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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。

あらかじめ登録されている電話番号などのほかに、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

IS11SHについて設定する

プロフィールを確認する

《プロフィール画面》

編集 zP.194「プロフィールを編集する」
赤外線送信 zP.220「各機能のメニューから赤外線送信

する」
Bluetooth送信 zP.227「Bluetooth®でデータを送信する」
IC送信 zP.221「IC通信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。
送信項目設定 送信する項目を設定します。

•「名前」「自局電話番号」は無効にできません。

◎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

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）
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※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

自局電話番号※ お使いのIS11SH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IS11SH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。
mixi※ 電話帳からログインしているmixiやTwitterの

アカウント名が表示されます。Twitter※
チャット チャットアドレスを登録します。
住所 住所を登録します。
GPS情報 GPS情報を登録します。
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。

◎プロフィール編集画面→［ ］／［ ］と操作すると、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。

省エネ設定をする

とにかく省エネ 「省エネ設定」のすべての項目が一括で無
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。

おやすみ省エネ おやすみ
省エネ

「省エネレベル」の項目を指定
時刻に自動で変更するかどう
かを設定します。

設定OFF
時刻

「省エネレベル」の項目がOFF
になる時刻を設定します。

設定ON
時刻

「省エネレベル」の項目がON
になる時刻を設定します。

省エネ
レベル

おやすみ省エネの対象となる
項目を設定します。

Wi-Fi zP.216「Wi-Fiを起動する」
Bluetooth zP.225「Bluetooth®を起動する」
タッチ操作音 zP.200「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
オープン時自動回転 zP.201「画面の設定をする」
クローズ時自動回転
画面の明るさ
バックライト
点灯時間
GPS機能を使用 zP.202「位置情報とセキュリティの設

定をする」
バックグラウンド
データ

zP.206「アカウントと同期の設定をす
る」
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Wi-FiやBluetooth®接続、ホームネットワークの設定、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。

A 設定メニュー画面→［無線とネットワーク］

B

無線とネットワークの設定をする

電波OFFモード 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。

Wi-Fi zP.216「Wi-Fiを利用する」
Wi-Fi設定
ホームネット
ワーク設定

zP.192「ホームネットワークサーバの設定
をする」

Bluetooth zP.222「Bluetooth®機能を利用する」
Bluetooth設定
VPN設定 VPNの設定や管理を行います。

• VPN（Virtual Private Network）とは、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。
VPNを追加する場合
1.［VPNの追加］→VPNの種類を選択
2. 必要な項目を設定／入力
3.［e］→［保存］
VPNに接続する場合
1. VPNを選択
2. ユーザー名とパスワードを入力→［接続］

モバイル
ネットワーク

データ通信 データ通信を使用するかどうか
を設定します。
• 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。

データ
ローミング

zP.245「データローミングを
設定する」

モバイル
ネットワーク

ローミング
設定

エリア設定 zP.245「エリア
を設定する」

PRL設定 zP.244「PRL
（ローミングエ
リア情報）を取
得する」

auネット
ワーク設定

高度な設定 高度な設定をしま
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。

フィルタリング
設定

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
を遮断するかどうかを設定します。

電波OFFモードについて
◎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、電源を切ってください。

◎f（2秒以上長押し）→［電波OFFモード］でも同様に操作できます。
◎電波OFFモードを有効に設定すると、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。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定され
ます。

◎電波OFFモードを有効に設定すると、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。

auネットワーク設定について
◎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について
◎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。
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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。

A 設定メニュー画面→［通話設定］

B

通話に関する設定をする

通話時間 通話時間 前回通話・累積の通話時間の目
安、前回リセットした日時を表示
します。
•［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。

通話時間（海外）

着信時キー
動作設定

着信時にuを押したときの動作を設定できま
す。
•「クイックサイレント」に設定した場合は、着信音
が消音になり、バイブレータや着信ランプが停止
して、着信表示のみになります。着信音量の調整
はできません。

