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カメラで撮影する
このカメラでできること

E05SHは有効画素数203万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトや
ムービーが撮影できます。また、マクロモードにすることで、近距離で
もフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービー
はEメールに添付して送信できます。

■フォトでできること
用途に合わせてフォトサイズや画質設定を選択できます。

■ムービーでできること
録画モードによって、ムービーのサイズを選択できます。
○：Eメール添付可 △：サイズを変換してEメール添付可

※市販品のmicroSDメモリカード（512MB～2GB）をセットした場合の録画可能時間です。ただ
し、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

カメラをご利用になる前に
• レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが
変色して画像が変色することがあります。

• E05SHを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存し
たときは画像が劣化することがあります。

• カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく
見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での
撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。

• レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合がありま
す。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてく
ださい。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。

• 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように
ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ
を手で固定してから撮影してください。

フォトサイズ：
横×縦（ドット） 画質設定 容量（目安） 保存可能

枚数（目安）
壁紙（標準）：
240×320

ノーマルモード
固定 21KB程度 5,000枚

壁紙（ワイド）：
240×400

ノーマルモード
固定 27KB程度 5,000枚

0.3M：
640×480

ノーマルモード
固定 70KB程度 5,000枚

1M：
1,280×960

ファインモード 341KB程度 2,152枚
ノーマルモード 205KB程度 3,643枚

2M：
1,600×1,200

ファインモード 423KB程度 1,754枚
ノーマルモード 244KB程度 2,960枚

◎ファインモードは、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

録画モード 録画サイズ：
横×縦（ドット） 録画可能時間 Eメール添付

高品質L 176×144 最大15秒 ○
QVGA 320×240 最大約120分※ △
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• 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が
動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能
を利用して撮影してください。
特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなり
ますのでご注意ください。
また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意く
ださい。

• 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では
感じられない、ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面にうす
い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。

• ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご
注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マ
イクの音声の品質が悪くなる場合があります。

• 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場
合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっ
ては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりす
る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一
部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

• 標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定
した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マ
クロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像
がぼやける場合があります。

• カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピ
ントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。

• 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
･ 無地の壁などコントラストが少ない被写体
･ 強い逆光のもとにある被写体
･ 光沢のある金属など明るく反射している被写体
･ ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
･ カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
･ 暗い場所にある被写体
･ 動きが速い被写体

• モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。モバイル
ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の
人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを
起こす原因となります。

• マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオート
フォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録
画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更
できません。

• カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な音が聞こえる場合があり
ますが、機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。

• フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場
合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一
部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因とな
る場合がありますのでご注意ください。また、本体の温度が上昇し、
カメラが使用できなくなることがあります。

• 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗
くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意くださ
い。

• 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移した
ときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがありま
す。また、一瞬乱れることなどもあります。

• プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定
を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時
間がかかることがあります。

• 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い
場合は、カメラが使用できないことがあります。

• お客様がE05SHのカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける
不良行為などを行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って
罰せられることがあります。

• カメラ使用中はカラーベールビューを使用できません。
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E05SHの持ちかた フォトを撮影する
A 待受画面でf（長押し）

フォトモニター画面が表示されます。
j：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数

については、「主な仕様」の「カメラ」（zP.342）
をご参照ください。）

s：明るさの調整（「＋2.0」～「－2.0」まで調節で
きます。）

R：オートフォーカスロック
5：キー操作ガイドの表示ON／OFF
#：モバイルライト切り替えON／オート／OFF

B c（撮影）／f

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮
影した画像が表示されます。

C c（保存）
本体内またはmicroSDメモリカード内のデータ
フォルダに保存されます。

レンズに指やストラップが
かからないように注意

レンズに指やストラップ
がかからないように注意

〈縦向き〉
両手で本体をしっかりと持ち、シャッター
cを押して撮影します。

〈横向き〉
両手で本体をしっかりと持ち、サイドキーの
fを押して撮影します。

◎フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約 1分間何も操作しない
と、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラ
を起動したときに、保存確認画面が表示されます。

《フォトモニター
画面》

《フォトプレビュー
画面》
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フォトを連写する
1回の撮影で連続した4枚／9枚のフォトを撮影できます。

