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連絡先を使う

連絡先に登録する
E31Tの連絡先（Outlook連絡先）に電話番号などを登録できます。

1	ホーム画面で&
連絡先一覧が表示されます。
•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	 �をタップする
連絡先の種類の選択画面が表示されます。

3	「Outlook	連絡先」をタップする
4	必要な項目を入力する

•	「名前の追加	会社の追加」を登録する場合は、文字を入力したあと文
字入力パッドの「Enter」をタップして確定してください。

•	「分類項目」を設定すると、関連のある連絡先をグループ化して管理で
きます。「情報」画面で「情報の追加」→「分類項目」→表示される分類項
目から選択するか、 をタップして新しい項目を作成します。

•	連絡先に写真を登録するには、「通信する」画面で画像アイコンをタッ
プします。次に画像ファイルを選択するか、「カメラ」をタップして写
真を撮影します。登録した画像ファイルは、この連絡先から着信した
ときに電話画面に表示されます。

「通信する」
画面

名前の追加
会社の追加

姓と名、フリガナ、ニックネーム、
勤務先、勤務先のフリガナ、表題
を登録できます。

画像アイコン 着信時や通話中に表示される画
像を登録できます。

携帯電話番号の
追加

携帯電話の電話番号を登録でき
ます。

電子メールの
追加

電子メールのアドレスを登録で
きます。

電話番号の追加 携帯電話、勤務先、自宅、会社の代
表電話、ポケットベル、自動車電
話、秘書の電話、PHSの電話番号
を登録できます。

電子メール/
IMの追加

電子メールアドレス、インスタント
メッセージの宛先を登録できます。

「情報」画面 着信音の設定 連絡先に個別の着信音を設定で
きます。

アドレスの追加 勤務先、自宅、その他の住所を登
録できます。

情報の追加 役職、事業所、勤務先FAX、自宅
FAX、誕生日、記念日、分類項目、
Webページ、配偶者、子供、部署、秘
書、上司、カスタマーID、ID番号、ア
カウントの情報を登録できます。

「メモ」画面 − メモを入力できます。

5	 	をタップする

◎	連絡先に電話番号を入力するときに、自動的に表示される市外局番を変更
するには、連絡先一覧（▶P.74）で	 	→「オプション」をタップし、設定され
ている市外局番を変更します。

◎	連絡先を分類項目で表示している場合、新しく作成した連絡先は表示中の
分類項目に登録されます。
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メールグループに登録する
メールグループに登録した相手に、一斉にメールを送信することがで
きます。

1	ホーム画面で&
•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	 �をタップする

3	「電子メールグループ」をタップする
4	グループ名を入力する
5	 	をタップし、登録したい連絡先をタップする

•	連絡先の検索方法については、P.75を参照してください。

6	「完了」をタップする
登録したメンバーがリストに表示されます。
•	メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択し、	

	→「メンバーの削除」→「はい」をタップします。

7	 	をタップする

■	メンバーにメールを送信する
1	ホーム画面で&

•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	送信したいグループをタップする
3	 をタップする

4	件名、本文などを入力し、 をタップする
詳しくは、「電子メールを作成して送信する」（▶P.91）を参照してくだ
さい。

連絡先の内容を確認する

1	ホーム画面で&
連絡先一覧が表示されます。
•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	確認したい連絡先をタップする
最新の発着信履歴が、電話番号やメールアドレスなどの情報と一緒に
表示されます。

連絡先を検索する
表示方法により検索対象が異なります。表示方法が、「名前」の場合は名
前が、「勤務先」の場合は勤務先が検索対象となります。

1	ホーム画面で&
連絡先一覧が表示されます。
•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	「1」、「A」、「ア」〜「ワ」タブをタップして検索対象を表示
する
•	「名前の入力」欄に入力して検索することもできます。

◎	「1」、「A」、「ア」〜「ワ」タブをホールドして表示されるインデックスから、連
絡先の頭文字で検索することもできます。

◎	分類項目から検索するには、連絡先一覧で	 	→「フィルター」をタップし、
連絡先の「分類項目」をタップします。すべての連絡先を表示するには、「す
べての連絡先」をタップします。
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連絡先の内容を変更する

1	ホーム画面で&
•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	変更したい連絡先をタップする
3	変更したい項目をタップし、変更内容を入力する