スライド
オープン
通話

着信中にIS11SHを開くことで応答するかどうか
を設定します。

スライド
クローズ
終話

通話中にIS11SHを閉じることで通話を終了する
かどうかを設定します。

オート
アンサー

オートアンサー イヤホン接続中に着信があった
場合、自動で応答するかどうかを
設定します。

着信時間 オートアンサーで応答するまで
の時間を設定します。

通話中表示
設定

背景画像の選択 発信中／着信中／通話中の画像
を選択して登録します。

電話帳写真表示 電話帳に登録されている相手の
方の場合、発信中／着信中／通話
中に電話帳に登録されている画
像を表示するかどうかを設定し
ます。

吹き出し表示 電話帳に登録されている相手の
方の場合、発信中／着信中／通話
中にメール着信などのメッセー
ジがあるときに、吹き出しアイコ
ンを表示するかどうかを設定し
ます。

発信者番号
通知

自分の電話番号を相手の方に通知するかどうかを
設定します。

音声・
伝言メモ

伝言メモリスト zP.198「伝言メモを再生する」
音声メモリスト zP.199「音声メモを再生する」
伝言メモ設定 電話に出ることができないとき、

応答メッセージを流して相手の
方の伝言を録音するかどうかを
設定します。

応答メッセージ
設定

伝言メモで応答したときに流れ
るメッセージを設定します。
• 項目をロングタッチ→［再生］
と操作すると、メッセージを確
認できます。

応答時間設定 伝言メモで応答するまでの時間
を設定します。

国際発信
設定

国際電話をかける場合に利用する国番号のリスト
を表示します。
リストを編集する
1. 項目を選択→［全リストから変更］
2. 項目を選択→［登録］
リストを直接入力して編集する
1. 項目を選択→［直接入力して変更］
2. 国名／国番号を入力→［OK］
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A 設定メニュー画面→［通話設定］→［音声・伝言メモ］
→［伝言メモリスト］
伝言メモリスト画面が表示されます。

留守番電話 zP.230「お留守番サービスを利用する（標準サー
ビス）」

転送電話 zP.235「着信転送サービスを利用する（標準サー
ビス）」

着信拒否 zP.199「着信を拒否する」
アカウント 着信を受ける インターネット通話の着信を受

けるかどうかを設定します。
インター
ネット通話
使用

インターネット通話の使用方法について設定しま
す。

通話時間について
◎表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
◎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。

発信者番号通知について
◎電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して
入力したときは、「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さま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表示されない場合があり
ます。

伝言メモについて
◎伝言メモとオートアンサーの応答時間を同じ時間に設定した場合は、伝言
メモが優先されます。

◎録音できるのは、1件あたり約60秒間で、10件までです。10件録音されて
いる場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削
除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しま
せん。

国際発信設定について
◎項目を選択→［リストから削除］と操作すると、国番号のリストを削除でき
ます。

アカウントについて
◎「アカウントを追加」を選択すると、インターネット通話で使用するアカウ
ントを作成できます。

伝言メモを再生する

A 伝言メモの再生状態を示すアイ
コン
：未再生の伝言メモ（赤色）
：再生済みの伝言メモ（緑色）
：保護された伝言メモ

B 相手の方の名前／電話番号／非
通知着信の理由

C 伝言メモが録音された日時

《伝言メモリスト画面》

B

C

A
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B 再生する伝言メモを選択
伝言メモが再生されます。