A「フォト（壁紙モード）」のフォトモニター画面で
%（サブメニュー）→［連写設定］

B［連写起動］→［ON（連写モード）］

C c（撮影）／f

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示さ
れます。
•「連写速度」で「マニュアル」を選択した場合は、
c（撮影）を連続で押してください。%（完了）
を押すと、サムネイル画面にシャッターを押し
た数だけのフォトが表示されます。
連写中に&（撮直し）／Cを押すと、撮影済
みのフォトをすべて削除して撮り直しができ
ます。

D aでフォトを選択→c（表示）

E c（保存）
表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。
保存したフォトには、サムネイル画面に が表示されます。

ムービーを録画する
A 待受画面でf（長押し）
→&（ ）
ムービーモニター画面が表示されます。
j：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数

については、「主な仕様」の「カメラ」（zP.342）
をご参照ください。）

s：明るさの調整（「＋2.0」～「－2.0」まで調節で
きます。）

5：キー操作ガイドの表示ON／OFF
#：モバイルライト切り替えON／オート／OFF

B c（録画）／f

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作が
できます。
j：ズームイン／ズームアウト
s：明るさの調整
&（ ）／（ ）：録画を一時停止／解除

オートフォーカスロックについて
◎フォトモニター画面でRを押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固
定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠（ ）が緑
色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オート
フォーカス枠（ ）が赤色で表示されます。
※「フォーカス設定」（zP.238）が「遠景固定」「マクロ固定」に設定されていると、フォーカ
スロックできません。

フォトが保存されるフォルダについて
◎データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※デジカメモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自
動的にデータフォルダ（microSD）の「デジカメフォルダ」に保存されます。

《サムネイル画面》

◎「フォト（壁紙モード）」のフォトモニター画面で%（サブメニュー）→［連写設
定］→［連写速度］／［連写枚数］と操作すると、撮影間隔（「はやい」「ふつう」「お
そい」「マニュアル」）や連写枚数（「9枚」「4枚」）を設定できます。

《ムービー
モニター画面》

《録画中画面》
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■録画モードが「高品質L」の場合
C c（停止）／録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。
%（サブメニュー）→［再生］で保存するムービー
を確認できます。
j：音量調節（ムービー再生時）

D c（保存）／f

データフォルダ（本体）に保存されます。

■録画モードが「QVGA」の場合
C c（停止）／録画時間経過

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されま
す。

カメラ画面の見かた

■共通のアイコン
A 明るさ調整アイコン：
B セルフタイマーアイコン：
C ズームアイコン：

D GPS情報アイコン：
E 保存向きアイコン：

撮影時に が正しい向きになるように撮影してください。
F モバイルライトアイコン： （ON）　 （オート）　非表示（OFF）
G フォーカス設定アイコン： （センターAF）　 （マクロAF）　

（遠景固定）　 （マクロ固定）
H ホワイトバランスアイコン：非表示（オート）　 （太陽光）　

（曇り／日陰）　 （電球）　 （蛍光灯）

◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータ
フォルダに保存されます。ただし、録画モードが「高品質L」の場合は、着信前
までのムービーのプレビュー画面が表示されます。

◎録画モードが「高品質L」の場合、ムービープレビュー画面や一時停止中画面で
約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが
終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。
録画モードが「QVGA」の場合、一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、
撮影したムービーをデータフォルダ（本体）またはデータフォルダ
（microSD）の「ムービーフォルダ」に自動的に保存します。
ムービーが保存されるフォルダについて
◎データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※録画モードが「QVGA」で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているとき
は、自動的にデータフォルダ（microSD）の「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、
microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的にデータフォルダ（本体）に保存さ
れます。

《ムービー
プレビュー画面》

H
LA

I DEFGJ

M
CB

N

《フォト画面》
（壁紙モードの場合）

《ムービー画面》《フォト画面》
（デジカメモードの場合）

H
LA

I DK EFGJ

CB

N

H
RA

O DP EFG

B

Q
C
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■フォトモニター画面に表示されるアイコン
I 撮影モードアイコン： （壁紙モード）　 （デジカメモード）
フォトサイズアイコン： （壁紙（標準））

