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タッチパネルの使いかた
E31Tのディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて
操作します。

タッチパネル利用上のご注意
タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押
したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたり
しないでください。
•	以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。
また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
・	手袋をしたままでの操作
・	爪の先での操作
・	異物を操作面に乗せたままでの操作
・	保護シートやシールなどを貼っての操作
・	ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
・	ぬれた指または汗で湿った指での操作

タップする
画面の項目やアイコンを指で軽く叩いて選択します。

ホールドする
画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。
ポップアップメニューなどを表示する場合に使います。

すばやくスライド（フリック）する
静止画や設定画面など、複数のページがあるときに画面を左右にすば
やくスライドすると、前後の画面に切り替わります。
また、メニューなど1画面で表示しきれないときに画面を上下にすば
やくスライドすると、画面がスクロールします。
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ドラッグする
画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動します。

パンする
Webページやオフィスアプリケーションのドキュメント、静止画の拡
大表示時など、1画面で表示しきれないときに、画面そのものを全方向
にドラッグして見たい部分を表示します。

文章の一部分を選択する
メール本文の一部分をコピーするときなど、文章の一部分を選択する
ときは選択したい部分をドラッグします。
•	電子メール本文の一部分を選択する場合は、次のように操作します。
	 本文をホールドしてポップアップメニューを表示する→「選択」→ド
ラッグして文章の一部分を選択
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基本的なキー操作を覚えよう

■	画面の最下行に表示された内容を実行するには
画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押し
ます。

（画面例） ①	 	は、&アドレス帳キーを押します。
②	 	は、Lメールキーを押します。

■	項目を選択するには
表示された項目を選択するには、jやaで項目を選択してcを押し
ます。
•	rを押しても、項目を選択できる場合があります。

■	数字を入力するには
0〜9を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄に「▲」と「▼」が表示されている場合は、jを押すこ
とで、数を増減できます。

① ②① ②

ホーム画面について
ホーム画面はAを押すか、 	→「ホーム」をタップして、ホーム画面を
表示することができます。

①	スタートメニューを表示します（▶P.51）。
②	「連絡先」をタップすると、連絡先一覧（▶P.74）を表示します。
	 「通知」をタップすると、不在着信や新着メールなどの確認や、閉じ

てしまった通知画面を再表示できます。
③	「メール」をタップすると、電子メールを利用できます（▶P.88）。
④	メニューバー
	 起動中のプログラムや表示中の画面に対応するボタンが表示され

ます（▶P.50）。
⑤	タイトルバー
	 E31Tの状態を示すアイコンが表示されます（▶P.49）。

◎	各機能を利用している際、一定時間キー操作をしないと、自動的にホーム画
面が表示される場合があります。

⑤

① ③②

④

⑤

① ③②

④
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タイトルバーに表示されるアイコン
タイトルバーにはE31Tの状態を示すアイコンが表示されます。

通知アイコン
不在着信（▶P.65）／お留守番サービスの伝言お知らせ	 	
（▶P.180）・着信お知らせ（▶P.181）
新着電子メール（▶P.92）

新着Cメール（▶P.96）

新着インスタントメッセージ（▶P.108）

マイクロソフト社からの通知

ビーム受信（▶P.171）

A2DPに対応したBluetooth®	ヘッドセット接続中（▶P.168）

Bluetooth®	接続要求あり（▶P.170）

無線LAN検出（▶P.164）

スピーカーフォン	オン（▶P.68）

アラーム動作中（▶P.151）

マナーモード（▶P.71）
重複通知：	通知アイコンが重複している場合（アラーム動作中

と不在着信など）に表示されます。タップすると、隠
れているアイコンを確認できます。

緊急地震速報（▶P.97）

ローミングアイコン

ローミング中（▶P.192）

ローミング先でパケット通信が可能な状態

データアイコン

無線LAN機能起動中（▶P.164）

無線LAN接続中（▶P.164）

データ通信オフ（▶P.44）

USB接続中（▶P.118、▶P.130）

パソコンと同期中（▶P.130）

電波アイコン

電波状態（▶P.39）

圏外（▶P.39）

電話サービス検索中（▶P.39）

電話機能オフ（▶P.44）

音声通話（▶P.64）

データ通信接続中

au	ICカード未挿入（▶P.42）

音量アイコン

バイブ（▶P.69）

スピーカーオフ（▶P.69）

スピーカーオン（▶P.69）

電池レベルアイコン

電池レベル（▶P.39）

充電中（▶P.35）
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タイトルバーの操作
タイトルバーのアイコンに対応した拡大アイコンをタップして、音量
の調節や接続設定などの操作を行うことができます。