A 設定メニュー画面→［通話設定］→［音声・伝言メモ］
→［音声メモリスト］

B 再生する音声メモを選択
音声メモが再生されます。

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

停止 伝言メモの再生を停止します。
保護／解除 伝言メモが自動的に削除されないように保

護を設定／解除します。
削除 再生中の伝言メモを削除します。
スピーカーON／
スピーカーOFF

スピーカー／受話口で伝言メモを聞くこと
ができます。

◎伝言メモが複数ある場合、再生中に「 」／「 」をタップすると前／
次の伝言メモを再生できます。

音声メモを再生する

停止 音声メモの再生を停止します。
保護／解除 音声メモが自動的に削除されないように保

護を設定／解除します。
削除 再生中の音声メモを削除します。
スピーカーON／
スピーカーOFF

スピーカー／受話口で音声メモを聞くこと
ができます。

◎音声メモが複数ある場合、再生中に「 」／「 」をタップすると前／
次の音声メモを再生できます。

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
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→［ ］

非通知 電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話 公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能 電話番号を通知できない着信を拒否します。
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。
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。

◎メッセージ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。

◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送／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。
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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。

A 設定メニュー画面→［サウンド設定］

B

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない
ように設定できます。また、運転中に着信音やバイブレータをOFFにで
きます。

A 設定メニュー画面→［サウンド設定］→［マナーモード］

B マナーモードを選択

※応答メッセージが「ドライブ」、応答時間が「3秒」、伝言メモが「ON」に固定されます。

音・バイブレータ・ランプの設定をする

マナーモード zP.200「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、動画再生時などの音量を設定し

ます。
イヤホンの種類 接続するイヤホンの種類を設定します。
着信音 音声着信音に設定するデータを選択して登録

します。
バイブの
パターン

バイブレータの振動パターンを設定します。

着信ランプ 点滅
パターン

ランプの点滅パターンを設定
します。

点滅カラー ランプの点滅色を設定します。
通知音 通知音に設定するデータを選択して登録しま

す。
鳴動時間 鳴動時間を設定します。

•「時間設定」を選択した場合は、鳴動時間を設
定します。

光を点滅させて
通知

新着通知受信時、スリープモード中に通知を確
認するまで充電／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 数字キーやダイヤルキーで電話番号やプッ
シュ信号入力時の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
きにバイブレータが動作するかどうかを設定
します。

イヤホンの種類について
◎スイッチ付イヤホンマイクやイヤホンマイクの種類によっては使用できな
い場合があります。

マナーモードを設定する

各着信音／
受信音の音量

各着信／受信時
のバイブレータ

各操作音の音量

通常
マナー

OFF ON OFF

ドライブ
マナー※

OFF OFF OFF

サイレン
トマナー

OFF OFF OFF

◎自動車または原動機付自転車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原
因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを
「ドライブマナー」に設定してください。
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画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、表示に関する設
定を行います。

A 設定メニュー画面→［画面設定］

B

IS11SHをmicroUSBケーブル01（別売）でパソコンと接続したとき
の接続モードを設定します。

A 設定メニュー画面→［USB接続］

B

◎f（2秒以上長押し）→［マナーモード］と操作するか、ロック解除画面、
ホーム画面、メインメニューでdを長押しすると、マナーモードの設
定／解除を切り替えられます。

◎マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始／終了音、ボイスレ
コーダーの録音開始／停止音は鳴動します。

◎マナーモード設定中にコンテンツマネージャーのデータを再生したとき
や、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生
されます。機能によっては、再生中にu／dを押すと音量を調節
できます。

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。
•［明るさを自動調整］→［ダイナミック］／
［ノーマル］と操作すると、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。

オープン時
自動回転

IS11SHを開いているとき、IS11SH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。

クローズ時
自動回転

IS11SHを閉じているとき、IS11SH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。

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。

ベールビュー 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。

濃度設定 ベールビュー表示時の濃度を設定
します。

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。

ベール
ビュー

ベールビューを有効にするかどう
かを設定します。
• 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。

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。

壁紙 壁紙として表示する画像を選択して登録し
ます。

3D表示の
飛び出し度

3D表示の飛び出し度を設定します。

動画3D再生設定 動画の3D再生について設定します。

◎3D表示中はベールビューが表示されません。

USB接続の設定をする

USB充電 パソコンと接続したときに、同時に充電するかどう
かを設定します。

USB接続
モード

パソコンと接続した状態で、目的に応じた接続モー
ドを設定します。
zP.188「パソコンと接続する」
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GPS情報の使用やIS11SH使用時のセキュリティ方法について設定
します。

