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アドレス帳で連絡先を管理する
アドレス帳には、最大1,000件まで相手先を登録できます。

アドレス帳に登録する
A 待受画面で&（長押し）

アドレス帳編集画面が表示されます。sを押して「基本」「設定」「その
他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定でき
ます。

B 項目を選択して編集

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して
しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす
すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お
よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ
らかじめご了承ください。

基本 メモリNo. 000～999の数字
名前 全角12／半角24文字以内
ヨミ 半角24文字以内
電話番号1～5 32桁以内、電話番号種別8種類
Eメールアドレス
1～5

半角64文字以内、Eメール種別
7種類

グループNo. 「グループ0」～「グループ19」
• 指定しない場合は「グループ
0」に登録されます。

基本 画像 「オリジナル」（お買い上げ時の
データ）「データフォルダ」「フォ
ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」
（画像なし）

着信画像表示 「ON」（登録した画像を表示）
「OFF」

GPS情報 「更新」（「現在地」「新規スポット
の検索」「データフォルダから」
「地図で修正する」）「GPS情報
詳細」「削除」
zP.187「他の機能でGPS情報
を付加するには」

設定 個別音声着信 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、
着信音やランプなどを設定しま
す。
zP.300「音やランプの設定を
変える（M2）」

個別Eメール受信

個別Cメール受信

シークレット設定 登録・編集中のアドレス帳の内
容を表示しないように設定しま
す。
「ON」「OFF」
•「ON」に設定すると、「シーク
レット（M426）」を「表示す
る」に設定したときに表示で
きます。

その他 血液型 「設定なし」「A型」「B型」「O型」
「AB型」

誕生日 1800年1月1日～
2099年12月31日

星座 13星座と「設定なし」
住所 全角40／半角80文字以内
メモ 全角40／半角80文字以内
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C %（登録）

他の機能からアドレス帳に登録する
他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像な
どを利用します。

A 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

B

C %（登録）

グループを編集する
アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに
グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール
受信、グループCメール受信を設定できます。

A アドレス帳一覧画面で%（サブメニュー）
→［グループ編集］
グループの一覧画面が表示されます。

B グループを選択→c

C

D %（保存）

◎アドレス帳一覧画面（zP.89）で%（サブメニュー）→［新規登録］と操作して
もアドレス帳編集画面が表示されます。

◎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。
◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリ
No.が自動的に入力されますが、「000」～「999」のうち空いているお好き
なNo.に変更できます。

◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着
信音の設定は有効になりません。

一度登録したアドレス帳の修正
◎アドレス帳詳細画面で&（編集）を押すと、アドレス帳の内容を編集すること
ができます。

新規登録 選択した登録項目が設定された状態でアドレス
帳編集画面を表示します。
zP.87「アドレス帳に登録する」

追加登録 選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集
画面を表示します。
上書きするアドレス帳を選択→c（詳細）→c
zP.87「アドレス帳に登録する」

追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されてい
る場合
◎aで登録先のアドレス帳を選択→c（詳細）→c→番号種別／Eメールア
ドレス種別を選択→c→通常使用に設定する電話番号またはEメールアド
レスを選択→cと操作します。

グループアイコン 59種類
グループ名 全角6／半角12文字以内
グループ音声着信 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音

量や着信音などを設定します。
zP.300「音やランプの設定を変え
る（M2）」

グループEメール受信
グループCメール受信
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アドレス帳の登録内容を利用する
アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話やテレビ電話をかけた
り、メールを送信したりできます。

A 待受画面で&

アドレス帳一覧画面が表示されます。

B aでアドレス帳を選択→c（詳細）
選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。

登録した電話番号を利用する
A 待受画面で&→アドレス帳を選択→c（詳細）

B 電話番号を選択→c

電話番号メニューが表示されます。（zP.96「発信メニューを利用す
る」）

登録したEメールアドレスにEメールを送る
A 待受画面で&→アドレス帳を選択→c（詳細）

B Eメールアドレスを選択→c

C

◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけ
ていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりま
せん。

◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先され
ます。

◎設定内容をリセットするには、グループを選択→&（リセット）→［1件リセッ
ト］／［全件リセット］と操作します。

グループ並び替え
◎グループの一覧画面で、%（サブメニュー）→［グループ並び替え］→グルー
プを選択→c→jで移動→c（確定）→%（保存）と操作すると並び順を
変更できます。