•	画像を変更する場合は、画像アイコンをタップします。

4	 	をタップする
•	変更する内容によっては	 	を2回タップします。

◎	変更した内容は、連絡先一覧に戻ると反映されます。

連絡先を削除する

1	ホーム画面で&
•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	削除したい連絡先をタップして詳細を表示する
3	 	→「連絡先の削除」→「はい」

Bluetooth®通信で連絡先情報を送信する
連絡先をBluetooth®通信で送信することができます。

1	ホーム画面で&
•	 	→「連絡先」でも操作できます。

2	送信したい連絡先をタップして詳細を表示する

3	 	→「連絡先の送信」→「ビーム」
送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

◎	Bluetooth®通信で連絡先を送信するには、相手先のBluetooth®機能が検
出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、
データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデー
タを送信する」（▶P.171）をご覧ください。

赤外線通信で連絡先情報を送受信する
E31Tと赤外線通信機能を持つau電話との間で、連絡先を送受信でき
ます。

◎	赤外線の送受信は、アドレス帳のみです。また、1件の送受信には対応してい
ません。

赤外線の利用について
赤外線の通信距離は20cm以内でご利用く
ださい。
また、データの送受信が終わるまで相手側
の赤外線ポート部分に向けたままにして動
かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側
がそれぞれ準備する必要があります。受け
る側が受信状態になっていることを確認し
てから送信してください。

20cm以内

赤外線ポート

20cm以内

赤外線ポート
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◎	赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
◎	E31Tの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相
手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送
受信できないデータがあります。

◎	直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信
できない場合があります。

◎	赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らか
な布で赤外線ポートを拭いてください。

◎	送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パス
ワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字で
す。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入
力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。

◎	赤外線通信中は、Bluetooth®機能を利用できません。
◎	連絡先に登録している画像は送信されません。また、受信したデータに画像
が登録されていても、連絡先には反映されません。

赤外線でデータを受信する
受信したデータを追加登録します。

1	 	→「赤外線送受信」→「はい」→「アドレス帳受信」

2	受信完了→「追加登録」

赤外線でデータを送信する

1	 	→「赤外線送受信」→「はい」→「アドレス帳全件送信」

2	認証パスワードを入力

スマートフォンアドレス帳移行ツールを	
利用する

スマートフォンアドレス帳移行ツール（以下、本ソフトウェア）は、
E31Tと相手端末（au電話またはWindows	Mobile端末）間で、E31T
のメモリやmicroSDカードを利用した連絡先データの全件移行を行
うためのソフトウェアです。
•	microSDカードで移行する場合は、本ソフトウェアを起動する前に
microSDカードが挿入されていることをあらかじめご確認ください。

◎	相手端末がau電話（携帯電話）の場合、au電話（携帯電話）では、microSD
カードにアドレス帳のバックアップデータを保存する機能を利用してくだ
さい。

連絡先データを出力する

1	 	→「スマートフォンアドレス帳移行
ツール」
•	初回起動時は利用規約を読み、「同意する」→
「はい」をタップします。

2	「EXPORT」
3	「エクスポート開始」→「ok」

•	出力先を変更する場合は、「出力先選択」をタップします。
•	出力ファイルのファイル名を変更する場合は、「名前」に入力します。
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◎	相手端末がau電話（携帯電話）の場合、出力先をau電話（携帯電話）でバッ
クアップデータが保存されるフォルダに変更してください。バックアップ
データが保存されるフォルダについてはau電話（携帯電話）の取扱説明書を
ご参照ください。

連絡先データを取り込む

1	 	→「スマートフォンアドレス帳移行ツール」

2	「IMPORT」→「新規追加（デフォルト）」／「上書き」	
→「次へ」

3	フォルダを選択してファイルを選択し、「インポート開始」
→「OK」→「ok」

◎	インポート方法を選択する画面が表示されないときは、操作1のあとに「メ
ニュー」→「インポート設定」をタップしてインポート方法を選択します。

◎	相手端末がau電話（携帯電話）の場合、あらかじめau電話（携帯電話）で
microSDカードにアドレス帳のバックアップデータを保存してください。
au電話（携帯電話）の操作やバックアップデータが保存されるフォルダにつ
いてはau電話（携帯電話）の取扱説明書をご参照ください。

