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メールの種類について

Y!mobileメール

他社の携帯電話、パソコンなどのＥメール対応機器とも送受信でき
るメールです。SMSより長いメッセージ、画像や動画などを添付し
て送信できます。
相手から送られてきたＥメールはワイモバイルのメールサーバーに
蓄積されます。電波の届かないところにいたり、電源をOFFにして
いたりしても、あとでワイモバイルのメールサーバーから受信でき
ます。

ハングアウト

ハングアウトでSMSとMMSの送受信ができます。

・ハングアウトの詳細については、ハングアウトの画面で を

タップし、 ヘルプ をタップして確認してください。

Y!mobileメールを利用開始する

Y!mobileメールは、Y!mobileメールアドレスやほかのメールサービ
スを利用することができます。

Y!mobileメールアドレスを利用する

Y!mobileメールアドレスでY!mobileメールを利用するための設定を
行います。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

利用開始する

利用開始の登録画面が表示されます。

画面の指示に従って操作
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ほかのメールサービスを利用する

Y!mobileメールアカウント以外のメールアカウントを利用すること
ができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

ほかのメールサービスをIMAPで利用する

利用開始の登録画面が表示されます。

メールアカウントを選択 画面の指示に従って操作

メールアカウントの追加設定

Y!mobileメールアドレスを追加する

メールBOX画面で → 設定 → Y!mobileメールアドレス

を利用する →画面の指示に従って操作

ほかのメールサービスのアカウントを追加する

メールBOX画面で → 設定 → メールアカウントの追加

（IMAP） →画面の指示に従って操作

Y!mobileメールを送信する

Y!mobileメールを送信する

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

宛先選択画面が表示されます。

送信する宛先を選択 決定

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。

件名を追加

件名入力欄が表示されます。

・件名を省略するときは、手順5に進んでください。
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件名入力欄をタップ 件名を入力

・件名を削除するときは、 をタップし、 件名を削除 をタップ

すると件名を削除できます。

本文入力欄をタップ 本文を入力

Y!mobileメールが送信されます。

Y!mobileメールを受信／返信する

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、通知アイコン が表示されます。

ステータスバーを下向きにスライドする

通知パネルが表示されます。

通知をタップ

メール詳細画面が表示されます。

手動でメールを受信する

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。
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メールを返信する

メール送受信画面で本文を入力

メールが送信されます。

Y!mobileメールを管理する

メールを確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録

メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認したい場合は、 電話帳

登録済み をタップします。

・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認したい場合は、 指

定ドメイン をタップします。

・電話帳に未登録の相手とのメールを確認したい場合は、 未登録

をタップします。

宛先グループ（相手）をタップ

メール送受信画面が表示されます。

メールをロングタッチ 詳細

メール詳細画面が表示されます。
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メールBOX画面について

未読メール件数

アイコン 説明

送信が失敗したメールあり

メール送受信画面について

送信メール

受信メール

アイコン 説明

送信が失敗したメール

添付ファイルあり。タップすると添付ファイ
ルの保存ができます。

メール詳細画面について

件名／差出人／宛先／受信日時など

本文

メール利用時の操作

Y!mobileメールのお知らせを確認する

メールBOX画面で で お知らせ

このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で このアプリについて

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で ヘルプ・お問い合わせ

宛先グループ名を編集する

メールBOX画面で 宛先グループ名の編集 編集す

る宛先グループ名の をタップ グループ名を入力

決定

宛先グループを削除する

メールBOX画面で 宛先グループの削除 削除する

宛先グループの をタップ 削除

・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
・削除したメールは元に戻せません。

宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。
・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

添付ファイルを保存する

メール送受信画面で ファイル名をタップ 画像を

保存 ／ ファイルを保存

・添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画
像の保存画面を表示されることができます。

・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数で
す。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをロングタッチ 削除 削

除

・削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更

メール送受信画面で 宛先を変更 宛先を選択

決定

・宛先は複数選択することができます。
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宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で 宛先を選択

個人に送信

電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に
登録する

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で

宛先を選択 既存の連絡先に追加 ／ 新規連絡先を

作成 画面の指示に従って操作

・電話帳の登録の仕方については「電話帳を利用する」をご参照
ください。

Y!mobileメール作成時の操作

メールの作成時に使用できる機能について説明します。

画像を添付する

Y!mobileメール作成中に 画像を添付

画面の指示に従ってファイルを添付

画像が添付されます。

絵文字／顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

絵文字 ／ 顔文字 ／ イラスト をタップして 絵文字／

顔文字／イラストをタップ

絵文字／顔文字／イラストが入力されます。
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Y!mobileメール設定

Y!mobileメールに関する設定を行います。

設定

設定できる項目は次のとおりです。

・設定しているメールアカウントによって表示される項目は異なり
ます。

項目 詳細

電話帳登録済み
電話帳登録済みの相手からメールを受信した
ときの通知方法を設定します。

指定ドメイン
指定ドメインに登録した相手からメールを受
信したときの通知方法を設定します。

未登録
未登録の相手からメールを受信したときの通
知方法を設定します。

メールの取得
間隔

メールの取得間隔の時間を設定します。

指定ドメイン受
信を設定する

指定ドメインのメールBOXで受け取るドメイ
ンを指定します。

Y!mobileメール
アドレスを利用
する

Y!mobileメールアドレスを利用するときに選
択します。

メールアカウ
ントの追加
（IMAP）

Y!mobileメールアドレス以外のメールアカウ
ントを利用するときに選択します。

ログアウト
設定中のメールアカウントからログアウトし
ます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定

各項目を設定

設定が反映されます。

ハングアウトを利用してSMS、MMS
を送信する

ハングアウトはGoogleのメッセージアプリです。友人とメッセージ
をリアルタイムにやりとりできます。

メッセージを送信する

ホーム画面で （アプリ一覧） （ハングアウト）

相手の名前／メールアドレス／電話番号を入力 相手をタップ

画面に従って操作

メッセージが送信されます。



71

メ
ー

ル
／

ブ
ラ

ウ
ザ

受信したメッセージを確認する

メッセージを受信すると、通知アイコン が表示されます。

ステータスバーを下向きにスライドする

通知パネルが表示されます。

通知をタップ

メッセージが表示されます。

使いかた

ハングアウトの使いかたを確認する

ハングアウトの画面で ヘルプ

インターネットを利用する（Y!ブラウ
ザ）

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

Y!ブラウザを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Y!ブラウザ）

Y!ブラウザ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

画面上部の入力欄をタップ URLを入力

ウェブページが表示されます。

使いかた

詳しく使いかたを確認する

Y!ブラウザ画面で ガイド
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