1	タイトルバーをタップする
タイトルバーのアイコンに対応した拡大アイコンが表示されます。

2	目的の拡大アイコンをタップする
それぞれの設定／確認画面が表示されます。
拡大鏡の利用（▶P.151）／接続状況の確認／サウンドの設定（▶P.70）／
スピーカ音量（▶P.70）／電池残量の確認／日付と時刻の設定（▶P.41）
などができます。

メニューバーについて
Windows	Mobileのメニューバーには、起動中のプログラムや表示中
の画面に対応するボタンが表示されます。ボタンをタップすると、その
とき利用できる機能やメニューを呼び出すことができます。

①	表示されるボタンは状況によって異なります。
	 例えば「通知」が表示されているときにタップすると、不在着信や新

着メールなどの確認や、閉じてしまった通知画面を再表示できます。
②	文字入力パッド表示アイコン
	 タップして文字入力パッドを呼び出します。
③	閉じる（×）／� �ボタン
	 プログラムを終了します。

◎	プログラムを起動したあと、「×」や	 	をタップして画面を閉じてもプログ
ラムは起動したままになっています。特にInternet	Explorer	Mobileが起
動したままになっていると、自動でインターネットに再接続されることが
ありますのでご注意ください。起動したプログラムは、タスクマネージャー
で終了できます（▶P.53）。

メニューの例

③

②

①

メニューの例

③

②

①
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スタートメニューから機能を起動する
スタートメニューからE31Tに登録されているプログラムや機能を起
動したり、E31Tの設定を変更したりできます。

1	 	をタップする
スタートメニューが表示されます。

2	指で画面を上下になぞってスクロールし、起動したい機
能／項目をタップする

◎	スタートメニューの各項目については、「メニュー一覧」（▶P.202）を参照
してください。

スタートメニューの項目を並べ替える

1	 スタートメニューで移動したい項目をホールドする
2	移動したい位置へ項目をドラッグし、指を離す

ここをタップここをタップ

機能の操作方法を確認する

オンラインヘルプを利用する
E31TからWindows	Mobileのオンラインヘルプを参照できます。

1	 	→「ヘルプ」→ 	

「お使いになる前に」を利用する
E31Tの基本的な機能や設定の概要を確認できます。E31Tを使い始
める前にお読みいただくことをおすすめします。

1	 	→「お使いになる前に」
目次画面が表示されます。

2	確認したい項目をタップする
説明画面が表示されます。
•	 をタップすると、その項目の設定画面が表
示されます。
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モーションコントロールの使いかた
E31Tの向きや動きを検知するモーションセンサーによって、E31T
を振ったり、E31Tの背面を2回タップしたりして、指定した動作を
行ったり、タスクマネージャーを起動することができます（モーション
コントロール）。

シェイク操作で指定した動作を行う
E31Tを1回振って、指定した動作を行います。
•	お買い上げ時はシェイク操作が無効になっています。モーションセ
ンサー設定でシェイクによる起動を有効にしてから操作してくださ
い（▶P.53）。

タップ2回操作でタスクマネージャーを起動する
E31Tの背面を2回タップして、タスクマネージャーを起動します。
•	お買い上げ時はタップ2回操作が無効になっています。モーションセ
ンサー設定でタップ2回によるタスクマネージャーの起動を有効に
してから操作してください（▶P.53）。

◎	2回続けて確実にタップしてください。2回のタップの間隔が短すぎたり
開きすぎたりすると、モーションセンサーが正常に働かず、タスクマネー
ジャーが起動しない場合があります。

