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8. 便利な機能
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  日程／ ダイアリー／ 記念日を書き込む

日付を選択 ▶  （メニュー）または  （開く） 
▶  ［追加］ ▶ ［日程］／［ダイアリー］／［記念日］ 
▶ 内容を入力 ▶  （保存）

アイコン 説明

 ／ 前／次の月に移動

詳細を表示

 ／  ／ 日程／ダイアリー／記念日

［ カレンダー］ カレンダー表示にする

［プランナー］ 日程／ダイアリー／記念
日別の表示にする

アイコン 説明

［今日］ 今日の日付に移動

［月別］ 1ヶ月単位で表示

［週別］ 週単位で表示

［日別］ 1日単位で表示

■ 1842年1月1日から2099年12月31日のカレンダーが利用できます。
■ microSDメモリカードを装着した状態でご利用ください。
■ 「カレンダーを同期」（▶P.239）を設定すると、ウェブサイトのGoogleカレンダーの「予定」
とPANTECHプランナーの「日程」が同期します。

※1  （メニュー）をタップ
すると…

 追加、通話履歴、一部削
除

  PANTECH
プランナー

▶  ［メニュー］
▶  ［PANTECH
プランナー］※1 ▶
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PANTECHプランナーを利用する

日程／ダイアリー／記念日を確認する

日付を選択 ▶ 
■ 日程／ダイアリー／記念日が登録された日付を選択すると、画面の下側に該当アイコンとタイ
トルが表示されます。

■ 祝祭日は、変更・削除できません。
■ 記念日にアラームを設定すると、アラーム通知（1日前／3日前／1週間前／当日）の午前9時に
鳴ります。

■ マーケットなどからダウンロードしたプログラムを利用して、PANTECHプランナーを強制終
了すると、記念日通知機能が正常に動作しないことがあります。

 通話履歴を確認する

日付を選択 ▶ （メニュー）または  （開く） 
▶  ［通話履歴］
■ 該当日の通話履歴を時間順に表示し、履歴を使って電話をかけることができます。

日程／ダイアリー／記念日の期間を指定して削除する

（メニュー）または  （開く） ▶  ［一部削除］ 
▶ ［日程削除］／［ダイアリー削除］／［記念日削除］ 
▶ 開始日と終了日を入力 ▶  ［確認］ ▶ ［はい］

▶  ［メニュー］
▶  ［PANTECH
プランナー］ ▶
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アラームを設定する

 ［アラーム］ ▶  ［ 簡単アラーム］／  ［ 1回指定アラーム］／
 ［ 時間指定アラーム］／  ［ 曜日指定アラーム］ 
▶ 各項目を選択・入力 ▶ 簡単アラーム以外は  （保存）
■ アラームは、最大10件まで設定できます。2件目以降は、  ［アラーム］ ▶ （メニュー）また
は  （開く） ▶  ［追加］で設定できます。アラームを削除するときは、  ［アラーム］ ▶ 
（メニュー）または  （開く） ▶  ［全件選択］または個別に  （チェック） ▶  ［削除］と操作
します。

■ アラームが鳴っても、約1分間そのまま放置すると、自動的に鳴り止みます。
■ アラームを設定した時刻にIS06の電源がOFFの場合は、アラーム音は鳴りません。
■ アラームを設定した時刻に通話中の場合、無音でお知らせします。
■ 設定した日時が過ぎた簡単アラームや1回指定アラームは、OFFになっています。それらを編集
して新しい簡単アラームや1回指定アラームにする場合は、「アラーム」をONに設定してくださ
い。

■ 目覚し時計とアラームが同時刻に設定されていた場合、目覚し時計が優先されます。ただし、ス
ヌーズ（繰り返し）が設定された目覚し時計のスヌーズ時刻とアラームが同時刻の場合は、ア
ラームが優先されます。目覚し時計のスヌーズ機能は有効です。

■ マーケットなどからダウンロードしたプログラムを利用して、アラーム／目覚し時計を強制終
了すると、アラーム機能が正常に動作しないことがあります。また、ダウンロードしたアラーム
と本アラーム／目覚し時計の設定データは連動しません。

  アラーム／
目覚し時計

▶  ［メニュー］
▶  ［アラーム／
目覚し時計］

▶
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▶  ［メニュー］
▶  ［アラーム／
目覚し時計］ ▶