（壁紙（標準）連写モード）　 （壁紙（ワイド））
（壁紙（ワイド）連写モード）　 （0.3M）　 （1M）
（2M）

• 連写モードアイコンの右側には、連写速度のアイコン（ （はや
い） （ふつう） （おそい） （マニュアル））と連写枚数が表示さ
れます。

J 撮影シーンアイコン：非表示（オート）　 （夜景）　 （文字）　
（スポーツ）

K 画質設定アイコン： （ファインモード）
L 撮影可能残り枚数：
M 日付スタンプ
N オートフォーカス枠：

■ムービーモニター画面／ムービー録画中画面／
ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

O 撮影モードアイコン：
録画モードアイコン： （高品質L）　 （QVGA）

P 音声なしアイコン：
Q 時間の目安：

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画
面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画
面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示します。

R 録画状況／再生状況アイコン： （スタンバイ）　
（録画中）　 （一時停止中）　
（再生中）

モニター画面でできること
A フォトモニター画面／ムービーモニター画面で

%（サブメニュー）

B フォトサイズ※1 zP.237「フォトサイズを設定する」
録画モード※2 zP.238「ムービーの録画モードを設定する」
撮影モード 撮影モードを選択します。

「フォト（壁紙モード）」「フォト（デジカメモー
ド）」「ムービー」
• &（ ）／（ ）を押してフォト
／ムービーを切り替えたり、フォトモニター
画面で1を押して壁紙モード／デジカメ
モードを切り替えることもできます。

撮影シーン※1 フォトの撮影シーンを選択します。選択した
シーンに最適なホワイトバランス、明るさな
どの撮影条件が設定されます。
「オート」「夜景」「文字」「スポーツ」
• フォトモニター画面で7を押しても撮影
シーンを設定できます。

•「オート」以外に設定すると、ホワイトバラン
スは「オート」になります。

日付スタンプ※3 撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設
定します。
「ON」「OFF」「文字色設定」

フレーム※3 あらかじめフレームを表示して撮影します。
「オリジナル」「データフォルダ」「フレームな
し」

録画音声※2 録画時に音付きで録画するか、音なしで録画
するかの設定をします。
「音声あり」「音声なし」

GPS情報 次に撮影するフォト／ムービーにGPS情報を
付加します。
zP.187「他の機能でGPS情報を付加するに
は」
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※1フォトモニター画面でのみ表示されます。
※2ムービーモニター画面でのみ表示されます。
※3「フォト（壁紙モード）」のフォトモニター画面でのみ表示されます。
※4「フォト（デジカメモード）」のフォトモニター画面でのみ表示されます。

フォトサイズを設定する
フォトサイズを選択できます。壁紙モード／デジカメモードによって
選択できるフォトサイズは異なります。

A フォトモニター画面で%（サブメニュー）→［フォトサイズ］

■壁紙モードの場合
B

■デジカメモードの場合
B

バーコード
リーダー※1

バーコードリーダーを起動します。

カメラ設定 zP.238「カメラを設定する」
連写設定※3 zP.234「フォトを連写する」
セルフ
タイマー

撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影／
録画を開始します。
「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」
• セルフタイマーのカウントダウンを中止し
てやり直す場合は、Cを押します。&（中
止）を押すと、撮影を中止してセルフタイ
マーの設定が「OFF」に戻ります。

ホワイト
バランス

被写体を自然な色合いで撮影できるように、
白を基準にした色の調整ができます。
「オート」「太陽光」「曇り／日陰」「電球」「蛍光
灯」
• モニター画面で3を押してもホワイトバ
ランスを設定できます。

•「オート」以外に設定すると、撮影シーンは
「オート」になります。

撮影データ確認 データフォルダに保存されたフォトやムー
ビーを確認できます。

フォルダ
使用状況

データフォルダとmicroSDメモリカードの
使用状況と使用率を表示します。

フォト画質※4 フォトサイズが1M、2Mのときの画質を設定
します。
「ファインモード」「ノーマルモード」

ライト モバイルライトの点灯方法を選択します。
「ON」「オート」「OFF」

ガイド表示 キーの操作ガイドを表示します。

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

壁紙（標準） 携帯電話にEメール送信するのに適した撮
影モードです。

壁紙（ワイド） E05SHの画面サイズで撮影できるモード
です。

0.3M パソコンで表示するのに適した撮影モード
です。

1M L判サイズできれいにプリントできます。
2M 2L判サイズできれいにプリントできます。

◎フォトモニター画面でLを押してフォトサイズを切り替えることもできます。
◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールから撮影する場合、デジカメモー
ドでのフォトサイズは0.3Mに設定され、変更できません。
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ムービーの録画モードを設定する
A ムービーモニター画面で%（サブメニュー）→［録画モード］

