手でしっかりと持ち、画面上にイラスト
で表示される動作をゆっくりと行ってください。
補正が完了して正解音が鳴るまで、繰り返し実施
してください。

ケータイ
アップデート

zP.231「ケータイアップデート（ソフトウェア
の更新）をする」

メジャー
アップデート

z下記「メジャーアップデート（OSの更新）をす
る」

法的情報 利用規約などの法的情報を表示します。
「Sharp Copyright」「オープンソースライセン
ス」「Google利用規約」

◎端末情報画面では、上記以外にモデル番号やソフトウェアのバージョンな
どが確認できます。

メジャーアップデート（OSの更新）をする

アップデートの
確認

手動でアップデートの有無を確認します。
• 新しいバージョンがリリースされている
旨のメッセージが表示された場合は、
「OK」を選択するとブラウザが起動してメ
ジャーアップデートの方法が表示されま
す。内容をご確認ください。

アップデート実行 OSのアップデートを実行します。
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IS03は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ
デートとは、IS03のソフトウェアを更新する機能です。
ケータイアップデートで、IS03のソフトウェアを更新する方法は次の
通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前と更新
後にIS03の再起動が必要です。自動更新型を設定している場合は、
IS03が自動的に再起動します。

※1ダウンロード後すぐに更新せずに、IS03を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新
することもできます（予約更新）。

※2「自動設定」を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

A 設定メニュー画面→［端末情報］→［ケータイアップデート］

Bアップデートの
自動確認

アップデートの有無を定期的に自動で確認
するかどうかを設定します。

ケータイアップデート（ソフトウェアの更新）
をする

更新方法 内容
手動更新 ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接

続して確認できます。
• 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウ
ンロードして更新※1

• 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用可能
自動更新 auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に

更新します。
• 自動更新型：お知らせを受信したときに自動的に更新※2

• ユーザー承認型：お知らせを受信したときに確認画面
を表示

アップ
デート
開始

IS03のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し
ます（手動更新）。「実行」を選択すると確認を開始し
ます。
すぐに更新する場合
1.［実行］

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開
始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフ
トウェアが更新されます。

後で更新する場合（予約更新）
1.［予約］

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開
始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時
を設定する画面が表示されます。

2. 日付、時刻を設定→［予約］
更新開始日時に自動的にIS03が再起動してソフ
トウェアが更新されます。

自動設定 IS03が自動更新型の更新のお知らせを受信したと
きに、自動的にソフトウェア更新用データのダウン
ロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうか
を設定します。
「ON」「OFF」

予約時刻 設定されている更新開始日時を変更します。
•「解除」を選択すると、予約更新は解除されます。

◎更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時
の7日後まで設定できます。

◎更新開始日時を設定した後で「日付と時刻」（zP.230）の「自動」を有効に変
更した場合、または「日付設定」、「時刻設定」の設定を変更した場合は、予約
更新が解除されます。

◎予約更新を解除した場合は、IS03のソフトウェアを更新するために「アッ
プデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で
「アップデート開始」を実行する場合は、画面の指示に従ってIS03を再起動
してください。
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■ご利用上の注意
• ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
• ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様
にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ
もしくはお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせくだ
さい。また、IS03をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェ
アの更新が必要なIS03をご利用のお客様に、auからのお知らせをお
送りさせていただくことがあります。

• 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更
新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。

• 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータ
イアップデートに失敗することがあります。

• ソフトウェアを更新しても、IS03に登録された各種データ（電話帳、
メール、フォト、楽曲データなど）や設定情報は変更されません。ただ
し、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によっては
データの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承
願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおす
すめします。

• ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア
のダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。

• ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ
デート 開始」（zP.231）によりケータイアップデートを実行し直し
てください。

•「エリア設定」（zP.264）を「ローミング（海外）」に設定している場合
は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください
• ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パッ
クを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。

• ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
ケータイアップデート実行中にできない操作について
• ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消
防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合などについて
• ケータイアップデートに失敗すると、IS03が使用できなくなる場合
があります。IS03が使用できなくなった場合は、auショップもしく
はPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

■更新のお知らせ（自動更新型）が来ると
自動更新型の「ソフトウェア更新のお知らせ」を受信した場合は、ソフ
トウェア更新用データのダウンロードからソフトウェアの更新まで自
動的に実行されます。

■更新のお知らせ（ユーザー承認型）が来ると
ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確
認画面が表示されます。

■すぐに更新する場合
確認画面で「実行」を選択するとソフトウェア更新用データのダウン
ロードが開始され、ダウンロード完了後に再起動するとソフトウェア
が更新されます。

■後で更新する場合
確認画面で「^」をタップすると、更新を中止します。「アップ デート
開始」（zP.231）からケータイアップデートを実行し直してくださ
い。

◎自動設定を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画
面が表示されます。
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IS03の動作が不安定になったり、何も操作できなくなったりした場合
などに、IS03を再起動します。

A 本体裏面の電池パックカバーを取り外す
電池パックは取り外さないでください。
電池パックカバーの取り外しかたについては、「電池パックを取り外
す」（zP.275）をご参照ください。

B 先の細いものでリセットボタンを押す

C 本体裏面の電池パックカバーを取り付ける
電池パックカバーの取り付けかたについては、「電池パックを取り付け
る」（zP.275）をご参照ください。

リセットボタンで再起動する

◎リセットボタンを押して再起動しても、保存されているデータやアプリ
ケーションは消去されません。

リセットボタン
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