	 また、操作	3	でバックアップデータを選択する際は、ファイル名ではなく更
新日時を目安にしてください。

仕事を管理する

仕事を登録する
仕事を登録して、期限や進捗状況を管理できます。優先度やアラームを
設定したり、項目別に分類することもできます。

1	 	→「仕事」
仕事の一覧が表示されます。

2	 �→「新しい仕事」

3	件名を入力し、優先度、開始日、期限などを入力する
•	「分類項目」を設定すると、関連のある仕事をグループ化して管理でき
ます。表示される分類項目から選択するか、 をタップして新しい項
目を作成します。

「仕事」
画面

件名 仕事の名称を登録します。
優先度 優先度を設定します。
進捗状況 作業中か、終了した仕事かを設定します。
開始日 開始日を設定します。
期限 期限を設定します。
パターン 1回だけの仕事か、定期的（毎週、毎月、毎年）

な仕事かを設定します。
アラーム アラームを通知する日時を設定します。
分類項目 関連する仕事をグループ化します。フィル

ターの条件として指定できます。
秘密度 秘密にする度合いを設定します。

「メモ」
画面

− メモを入力できます。

4	 	をタップする
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◎	件名のみの仕事を登録する場合は、「ここをタップして新しい仕事を追加」
をタップして件名を入力することもできます。

◎	「ここをタップして新しい仕事を追加」が表示されないときは、 →「オプ
ション」→「仕事入力バーを表示する」にチェックを付けます。

◎	「パターン」で「1回」以外を選択した場合は、「進捗状況」「開始日」「期限」を設
定することはできません。

仕事の内容を変更する

1	 	→「仕事」

2	変更したい仕事をタップし、 をタップする

3	変更する箇所を入力し、 	をタップする

仕事を削除する

1	 	→「仕事」

2	削除したい仕事をタップして詳細を表示する
3	 �→「削除」→「はい」

•	「パターン」で定期的な仕事（「1回」以外）を設定している場合は、「す
べて」または「今回のみ」をタップします。

仕事のオプション設定
仕事のアラームや表示方法に関する設定を行います。

1	 	→「仕事」

2	 �→「オプション」

3	必要な項目にチェックを付け、 	をタップする
新しいアイテムにアラー
ムを設定する

新しい仕事を登録する際、開始日ま
たは期限を設定したときに、自動的
にアラームを設定します。

開始日と期限を表示する 仕事を一覧表示する際、開始日と期
限を表示します。

仕事入力バーを表示する 「ここをタップして新しい仕事を追
加」のバーを表示します。

仕事の内容を確認する
仕事の表示方法を変更する

仕事を並べ替えたり、フィルター機能を利用することができます。

1	 	→「仕事」

2	 �→「並べ替え」／「フィルター」

3	該当項目をタップする

◎	フィルター機能で絞り込んだ内容を元に戻す場合は、 	→「フィルター」→「す
べての仕事」をタップします。ただし、「作業中の仕事」または「終了した仕事」で
絞り込んでいる場合は、チェックが付いている項目を再度選択してください。
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仕事の状態を設定する
登録した仕事の状態（作業中、作業の終了）を設定できます。

1	 	→「仕事」

2	設定する仕事のチェックを外す（作業中）またはチェック
を付ける（作業の終了）

仕事を送信する
仕事の内容をBluetooth®通信で送信することができます。

1	 	→「仕事」

2	送信したい仕事をタップして詳細を表示する
3	 �→「ビーム」

送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

◎	Bluetooth®通信で仕事を送信するには、相手先のBluetooth®機能が検
出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、
データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデー
タを送信する」（▶P.171）をご覧ください。

スケジュールを管理する

予定を登録する
仕事の予定などを登録して、開始日時や終了日時などを管理できます。

1	 	→「予定表」→	 �→「新しい予定」

2	件名を入力し、場所、開始日時や終了日時などを入力する
•	予定の事前通知（アラーム）を行う場合は、「アラーム」を「通知」にし
て、時間（開始日時よりどのくらい前に通知するか）を設定します。

「予定」
画面

件名 名称を設定します。
場所 場所を設定します。
開始 開始日時を設定します。
終了 終了日時を設定します。
終日 終日の予定にするかどうかを設定します。
パターン 1回だけの予定か、定期的（毎週、毎月、毎年）