A 設定メニュー画面→［位置情報とセキュリティ］

B

◎USB充電を行った場合、指定のACアダプタ（別売）での充電と比べて時間
が長くかかる場合があります。

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

Wi-Fiまたはモバイルネットワークを利用して位
置情報を取得するかどうかを設定します。

GPS機能を
使用

高精度な位置情報を取得するかどうかを設定し
ます。

ロック設定 画面ロック スリープモードになったときに、
ロックするかどうかを設定します。

遠隔ロック zP.203「遠隔ロックを設定する」
音声発信
制限

電話の発信を制限するかどうかを
設定します。
• 音声発信制限中でも、緊急通報番
号や157（お客さまセンター）へ
の発信は可能です。緊急通報番号
へはローミング中でも発信が可
能です。

電話帳制限 電話帳を利用した操作を制限する
かどうかを設定します。

ロック解除
方法

指リスト ロック解除方法を変更します。
1. 設定されているロック解除方法
で入力

2. 新しいロック解除方法で入力
→［OK］／［次へ］

3. 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.
パスワード

ロック解除
パターン変更

指リスト 設定しているロック解除方法のパ
ターンを変更します。
1. 設定されているパターンを入力
2. 新しいパターンを入力
→［OK］／［次へ］

3. 確認のためもう一度新しいパ
ターンを入力→［OK］／［確認］

ロックNo.
パスワード

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を設定します。

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

UIMカード
をロック

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。
1. 古いPINコードを入力→［OK］
2. 新しいPINコードを入力
→［OK］

3. 確認のためもう一度新しいPIN
コードを入力→［OK］

パスワードを
表示

ロック解除時に文字を表示するかどうかを設定
します。

デバイス管理
者を選択

デバイス管理者が認証済みのときに、デバイス管
理者を設定します。
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IS11SHを紛失した場合などに、特定の電話からIS11SHへ電話をか
けて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でIS11SH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

安全な認証
情報の使用

安全な証明書とその他の認証情報へのアクセス
を許可します。
認証情報ストレージパスワードを入力→［OK］
• あらかじめ「パスワードの設定」から認証情報
ストレージパスワードを設定しておいてくだ
さい。

microSD
から
インストール

暗号化された証明書をmicroSDメモリカードか
らインストールします。
1. 認証情報のパスワードを入力→［OK］
2. 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。

パスワードの
設定

認証情報ストレージパスワードを設定します。
1. 新しい認証情報ストレージパスワードを入力
2. 確認のためもう一度新しい認証情報ストレー
ジパスワードを入力→［OK］

ストレージの
消去

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。

GPS機能を使用について
◎電池の消費を節約する場合は、無効に設定してください。
◎電波が良好な場所でご利用ください。
ロック設定について
◎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（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すると、新しい
指リストパターンを設定できます。ただし、Googleアカウントを設定して
いない場合、「忘れた場合」は表示されません。

◎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。

ロック解除方法について
◎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。
UIMカードロック設定について
◎PINコードについては、「PINコードについて」（zP.25）をご参照ください。

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
を選択します。「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、本体の操作または遠隔操作で
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。

af20_j.book  203 ページ  ２０１１年５月２７日　金曜日　午後６時７分



204

端
末
設
定

j14_af20_9j.fm
[204/214]

■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IS11SHへ電話をかけます。

■遠隔ロックによる制限内容
遠隔ロック中は、次のようにIS11SHの使用が制限されます。
• ホーム画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
• アラームは起動しません。
• ワンセグの視聴／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。

■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、お客さまセン
ターへの電話や、パソコンからのお手続きで、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。