B

カメラを設定する
A フォトモニター画面／ムービーモニター画面で

%（サブメニュー）→［カメラ設定］

B

※表示される項目は、画面によって異なります。

高品質L au電話（Wシリーズなど）や3G携帯電話へ
送信するのに適した録画モードです。

QVGA E05SHで表示するのに適した録画モード
です。長時間撮影に向きます。

◎ムービーモニター画面でLを押して録画モードを切り替えることもできます。
◎Eメール、アドレス帳、プロフィール、スケジュールから録画する場合、録画
モードは高品質Lに設定され、変更できません。

フォーカス
設定

センター
AF

被写体との距離が約30cm～無限遠
の範囲で動作するオートフォーカス
に設定します。

マクロAF 被写体との距離が約10cm～30cm
の範囲で動作するオートフォーカス
に設定します。

遠景固定 被写体との距離を無限遠に固定しま
す。

マクロ固定 被写体との距離を約10cmに固定し
ます。

特殊効果 あらかじめ特殊効果を表示して撮影します。
「セピア」「モノクロ」「OFF」

プレビュー
設定

高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再生
するかどうかを設定します。
「自動再生」「手動再生」

シャッター音 フォトのシャッター音を選択します。
「シャッター音1」「シャッター音2」
「シャッター音3」「シャッター音4」

録画開始／
終了音

ムービーのシャッター音（録画開始／終了音）を選
択します。
「シャッター音1」「シャッター音2」
「シャッター音3」「シャッター音4」

全画面表示 撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定しま
す。
「OFF」「ON」
•「ON」に設定しても、一部のアイコンは表示され
ます。

拡大表示 拡大表示するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
• モニター画面で0を押しても拡大表示を設定で
きます。

自動保存
設定

フォトを撮影した後に、自動的に保存するかどう
かを設定します。
「OFF」「ON」

◎モニター画面で*を押してもフォーカスを設定できます。
◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
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プレビュー画面でできること

フォトプレビュー画面でできること
A フォトプレビュー画面で%（サブメニュー）

B

※「フォト（壁紙モード）」のフォトプレビュー画面でのみ表示されます。

ムービープレビュー画面でできること
A ムービープレビュー画面で%（サブメニュー）

B

撮影したフォト／ムービーをEメールに
添付する

撮影したフォト／ムービーを、Eメールに添付して送ることができま
す。

A フォトプレビュー画面で&（Eメール）／ムービー
プレビュー画面で&（Eメール）

B［Eメール］／［デコレーションメール］
撮影したフォト／ムービーをデータフォルダに保存した後、フォト／
ムービーを添付した状態のEメール作成画面／デコレーションメール
作成画面が表示されます。

日付
スタンプ※

撮影したフォトに日付を付加します。
「ON」「OFF」「文字色設定」

画像編集※ フォトを保存する前に加工できます。
zP.254「フォトを編集する」

GPS情報 撮影したフォトにGPS情報を付加します。
zP.187「他の機能でGPS情報を付加するには」

全保存※ 連写モードで撮影した場合に、すべてのフォト
を保存します。

インデックス
保存※

壁紙
（標準）／
（ワイド）
サイズ

連写モードで撮影した場合に、すべて
のフォトを1枚の壁紙（標準／ワイ
ド）サイズに並べて保存します。

等倍
サイズ

連写モードで撮影した場合に、すべて
のフォトをそのままのサイズで1枚
に並べて保存します。

タイトル
編集※

撮影したフォトのタイトルを編集します。
• 全角20／半角40文字以内で入力できます。

再生 録画した高品質Lのムービーを保存する前に再
生できます。

プレビュー
設定

高品質Lのムービーを録画した後に、自動的に再
生するかどうかを設定します。
「自動再生」「手動再生」

ムービー編集 テロップ
編集

zP.255「ムービーのテロップを編
集する」

アフレコ
編集

zP.256「ムービーの音声のみを録
音し直す」

拡大表示 拡大表示するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」

GPS情報 録画したムービーにGPS情報を付加します。
zP.187「他の機能でGPS情報を付加するには」

タイトル編集 録画したムービーのタイトルを編集します。
• 全角20／半角40文字以内で入力できます。
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文字を読み取る