な予定かを設定します。
アラーム 事前通知（開始日時よりどのくらい前に通知

するか）を設定します。
分類項目 関連する予定をグループ化します。フィル

ターの条件として指定できます。
出席者 出席者を連絡先から選択します。設定した場

合、入力した予定を出席者に通知できます。
※	あらかじめ出席者の連絡先に、電子メールアドレスを登録し
ておく必要があります。

公開方法 予定の種類を設定します。予定の種類によっ
て、日／週単位の表示での予定の色が変わり
ます。

秘密度 秘密にする度合いを設定します。
「メモ」
画面

− メモを入力できます。
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3	 	をタップする

◎	終日のイベントは、予定表の一番上に表示されます。

予定表を表示する
表示する単位を切り替える

1	 	→「予定表」

2	 	／	 	／	 	／	 	／	 	をタップする
アイコンをタップするたびに、予定表の画面が切り替わります。

◎	 	→「表示」から表示する単位を切り替えることもできます。
◎	週／月の表示で日付を選択すると、日単位の表示に切り替わります。
◎	年単位の表示で月を選択すると、月単位の表示に切り替わります。
◎	予定一覧や日単位の表示では、予定の設定状態をアイコンで表示すること
ができます。

	 アイコンが表示されない場合は「予定表のオプション設定」（▶P.81）の「予
定」画面で「アイコンの表示」の設定を確認してください。

アイコン 意味

アラームを「通知」に設定した予定

パターンを「1回」以外に設定した予定

メモを入力した予定

場所を入力した予定（予定一覧では表示されません）

出席者を設定した予定

秘密度を「プライベート」に設定した予定

予定表のオプション設定
予定表の表示形式やアラームのパターンなどを設定します。

1	 	→「予定表」

2	 �→「ツール」→「オプション」

3	「全般」画面と「予定」画面で必要な項目を設定し、 	を
タップする
「全般」
画面

既定の画面 Windows	Mobileのスタートメニュー
から予定表を起動したときの表示方法
を設定します。

週の最初の曜日 カレンダーの左端を日曜日または月
曜日にするかを設定します。

週単位の表示 1週間のうち何日表示するかを設定
します。

30分単位で表
示する

日単位／週単位表示での時間軸が30
分単位で表示されます。

週番号を表示す
る

チェックを付けると、月単位表示の左
端に週番号が表示されます。

「予定」
画面

新しいアイテム
にアラームを設
定する

チェックを付けると、予定登録時に自
動的にアラームを設定します。

アイコンの表示 予定一覧や日単位の表示で、予定に表
示するアイコンを反転します。

会議出席依頼の
送信方法

出席者に予定を通知する方法を設定
します。
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予定表の内容を変更する

1	 	→「予定表」
•	月単位で表示している場合は変更したい予定の日付をタップ、年単位
で表示している場合は「X月」をタップしてから変更したい予定の日
付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2	変更したい予定をタップする
3	 �→「編集」

•	「パターン」で定期的な予定（「1回」以外）を設定している場合は、「す
べて」または「今回のみ」をタップします。

4	変更する箇所を入力し、 	をタップする

予定を削除する

1	 	→「予定表」
•	月単位で表示している場合は削除したい予定の日付をタップ、年単位
で表示している場合は「X月」をタップしてから削除したい予定の日
付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2	削除したい予定をタップして詳細を表示する
•	予定をホールドし、ポップアップメニューから削除することもできま
す。

3	 �→「削除」→「はい」
•	「パターン」で定期的な予定（「1回」以外）を設定している場合は、「す
べて」または「今回のみ」をタップします。

予定を送信する
会議出席依頼を送信する

OutlookまたはOutlook	Mobileを使用している相手に電子メールで
会議出席依頼を送信できます。

1	 	→「予定表」
•	月単位で表示している場合は送信したい予定の日付をタップ、年単位
で表示している場合は「X月」をタップしてから送信したい予定の日
付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2	会議出席依頼を送信したい予定をタップして詳細を表示
する

3	 �→「編集」

4	「出席者」をタップし、「必須出席者の追加」または「任意出
席者の追加」をタップして出席を依頼したい連絡先を追加
する
•	新しい連絡先を追加する場合は、「メニュー」→「新しい連絡先」をタッ
プし、連絡先に登録後「選択」をタップします。

5	 	→	 	

6	「会議の変更を保存し、出席者に更新メッセージを送りま
すか？」と表示されたら、「はい」をタップする
予定表の内容がOutlookメールの「送信トレイ」に保存されます。次回
E31Tをパソコンと同期させるときに出席者に送信されます。

◎	 	→「ツール」→「オプション」→「予定」画面の「会議出席依頼の送信方法」で、
Outlookメール以外を設定して送信することもできます。
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予定をBluetooth®通信で送信する