■お客さま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。

◎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。

◎IS11SHの電源が入っていない場合や、IS11SHがサービスエリア外にあ
る場合、「電波OFFモード」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IS11SH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IS11SH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」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IS11SHで電話に出たり、着信拒否したり、伝言メモで
応答したりしても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否」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。

◎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。

◎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。）
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■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。

• IS11SHの電源が入っていない場合や、IS11SHがサービスエリア
外にある場合、「電波OFFモード」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IS11SH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。

• IS11SH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.254）をご参照ください。

A 設定メニュー画面→［アプリケーション］

B

アプリケーションの設定をする

提供元不明の
アプリ

ブラウザでダウンロードしたアプリケーショ
ンなど、提供元が不明な場合でもインストール
を許可するかどうかを設定します。

優先
インストール先

新しいアプリケーションの優先インストール
先を設定します。

クイック起動 アプリケーションの起動をダイヤルキーに割
り当てます。

ファイル送信
メールソフト

ファイルを添付してメール送信するときに使
用するメールソフトを設定します。
［メールソフトを指定］→アプリケーションを
選択

ホーム切替 利用するホームアプリを切り替えることがで
きます。

アプリケー
ションの管理

インストールされているアプリケーションに
関して、アンインストールやキャッシュの消
去、強制停止などができます。

実行中の
サービス

実行中のサービスを表示します。
• サービスを選択→［停止］→［OK］と操作する
と、実行中のサービスを停止することができ
ます。

ストレージ
使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を表
示します。

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。

開発 USB
デバッグ

USB接続時にデバッグモード
にするかどうかを設定します。

スリープモー
ドにしない

充電中やパソコンとカード
リーダーモード／高速転送
モードで接続中に、スリープ
モードにならないようにする
かどうかを設定します。

擬似ロケー
ションを許可

擬似位置情報データの利用を
許可するかどうかを設定しま
す。

クイック起動について
◎項目をロングタッチ→［OK］と操作すると、設定したアプリケーションを削
除できます。

◎割り当てたアプリケーションをクイック起動する場合は、［m］＋ダイヤル
キーと操作します。

アプリケーションの管理について
◎Androidマーケットなどからインストールしたアプリケーションを選択す
ると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行すると
アプリケーションは削除されます。
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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。

A 設定メニュー画面→［アカウントと同期］

B

「自動同期」が無効のとき、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

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］

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

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.を入力→［OK］→［すべて消去］

開発について
◎開発機能についてご不明な点がある場合は、下記のホームページをご参照
ください。
http://developer.android.com/

アカウントと同期の設定をする

バック
グラウンド
データ

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。

◎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。

手動で同期する

アカウントを追加する

アカウントを削除する

◎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」が必要です。

IS11SH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。
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A 設定メニュー画面→［microSDと端末容量］
microSDと端末容量の設定画面が表示されます。

B

電話帳、受信メール、送信メール、未送信メール、ブックマーク、スケ
ジュール、メモ帳、ユーザー辞書／学習辞書（iWnn IME - SH 
edition）、おすすめ・コミュニケーション（操作使用履歴）の登録内容を
microSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

A 設定メニュー画面→［microSDと端末容量］
→［microSDバックアップ］
microSD保存・読み込み画面が表示されます。

B［保存］→ロックNo.を入力→［OK］
保存できるデータカテゴリの一覧が表示されます。

C 保存するデータカテゴリを選択

D［開始］

E［はい］
電波OFFモードになり、バックアップが開始されます。
スケジュールを選択した場合は、アカウント選択画面が表示されます
ので、アカウントを選択→［OK］と操作してください。

F［完了］

◎「microSD内データを消去」を選択するとmicroSDメモリカード内のデー
タも消去できます。

◎設定メニューの以下の項目は、オールリセットを実行してもリセットされ
ません。
• エリア設定
• UIMカードロック設定

◎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/

microSDメモリカードと端末容量の設定を
する

合計容量 microSDメモリカードの合計容量／空き容
量が確認できます。
• メモリの一部をmicroSDメモリカード仕
様に基づく管理領域として使用するため、
実際にご使用いただけるメモリ容量は、
microSDメモリカードに表記されている
容量より少なくなります。