《アドレス帳一覧画面》

《アドレス帳詳細画面》

◎操作Bでcの代わりにNを押しても電話をかけることができます。
◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択してNを押しても電話をかける
ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて
いる場合、「通常使用」に設定した電話番号に電話がかかります。

Eメール作成 zP.118「Eメールを送る」
デコレーション
メール作成

zP.120「デコレーションメールを送る」

コピー Eメールアドレスを貼り付けデータに追加
します。
zP.84「文字をコピー／切り取りしてから
貼り付ける」

◎アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して L を押すと、Eメール作成画
面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場
合の宛先は、「通常使用」に設定したEメールアドレスになります。
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登録した住所／GPS情報を利用する
A 待受画面で&→アドレス帳を選択→c（詳細）

B 登録されている「住所」／「GPS情報」を選択→c

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用でき
ます。
「GPS情報」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

※「メモ」に登録したURLを選択してcを押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー
接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

登録した誕生日をスケジュールに登録する
A 待受画面で&→誕生日登録したアドレス帳データを選択
→c（詳細）

B %（サブメニュー）→［スケジュールへ登録］
スケジュールの新規登録画面が表示されます。

C 項目を編集して%（登録）
スケジュールの登録については、「スケジュールを新規登録する」
（zP.288）をご参照ください。

メモリNo.を利用する
メモリNo.000～099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁
または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりでき
ます。

A 待受画面でメモリNo.（00～99）を入力
メモリNo.の下1桁（0～9）または下2桁（00～99）を入力します。

B N

c（発信）を押すと、発信メニューが表示されます。（zP.96「発信メ
ニューを利用する」）
Lを押すとEメール作成画面が、Lを長押しするとCメール作成画面
が表示され、メールを作成できます。（zP.118「Eメールを送る」、
zP.148「Cメールを送る」）

アドレス帳を検索する
名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出
したいアドレス帳を検索します。

A 待受画面で&→&（検索）

B

GPSメール
作成

GPS情報をメール本文に添付して、Eメール／
デコレーションメールを作成します。

EZナビ
ウォーク

GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を
表示する」「ここへ行く」を選択します。
zP.181「EZナビウォークを利用する」

GPS情報詳細 登録されているGPS情報の詳細を表示します。

◎メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスに
なります。

ヨミ検索 検索したい名前の読み仮名を入力して検索し
ます。
• 半角カタカナ／半角英数記号 7 文字まで入
力できます。

• ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されま
す。該当するアドレス帳がない場合は、検索
文字列に続く候補が表示されます。
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アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他
に次の機能があります。

A アドレス帳一覧画面／詳細画面で%（サブメニュー）

B

メモリNo.検索 メモリNo.順のタブで検索します。
• 1を押して検索するとNo.100～ No.199
まで、12と押して検索するとNo.120～
No.199までに登録されているメモリNo.のう
ち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索さ
れます。

グループ検索 アドレス帳が登録されているグループの一覧
から検索します。

◎シークレットが設定されているアドレス帳は、「シークレット（M426）」を
「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

新規登録 アドレス帳を新規登録します。
zP.87「アドレス帳に登録する」

削除 アドレス帳を削除します。
zP.78「データを削除する」

データコピー アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに
保存します。
zP.258「他の機能からデータフォルダにコ
ピーする」

Eメール添付 アドレス帳の内容を添付データにしてEメー
ル／デコレーションメールを作成します。
zP.118「Eメールを送る」
zP.120「デコレーションメールを送る」

デコレーション
メール添付

赤外線送信 選択したアドレス帳を送信します。
zP.278「各機能のサブメニューから赤外線
で送信する」

Bluetooth送信 選択したアドレス帳を送信します。
zP.275「各機能のサブメニューからBluetoothv
で送信する」

au one 
アドレス帳

zP.92「au one アドレス帳のサーバにアドレ
ス帳を預ける」

• アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。
ペアへ登録 選択したアドレス帳をペア相手に登録しま

す。
「ペア1」～「ペア5」「OFF」

並び順設定 アドレス帳一覧画面（zP.89）のタブ表示を切
り替えます。
「五十音順」「メモリNo.順」（100の位ごとの
タブ）「グループ順」

グループ編集 zP.88「グループを編集する」
文字サイズ 文字サイズを変更します。

「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示
ON／
フォト表示OFF

アドレス帳一覧画面での画像表示をON／
OFFで設定します。
•「フォト表示ON」の場合、画像が登録されてい
ないアドレス帳には、 が表示されます。

メモリ登録件数 アドレス帳の登録件数を表示します。
• シークレットが設定されているアドレス帳の
件数は、「シークレット（M426）」を「表示す
る」に設定しているときのみ表示されます。