名刺リーダーで名刺を読み取る
読み取った名刺を、アドレス帳に登録、あるいは、コピーしてメモ帳な
どで利用することができます。

A 待受画面でc→［カメラ］
→［名刺リーダー］
モニター画面が表示されます。

B 名刺をディスプレイに表示させ、
c（撮影）
読み取り結果画面が表示されます。
読み取った文字を自動的に判別し、項目ごとに整
理して表示します。

C c（登録）
読み取った項目が入力されたアドレス帳登録画
面が表示されます。アドレス帳への登録については、「アドレス帳に登
録する」（zP.87）をご参照ください。
また、%（コピー）を押すと、読み取り結果をE05SHのメモリへコピー
することができます。（zP.84「文字をコピー／切り取りしてから貼り
付ける」）
読み取った画像は、データフォルダに保存されません。

テキストリーダーで文字を読み取る
紙などに印刷されている文字列を読み取って、E05SHのメモリへコ
ピーします。

A 待受画面でc→［カメラ］
→［テキストリーダー］
モニター画面が表示されます。

B 文字列をディスプレイに表示させ、
c（撮影）

C 読み取りたい行を選択→c（読取）
枠で囲まれた行が読み取られ、読み取り結果画面
が表示されます。

D c

読み取りデータ画面が表示されます。
ここで表示された文字列を利用することができます。
&（編集）を押すと文字列を編集することもできます。

E c（コピー）→コピー開始位置でc（始点）
→コピー終了位置でc（終点）
文字列がE05SHのメモリにコピーされます。

◎GPS情報が付加されているフォト／ムービーを、Eメール／デコレーション
メールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加さ
れます。

《名刺リーダー
モニター画面》

《テキストリーダー
モニター画面》



241

カ
メ
ラ

■読み取りモードを切り替える
読み取る文字列の種類に応じてモードを切り替えることができます。

A 読み取り結果画面で%（モード）

B

■読み取りデータ画面で使える機能

A 読み取りデータ画面で%（サブメニュー）

B

オート 読み取った文字列の種類を自動的に識別して取り
込みます。

テキスト 読み取った文字列をそのまま取り込みます。
電話番号 読み取った文字列が電話番号を含む場合、電話番

号として取り込みます。
Eメール 読み取った文字列がメールアドレスを含む場合、

メールアドレスとして取り込みます。
URL 読み取った文字列がURLを含む場合、URLとして

取り込みます。

追加読み取り 文字列を再度読み取り、文字列を追加します。
メモ帳登録 読み取った文字列をメモ帳に登録します。
辞書検索 読み取った文字列をスマートリンク辞書に貼り

付け、単語の意味を検索します。
範囲開始位置でc（始点）→範囲終了位置で
c（終点）→単語の意味を検索
zP.294「スマートリンク辞書で調べる」

メール本文へ
貼付

Eメール 読み取った文字列をEメールの本
文に貼り付けます。

デコレー
ション
メール

読み取った文字列をデコレーショ
ンメールの本文に貼り付けます。

Cメール 読み取った文字列をCメールの本
文に貼り付けます。

◎名刺リーダーでは、アドレス帳に次の項目を登録できます。
• 名前
• ヨミ（姓のみ）
• 電話番号
• FAX番号
• Eメールアドレス
• 住所、郵便番号
• メモ（会社名、所属、役職、URL、名刺を読み取った日付、その他の項目）

◎名刺リーダーでは、アドレス帳にない項目は、メモ欄に登録されます。
◎漢字によっては、読み（ヨミガナ）を認識しない場合もあります。
◎国際電話番号の「＋」の記号は名刺リーダーで読み取っても、アドレス帳に
登録することはできません。

◎次のような名刺／文字列は読み取れません。
• 背景がついている名刺／文字列
• 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺／文字列
• 縦書きと横書きが混在した名刺／文字列
• ディスプレイなどに表示された名刺／文字列

◎一部の文字列は読み取り結果表示の際に除かれる場合があります。
◎読み取り精度が悪い場合は、柔らかい布などでレンズを拭くことで改善さ
れる場合があります。

◎読み取り結果が間違っている場合は、&（再撮影）を押して再撮影するか、
各機能で文字列を利用するときに、内容を直接修正してください。
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