空き容量

microSD
バックアップ

zP.207「本体メモリ内のデータをバック
アップする」

microSDの
マウント解除／
microSDを
マウント

zP.209「microSDメモリカードを初期化
する」

microSD内
データを消去
空き容量 本体の空き容量が確認できます。

本体メモリ内のデータをバックアップする

◎電池残量が少ないときはバックアップできません。
◎本体の空き容量が11MB未満の場合は、microSDバックアップを利用でき
ません。

◎すべてのカテゴリを選択／解除したい場合、カテゴリ選択時に［e］→［全件
チェック］／［全件解除］と操作します。また、前回バックアップ時と同じ項
目を選択したい場合は、［e］→［前回選択項目のチェック］と操作します。

◎バックアップが完了しても電波OFFモードが元に戻らない場合は、手動で
戻す必要があります。
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■バックアップファイルを読み込む

A microSD保存・読み込み画面→［読み込み］

B ロックNo.を入力→［OK］
読み込むことができるデータカテゴリの一覧が表示されます。

C 読み込むデータカテゴリを選択
バックアップファイルの一覧が表示されます。

D 読み込むバックアップファイルを選択

E［追加登録開始］／［上書登録開始］
「ユーザー辞書／学習辞書（iWnn IME - SH edition）」を選択した場合
は、本体のユーザー辞書／学習辞書が削除される旨のメッセージが表
示されますので、「はい」を選択してください。

F［はい］
電波OFFモードになり、読み込みが開始されます。
スケジュールを選択した場合は、カレンダーシート選択画面が表示さ
れますので、カレンダーシートを選択→［OK］と操作してください。

G［完了］

■バックアップファイルを設定・管理する

A microSD保存・読み込み画面→［設定・管理］

B

◎バックアップできる受信メール、送信メール、未送信メールはCメール／
Eメールです。

◎お買い上げ時に保存されている受信メールはバックアップできません。
◎バックアップファイルは最大1,000件まで保存できます。

◎すべてのカテゴリを選択／解除したい場合、バックアップ時と同様の操作
で可能です。バックアップファイルは最新のものが選択されます。

◎アカウントが設定されている場合、電話帳読み込み時に登録先を選択する
画面が表示されます。

◎読み込みが完了しても電波OFFモードが元に戻らない場合は、手動で戻す
必要があります。

◎電池残量が少ないときは読み込みできません。
◎バックアップデータを上書登録中に操作がキャンセルされた場合は、処理
中の端末内のデータは削除され、キャンセルする直前までのバックアップ
データが登録されます。

◎ユーザー辞書／学習辞書は追加登録を行った場合でも上書きされます。

バックアップ
ファイルの整理

各データカテゴリ内で、バックアップファイル
を個々に選択して削除することができます。
• バックアップデータは1,000ファイルまで
表示されます。

電話帳の画像
設定

電話帳をバックアップするときに画像（顔）を
含めるかどうかを設定できます。

結果画面閲覧 バックアップ／読み込みの結果一覧が表示さ
れます。項目を選択すると詳細結果を確認でき
ます。

おすすめの自動
バックアップ

本体に保存できる容量が上限に達したときに、
おすすめ・コミュニケーションデータを
microSDメモリカードへバックアップするか
どうかを設定できます。

電話帳との関連
付け

コミュニケーションデータと電話帳を関連付
けることができます。
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microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保
存されているデータ（アプリケーションを含む）はすべて削除されま
す。

A 設定メニュー画面→［microSDと端末容量］
→［microSDのマウント解除］→［OK］

B［microSD内データを消去］

C［microSDをフォーマット］→ロックNo.を入力→［OK］
→［すべて消去］

IS11SHの言語や文字入力時の設定を行います。

A 設定メニュー画面→［言語とキーボード］

B

microSDメモリカードを初期化する

◎初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行っ
てください。

◎マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、
「microSDをマウント」を選択してください。
◎データが壊れる（消去される）ことがありますので、microSDメモリカード
にデータを保存中はマウント解除操作を行わないでください。