シークレット
一時表示

すべてのシークレット登録のアドレス帳を一
時的に表示します。

スケジュールへ
登録

zP.90「登録した誕生日をスケジュールに登
録する」
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au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を
預ける

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳の全データをサーバに
預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。au
one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより
パソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

A 待受画面で&→%（サブメニュー）
→［au one アドレス帳］→ロックNo.を入力→c

B

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
◎アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる
項目が異なります。

保存 サーバと照合して差分件数を表示し、「更新す
る」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加
／変更／削除します。

データを戻す サーバと照合して差分件数を表示し、「更新す
る」を選択するとサーバのデータでE05SHのア
ドレス帳を追加／変更／削除します。

データを見る サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
自動保存設定 E05SHのアドレス帳データをサーバに自動保

存するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
•「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定さ
れます。

◎携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータは
すべて削除されます。

◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存
するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますの
でご注意ください。

◎追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
◎「EZweb制限（M422）」が設定されている状態ではEZweb制限がかかりま
す。EZweb制限を解除しないと保存はできません。

◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できませ
ん。

◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できな
い場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻す
ことはできません。

◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワード
のロックをかけることができます。

◎データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は
保存の対象外となります。

◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとE05SHで差異が
あった場合は、E05SH側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが
行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、E05SHとサーバ間での
データのやりとりは行われず、E05SHのアドレス帳に上書きされることは
ありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の
内容は削除されE05SHのアドレス帳への反映もされませんのでご注意く
ださい。

◎au one アドレス帳に保存したデータをE05SHに戻しているときに、電池
残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画
像、着信設定などの設定が解除される場合があります。

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用
になれません。手動での操作で保存してください。

◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があ
ります。
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よく通話する相手をペア機能に登録する
よく連絡する相手の方（最大5件）をアドレス帳から選択してペア相手
に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり
できます。

A 待受画面でN

ペア画面が表示されます。

B sで登録先を選択
タブが切り替わり、登録先を選択できます。

C［登録／解除］→［はい］
アドレス帳の一覧画面が表示されます。

D アドレス帳を選択→c（詳細）→c

ペア機能を利用する
登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

A 待受画面でN→sでペア相手を選択

B jで項目を選択→c

◎アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、
操作Dでc（詳細）→cを押した後、ペア機能で利用する電話番号／Eメー
ルアドレスを選択する画面が表示されます。

◎ペア相手に登録すると、アドレス帳には が表示されます。

《ペア画面》

電話 電話番号に電話をかけます。
•「エリア設定」を「日本」以外に設定している場
合は次の項目から選択します。
日本へ発信：電話番号の前に渡航先の国際アク
セス番号と日本の国番号を付加して発信
zP.99「E05SHで海外から日本国内へ電話を
かける （グローバルパスポートCDMA）」
そのまま発信：ペア機能で登録した番号に発信
編集して発信：電話番号を入力編集

テレビ電話 電話番号にテレビ電話をかけます。
zP.104「テレビ電話をかける・受ける」

Eメール Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画
面を表示します。
zP.118「Eメールを送る」

デコレーション
メール

Eメールアドレスを宛先としたデコレーショ
ンメール作成画面を表示します。
zP.120「デコレーションメールを送る」

Cメール 電話番号を宛先としたCメール作成画面を表
示します。
zP.148「Cメールを送る」

登録／解除 未登録のタブを選択していた場合は登録確認
画面が表示されます。登録済みのタブを選択し
ていた場合は、「書換え」「登録解除」「中止」が選
択できます。「書換え」は登録相手をアドレス帳
から選択して変更します。「登録解除」は選択し
ていたタブを未登録にします。

◎「電話」を選択している状態で%（付加）を押すと、特番を付加することができま
す。特番については「発信メニューを利用する」（zP.96）をご参照ください。

◎「Eメール」「デコレーションメール」を選択している状態で%（全送信）→［は
い］と操作すると、登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

◎&（確認）を押すと、登録したアドレス帳が表示されます。
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