スヌーズ機能とは？
目覚しをいったん停止して
も、一定時間後に繰り返し目
覚しが鳴る機能です。

 目覚し時計を設定する

［目覚し時計］ ▶ ［＋追加］ 
▶ 各項目を選択・入力 ▶ （保存）
■ 目覚し時計は、最大10件まで設定できます。2件目以降は、 （メニュー）または  （開く） 
▶  ［追加］で設定できます。目覚し時計を削除するときは、 （メニュー）または  （開く） 
▶  ［全件選択］または個別に  （チェック） ▶  ［削除］と操作します。

■ 目覚し時計が鳴っても、約1分間そのまま放置すると、自動的に鳴り止みます。スヌーズ（繰り返
し）が設定されていた場合も、約1分でいったん鳴り止みます。

■ スヌーズ（繰り返し）が設定されている目覚し時計では、画面上の［スヌーズ］をタップするか
IS06のサイドキー、ホームキーのいずれかを押すと、いったん鳴り止みますが、設定された間隔
で目覚しが鳴ります。スヌーズを解除するには、画面上の［解除］をタップします。また、通知パネ
ルを開いて目覚し時計の項をタップしてもスヌーズの解除ができます。

■ 目覚し時計を設定した時刻にIS06の電源がOFFの場合は、目覚し音は鳴りません。
■ 目覚し時計を設定した時刻に通話中の場合、無音でお知らせします。
■ 目覚し時計とアラームが同時刻に設定されていた場合、目覚し時計が優先されます。ただし、ス
ヌーズ（繰り返し）が設定された目覚し時計のスヌーズ時刻とアラームが同時刻の場合は、ア
ラームが優先されます。目覚し時計のスヌーズ機能は有効です。

■ マーケットなどからダウンロードしたプログラムを利用して、アラーム／目覚し時計を強制終
了すると、目覚し時計機能が正常に動作しないことがあります。また、ダウンロードした目覚し
時計と本アラーム／目覚し時計の設定データは連動しません。
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文書ファイルを閲覧する

フォルダを選択 ▶ 文書ファイルを選択

  ドキュメント
ビューアー

▶  ［メニュー］
▶  ［ドキュメント
ビューアー］ ▶

ファイル名

ミニマップ

アイコン 説明

（ズーム）拡大（10段階）

 ／ 縦幅／横幅に合わせて表示

（検索） 文書内の単語検索

 ／ 文頭／文末のページに移動

現在のページ／総ページ数

 ／ 前／次のページに移動

■ 拡張子がdoc/docx（MS-Wordの文書ファイル）、xls/xlsx（MS-Excelのブック）、txt（テキスト
ファイル）、pdf（PDFファイル）、zip（ZIP形式の圧縮ファイル。ただし、元ファイルが前述の拡張
子の場合のみ）の閲覧が可能です。

■ アイコンやファイル名以外の画面をタップするか、何も入力しないで3秒が経過すると、自動的
にアイコンやファイル名が消えて全画面表示になります。もう一度、画面をタップすると、アイ
コンやファイル名が表示されます。

■  （ズーム）をタップするとズームバーが表示されます。ズームバーをスライドさせて、拡大表
示させます。また、画面をピンチアウト（▶P.47）すると拡大し、ピンチインすると縮小します。

■ ミニマップは、現在表示されている箇所が、ページ全体のどのあたりかを示しています。ミニ
マップは、ページ全体が画面に表示されていないときにのみ表示されます。

■ IS06本体の向きを変えると、文書の向き（縦／横モード）も自動的に変わります。
■ 横モードで表示されるアイコンは、  （ズーム）、  ／  のみです。
■  （現在のページ／総ページ）をタップすると、指定ページへ移動できます。
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 録音する

［レコーダー］ ▶ （録音） ▶ （録音） ▶ 
■ 録音中に電話がかかってきた場合は、自動で録音を終了し保存されます。
■ 録音時間は最大60分、録音件数は最大20件です。（録音件数が20件に満たない場合でも、
microSDメモリカードの残り容量により録音できない場合があります。）

■ 録音を保存せずに中止したい場合は、  （戻る）を押してください。

再生する

ファイルを選択

   ポケットブック

▶  ［メニュー］
▶  ［ポケット
ブック］ ▶

アイコン 説明
［音量］ 音量調整用のスライドバーが表示されます。

  /  一時停止／再生

前のファイルへ

次のファイルへ

［一覧］ 録音リスト一覧画面へ移動

［1回再生］※ 選択したファイルを1回再生

［連続再生］※ 選択したファイルのみを繰り返し再生

［順次再生］※ 選択したファイルから順次再生

■ ファイル名をタップすると、ファイル名を変更できます。
■ 「PLAY」をタップすると、ファイル情報が表示されます。
■ ※印はアイコンをタップするたびに順次表示され、設定が変更され
ます。



