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文字も写真もキレイな大画面
3.4 インチ高精細液晶

押すだけで簡単呼び出し
マルチワンタッチボタン

人間工学に基づいた
見やすく押しやすいボタン

キレイに撮れる
約 510万画素カメラ

濡れても安心
防水・防塵対応

長時間待ち受け
約 600 時間

相手の声がはっきり・ゆっくり聞こえる
しっかりトーク・ゆったりトーク

大きい文字で見やすい
サブディスプレイ



文字も写真もキレイな大画面

3.4 インチ高精細液晶
大画面で、文字も大きく、写真もキレイに
楽しめます。

メールやインターネット、発着信履歴の
表示などを、さらに読みやすい大きい文字
に設定できます。

キレイに撮れる

約510万画素カメラ
キレイな写真が簡単に取れます。
また、シンプルメニューに設定しておけば
写真を撮るのも見るのも操作が簡単です。

カメラを使うとき
F

*

*z→設定→ディスプレイ設定→文字サイズ
→機能を選択→表示サイズを選択

シンプルメニューに
設定するとき

z→A[シンプル]
→YES→YESまたはNO

拡大・特大・超大文字で見やすく

*

次回からカメラを
使うとき

z→カメラ→操作を選ぶ＊表示サイズの種類は機能によって異なります。

*

撮影した静止画／
動画を見るとき

z→データフォルダ
→ピクチャー／ムービー
→カメラ→画像を選択



押すだけで簡単呼び出し

よく使う機能や電話帳などを
に登録しておくと、押すだけで登録した
機能を呼び出せます。

＊お買い上げ時には、電話帳、電卓、アラーム
　が登録されていますが、変更することも
　できます。

マルチワンタッチボタン

相手の声がゆっくり聞こえる

ゆったりトーク
通話相手が早口でも、ボタンひとつで
聞き取りやすい速さに調整できます。

ゆったりトークにする
通話中に1[ゆったり]

元の速さに戻す
もう一度1[元の速さ]

090-123・・・

0・9・0・
1・2・3・・・

相手の声がはっきり聞こえる

しっかりトーク
周囲の騒音レベルを感知して相手の声を
大きく聞こえやすく補正します。

＊お買い上げ時点でONになっていますので、
　設定の必要はありません。

さらに聞きやすいように音質の設定が
できます。

*z→設定→通話設定→受話音質設定
→音質を選ぶ

受話音質設定でさらに聞きやすく

例）　に電話番号を
登録するには

　（長押し）→YES
→マルチワンタッチ機能設定
→電話発信
→電話帳から登録する
　番号を選択
→YES

機能を呼び出すとき

　 /　 /



ケータイの外観
受話口

赤外線
ポート

カメラ

スピーカー

電池カバー
電源／終了
ボタン

光センサー

サブディスプレイ

着信／充電ランプ

ナビゲーション
ボタン

ソフトボタン ソフトボタン

開始ボタン

クリアボタン

マルチワンタッチ
ボタン

ストラップ取り付け穴

● 掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と
異なる場合があります。

● 本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する
場合があります。

● 本書でのボタンを押す操作は、簡略なボタンイラストを
使用しています。

送話口

外部接続端子 サイドボタン

メインディスプレイ



［閉じているとき］
❶ サブディスプレイ表示の
   切り替え
　　　　 マナーモード

❶ 　　　ボタンに割り当て
   られた行の電話帳を開く
❷　 　　　 運転中モード
❸　 　　　 マナーモード
❹ 　/　/    
   登録した機能を呼び出す
　　　　 設定変更

❶　 メールメニュー
　　　　 メール新規作成
❷　 着信履歴
　　　　 受信アドレス履歴
❸メインメニュー
　　　　 誤動作防止
❹　 TV
　　　　 タスクメニュー
❺　 電話帳検索
　　　　 電話帳の登録
❻　リダイヤル一覧
　　　　 送信アドレス履歴
❼　  Yahoo!ケータイ
❽　 カメラ

各ボタンのはたらき

画面下部のナビゲーション表示の内容は、
それぞれの表示に対応するボタンを押すと
実行できます。

ソフトボタン

ソフトボタンのもう一つのはたらき

開始、クリアボタン、電源／終了ボタン
❶　 電話をかける／受ける
❷　 簡易留守録 再生
　　　　 設定（ON）／
　　　　 解除（OFF）
❸　 電話を切る
　　　　 電源を切る／
　　　　 入れる

ダイヤルボタン、マルチワンタッチボタン

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

長押し

サイドボタン



画面のアイコンについて

電話

上記のアイコンは代表的な例です。

電波状態

S!速報ニュース
未読情報あり

緊急速報メール
未読あり

電池レベル

未読メールあり

留守番電話サービス
メッセージあり

誤動作防止設定中 プライバシーキー
ロック中

パーソナルデータ
ロック中

マナーモード
設定中

アラーム設定中 運転中モード
設定中

簡易留守録設定中 3G／GSMパケット
通信中

Bluetooth®機器
と接続中

microSDカード
装着中

S!アプリ実行中 複数の機能が
起動中

基本操作

＊固定電話にかける場合
　は、市外局番から入力
　してください。

「災害用音声お届けサービス」に対応

大規模災害発生時、音声通話がつながり
にくくなった場合に、パケット通信で音声
メッセージをお届けします。受信者が確認
すると、送信者にお知らせが届きます。

*

*

電話をかけるには
電話番号を入力
→J／z［発信］

電話を受けるには
電話がかかってきたら
J／z［通話］



メール

「緊急速報メール」に対応

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津
波警報」、国・地方公共団体が配信する「災
害・避難情報」などを、専用着信音・バイブ
レーション・画面表示でお知らせします。

メールを作成・送信
するには

A（長押し）
→宛先、件名、本文を入力
→A［送信］

*

受けたメールを
確認するには

インフォメーションを
選択してz

お問い合わせ先一覧
お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイル国際コールセンター
海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
　+81-92-687-0025
　(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ソフトバンクカスタマーサポート
総合案内
　●ソフトバンク携帯電話から　157（無料）
　●一般電話から　　0800-919-0157（無料)
紛失・故障受付
　●ソフトバンク携帯電話から　113（無料）
　●一般電話から　　0800-919-0113（無料)

http://www.softbank.jp/mobile/support/product/color-life-5/

ユーザーガイドをダウンロード

ソフトバンクホームページから、このケータ
イの詳しい使い方をまとめたユーザーガイド
（PDF ファイル）がダウンロードできます。
本書で説明していない機能やサービスも掲
載していますので、ぜひご活用ください。