◎microSDメモリカードの取り付け／取り外しは、電源を切ってから行って
ください。

使用する言語やソフトウェアキーボードの設
定をする

言語
（Language）
を選択

日本語と英語の表示を切り替えます。

単語リスト 単語リストを表示します。
•［e］→［追加］→単語などを入力→［OK］と操作
すると、単語リストに単語などを登録できま
す。

• 登録した単語などを編集／削除する場合は、単
語などを選択し「編集」／「削除」を選択します。

iWnn IME - 
SH edition

zP.61「iWnn IME - SH editionの設定を行
う」
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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

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

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。

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。

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。

音声データを
インストール

Androidマーケットから音声データ
をインストールできます。

音声の速度 テキストを読み上げる速度を設定し
ます。

言語 テキストを読み上げる言語を設定し
ます。

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。

◎音声入力する言語により、「セーフサーチ」「不適切な語句をブロック」が利
用できない場合があります。

◎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インストー
ルする必要があります。また、テキスト読み上げは「言語（Language）を選
択」が「日本語」の場合には利用できないことがあります。

◎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。

電源キーで通話
を終了

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。
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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］

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。

A 設定メニュー画面→［歩数計設定］
「歩数計設定」については、「歩数計を設定する」（zP.183）をご参照く
ださい。

A 設定メニュー画面→［日付と時刻］

B

IS11SH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。

A 設定メニュー画面→［端末情報］

B

au one-IDの設定をする

歩数計の設定をする

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
とに自動で補正するかどうかを設定します。

日付設定 日付を設定します。
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。
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。

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

タッチパネルが正しく反応するように調整しま
す。
6箇所の円の中心をタップしてください。
• タッチパネルには通常操作する指で触れてく
ださい。
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メジャーアップデートとは、IS11SHのOSを更新する機能です。

A 設定メニュー画面→［端末情報］
→［メジャーアップデート］

B

IS11SH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、IS11SH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、IS11SH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IS11SHの再起動が必要です。自動更新型を設定している場
合は、IS11SHが自動的に再起動します。

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.212「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

zP.212「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。

◎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

Wi-Fi経由
でアップ
デート

Wi-Fiを利用してOSのアップデート
を実行します。
• アップデートのデータは
microSDメモリカードに保存さ
れます。あらかじめmicroSDメモ
リカードをセットしてください。

PC経由
でアップ
デート

パソコンを利用してOSのアップ
デートを実行します。
• あらかじめパソコンにメジャー
アップデートツールを準備して、
パソコンとIS11SHを接続しま
す。詳しくは「アップデートの確
認」で表示されるメジャーアップ
デートの方法をご確認ください。

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
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※ダウンロード後すぐに更新せずに、IS11SH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）。

A 設定メニュー画面→［端末情報］
→［ケータイアップデート］

B
■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
もしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせく
ださい。また、IS11SH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IS11SH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。

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※

• 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
• 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

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IS11SHが再起動し
てソフトウェアが更新されます。

自動設定 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。

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。

リマインド
機能

アップデートのお知らせを繰り返し表示するかど
うかを設定します。

◎更新開始日時を設定した後で「日付と時刻」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、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IS11SHを再起動してくだ
さい。
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• ソフトウェアを更新しても、IS11SH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au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」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」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、IS11SHが使用できなくなる
場合があります。IS11SH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、自動
的に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ソフトウェアが更新されます。

■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
「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
「^」をタップすると、更新が中止されます。「アップデート開始」により
ケータイアップデートを実行し直してください。

A 設定メニュー画面→［初期設定］
「初期設定」については、「初期設定を行う」（zP.35）をご参照くださ
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。

初期設定を行う
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