212

▶  ［メニュー］
▶  ［ポケット
ブック］ ▶

サマータイムとは？
夏の期間、明るい時間帯を有
効に使うために、その地方の
標準時間より1時間早めた時
間を採用する制度。

 電卓を使用する

7×9を計算する場合

［電卓］ ▶  ▶  ▶  ▶ 
アイコン 説明
（保存） 計算結果を名前付きで保存

工学用電卓モードへ

アイコン 説明
（リスト）保存した名前付き計算結果

を一覧表示

■ 入力は、最大16桁（小数点を含む）、小数点以下は9桁までです。計算結果が17桁以上の場合、指
数で表示されます。

■ 工学用電卓モードでは、メモリ計算や三角関数計算、10進数／16進数変換が可能です。（16進
数の演算はできません。）

 世界の時刻を設定する

 ［世界の時刻］ ▶  ［お気に入り］ ▶ （メニュー）または 
 （開く） ▶  ［追加］ ▶ 都市に  （チェック） ▶  （保存）
アイコン 説明
［DST］ サマータイム設定

アイコン 説明
［お気に入り］ 世界の時刻を表示したとき

に、時刻を表示する都市を設
定（最大6都市）

■ 「お気に入り」に設定する都市は、東京を含んだ41都市から選択できます。
■ 「お気に入り」として6都市が設定されている場合は、  ［追加］メニューが表示されません。
削除して5都市以下にすると表示されます。

■ ＋／－の時間は、日本標準時との時差です。
■ サマータイムが実施されている都市は、DST（Daylight Saving Time）でサマータイムの期間
を設定してください。
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▶  ［メニュー］
▶  ［ポケット
ブック］ ▶

 ストップウォッチを使用する

［ストップウォッチ］ ▶  ▶  
アイコン 説明

Stopした時間から再び計測を開始

アイコン 説明
ストップウォッチの値をクリアし
て、初期画面に移動

■ ストップウォッチ作動中に中間記録が必要な時には  をタップします。
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ノートを作成する

保存されたノートがない場合

内容を入力 ▶ （保存）

保存されたノートがある場合

（新しいメモ） ▶ 内容を入力 ▶ （保存）
アイコン 説明
（写真追加） ギャラリーから選択して写真を貼り付けたり、カメラを起動して写真を貼り

付け
（テキスト） 文字を入力（フォントの大きさ・色・位置は変えられません。）

（ペン） ペンを選択

：筆記ペン ：消しゴム ：蛍光ペン

（ペン設定） 現在選択されているペンの太さ、軌跡（消しゴムを除く）、色（消しゴムを除く）
を設定

：ペンの太さ ：ペンの軌跡 ：ペンの色

（壁紙） ノートの紙の模様を設定

（クリア） 全クリア／絵クリア

■ 写真は、1枚のノートに4枚まで配置できます。
■ 写真をドラッグして、任意の位置に再配置できます。また、写真をタップして「編集」を選択する
と、ギャラリーに移動し、貼り付ける写真を変更できます。

■ 「全クリア」を選択すると、作成中のノートのテキスト・ペン・壁紙・写真がすべて削除されます。
「絵クリア」を選択すると、ペンで描いた絵だけを消すことができます。

   スマートノート

▶  ［メニュー］
▶  ［スマート
ノート］ ▶
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ノートを編集する

ノートを選択 ▶  （編集） ▶ 内容を変更 ▶  （保存）
■ ノートを選択後、左／右にフリックすると、保存された他のノートを選択（閲覧）できます。
■ ノートを選択後、  （共有）でBluetooth®で送信／Eメールに添付／Gmailに添付／PCメール
に添付／Picasaに公開／フォトエディターで編集、  でギャラリーに保存、  で削除ができ
ます。

■ ギャラリーに保存すると、ギャラリーの［カメラ］フォルダで保存したノートの閲覧ができます。

ノートを削除する

（メニュー）または  （開く） ▶ ［全体選択］または
個別に  （チェック） ▶ ［削除］ ▶ ［はい］

▶  ［メニュー］
▶  ［スマート
ノート］ ▶
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