1	 	→「予定表」
•	月単位で表示している場合は送信したい予定の日付をタップ、年単位
で表示している場合は「X月」をタップしてから送信したい予定の日
付をタップして、日単位の表示に切り替えてください。

2	送信したい予定をタップして詳細を表示する
3	 �→「ビーム」

送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

◎	Bluetooth®通信で予定を送信するには、相手先のBluetooth®機能が検
出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、
データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデー
タを送信する」（▶P.171）をご覧ください。

メモを利用する

メモを作成する
メモを作成します。手書きで絵や文字を描いたり（手書きモード）、文字
入力パッドで文字を入力できます（入力モード）。なお、メモの作成モー
ドにかかわらずダイヤルキーを使って文字を入力することができま
す。

手書きでメモを作成する（手書きモード）

1	 	→「メモ」

2	 �をタップする

3	絵や文字を描く
絵や文字のまわりに選択ボックスが表示されます。
•	絵や文字をホールドすると選択され、	 	をタップして「切り取り」、
「コピー」、「貼り付け」ができます。また、そのままドラッグして移動す
ることもできます。

•	入力モードのときは、	 	→「描画」をタップしてチェックを付けると
手書きモードに切り替わり、手書きでメモを作成できます。

4	描画が終わったら	 	をタップする

文字入力パッドでメモを作成する（入力モード）
•	文字の入力方法については、「文字入力パッドで文字を入力する」	
（▶P.56）を参照してください。

1	 	→「メモ」

2	 �をタップする
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3	文字入力パッドで入力し、 	をタップする
•	手書きモードのときは文字入力パッドを表示するか、	 	→「描画」を
タップしてチェックを外すと入力モードに切り替わり、文字入力パッ
ドでメモを作成できます。

作成モードを設定する

1	 	→「メモ」
•	初回起動時は、「メモ」をタップしたあと	 	をタップしてから操作を
続けてください。

2	 	→「オプション」

3	「既定のモード」で作成モードを選択し、 	をタップする
手書き 絵を描いたり、手書きで文字を書いてメモを作成し

ます。ダイヤルキーで文字を入力することもできま
ます。

入力 文字入力パッドやダイヤルキーで文字を入力してメ
モを作成します。

◎	手書きモードを選択しても、文字入力パッドを表示すると既定のモードが
入力モードに切り替わります。再度手書きモードに変更するには、	 	→「描
画」をタップしてください。

メモを表示する

1	 	→「メモ」
メモ一覧が表示されます。

《メモ一覧画面》

①	表示するフォルダを選択します。
②	メモをタップして開きます。
③	メモを新規作成します。
④	並べ替えの条件を指定して、メモ

を並べ替えます。
⑤	メモのメニューを表示します。

2	表示したいメモをタップする

①

②

④

⑤③

①

②

④

⑤③
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ボイスメモを録音／再生する
ボイスメモを録音する

録音した音声は、音声ファイルとして登録したり、メモに音声を添付し
たりできます。

1	 	→「メモ」
メモ一覧が表示されます。
•	メモに音声を添付する場合は� �をタップするか、添付したいメモを
タップします。

2	 �→「録音ツール	バーの表示」

3	 （録音）をタップして録音を開始する
4	 （停止）をタップして録音を終了する

◎	メモに音声を添付した場合は、録音終了後に	 	をタップしてメモ一覧に戻
ります。

◎	メモに音声を添付すると、メモ入力画面に が表示されます。
◎	音声ファイルとして登録した場合は、メモ一覧に	 	が表示されます。

ボイスメモを再生する

1	 	→「メモ」
メモ一覧が表示されます。

2	再生したい音声ファイルをタップする
録音内容が再生されます。
•	メモに添付した音声を再生する場合は、メモをタップし、メモ入力画
面上に表示されている対象の	 	をタップします。

メモを削除する

1	 	→「メモ」

2	削除したいメモをタップして詳細を表示する
3	 �→「ツール」→「削除」→「はい」

メモを送信する
メモの内容をBluetooth®通信で送信することができます。

1	 	→「メモ」

2	送信したいメモをタップして詳細を表示する
3	 �→「ツール」→「ビーム」

送信先の検索が始まります。以降は画面の指示に従って操作します。

◎	Bluetooth®通信でメモを送信するには、相手先のBluetooth®機能が検
出可能なモードに設定されている必要があります。また、相手先の機器を、
データを受信するモードにする必要があります。詳しくは、「ビームでデー
タを送信する」（▶P.171）をご覧ください。
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