◎	E31Tを机やテーブルなどに置く際、衝撃を与えると、モーションセンサー
が誤動作する場合があります。
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モーションセンサーを設定する

お買い上げ時 タップ2回によるタスクマネージャーの起動：無効
シェイクによる起動を有効にする：	無効（電話を起動）

モーションコントロール（タップ2回操作、シェイク操作）の有効／無
効を設定します。また、シェイク操作で行う動作を指定します。

1	 	→「設定」→「システム」→「モーションセンサー設定」

2	有効にしたい操作にチェックを付ける
•	「シェイクによる起動を有効にする」にチェックを付けた場合は、シェ
イク操作で行う動作を選択します。

3	 	をタップする

モーションセンサーを調整する
モーションコントロールが正しく動作しない場合は、モーションセン
サーを調整してください。

1	 	→「設定」→「システム」→「モーションセンサー調整」

2	 E31Tを水平な机などの上に置き、「調整」をタップする
3	調整が完了したことを知らせる画面が表示されたら、「×」
をタップして画面を閉じる

4	 	をタップする

プログラムを切り替える／終了する
タスクマネージャーを起動して、実行中のプログラムを確認したり、切
り替えたり、終了させることができます。
起動したプログラムは、終了させるまで起動したままになっています。
実行中のプログラムが多くなるとメモリ不足になり、E31Tの動作が
遅くなります。使っていないプログラムは、タスクマネージャーを使っ
て終了させてください。

プログラムを切り替える

1	 	→「タスクマネージャー」
実行中のプログラムの一覧画面が表示されます。

2	切り替えたいプログラムをタップする
3	「メニュー」→「切り替え」

プログラムを終了する

1	 	→「タスクマネージャー」
実行中のプログラムの一覧画面が表示されます。

2	終了したいプログラムを選択し、「終了」をタップする
■実行中の全プログラムを終了する場合
実行中のプログラムの一覧画面で「メニュー」→「すべてのタスクの
終了」→「はい」をタップします。

自分の電話番号を確認する

1	 	→「設定」→「個人」→「自局番号」
お客様の電話番号とICCID（au	ICカード番号）が表示されます。
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オーナー情報を編集する
お客様ご自身の情報を入力することができます。

1	 	→「設定」→「個人」→「オーナー情報」

2	必要な項目に情報を入力する
「オーナー情報」
画面

電話番号を確認し、名前、勤務先、住所、電子
メールアドレスを入力します。

「メモ」画面 メモを入力します。

3	 	をタップする

E31Tにロックをかける
誤操作防止のためにキーロックやデバイスロックを利用できます。

キーロック中 デバイスロック中

◎	ほかの人に使用されないようにパスワードでロックすることもできます
（▶P.43）。

◎	E31Tを操作しない状態が一定時間続くと自動的にディスプレイの表示が
消えます（スリープモード）。また、さらに操作しない状態が一定時間続くと
自動的にキーロックが設定されます。

◎	スリープモード中に電話着信やCメール受信があると、スリープモードは解
除されます。

◎	キーロック中に電話着信があると、キーロックは解除されます。
◎	キーロック中はタッチパネルに触れてもディスプレイは表示されません。
◎	スリープモードLED設定を「On」にしている場合は、キーロック中やスリー
プモード中はお知らせLEDが緑色に点滅します（お買い上げ時は「Off」に設
定されています）。以下の操作で、スリープモードLED設定を変更できます。
•	 	→「設定」→「システム」→「スリープモードLED設定」→「On」／「Off」
→	 	

キーロックを設定／解除する
Iを押します。

デバイスロックをかける
•	デバイスロック中でも、以下の操作を行うことができます。
・	緊急通報番号（110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保
安本部））に電話をかける

・	電話を受ける
・	メールを受信する

■	デバイスロックをかけるには
E31Tを操作しない状態が一定時間続くと自動的にロックがかかります。
また、 	→	 	をタップしてすぐにロックをかけることもできます。

■	デバイスロックを解除するには
Iを押すか、 を左または右にスライドします。
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