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基本的な操作のしくみ

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」
と、アプリケーションを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行い
ます。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作
の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と
呼びます。アイコンをタップして操作できます。

名称 説明

戻るボタン

（ ）

前の画面に戻ります。キーボードを表示中

は が表示され、タップするとキーボード
を閉じます。

ホームボタン

（ ）
ホーム画面を表示します。

履歴ボタン

（ ）
最近使用したアプリケーションを一覧表示
し、起動や一覧からの削除ができます。

アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分
を、「アクションバー」と呼びます。アクションバーの右側には、
機能のON／OFFを切り替えるボタンや、その画面で利用できる機能
のアイコンなどが表示されます。

・その画面で利用できる機能のアイコンは、画面下部に表示される
場合もあります。

・アイコンをロングタッチすると、アイコンの機能名が表示されま
す。
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メニュー操作

アクションバーなどに表示される をタップすると、その画面で
利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面を
ロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあ
ります。

端末設定と設定操作

ホーム画面で （アプリ一覧）をタップしたあと、 （設定）を
タップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま
す。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない
場合があります。

スクリーンショットを撮影する

と （音量小キー）を同時に長押しすると、表示
されている画面のスクリーンショットを撮影できます。

・撮影したスクリーンショットは、 （ギャラリー）などから確
認することができます。

・アプリケーションや機能によっては、スクリーンショットが動作
しない場合があります。
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アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

ホーム画面で （アプリ一覧）

アプリ一覧画面が表示されます。

起動するアプリケーションをタップ

アプリケーションが起動します。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりで
す。

アイコン 機能・サービス

（あんしん
バックアップ）

ご利用のスマートフォンの電話帳／ブック
マーク／カレンダー／メールのそれぞれの
データをクラウドサーバーやSDカードなど
に保存したり、サーバーのデータをスマート
フォンに読み込むことができます。
スマートフォンの機種変更時に、これまでお
使いの機種から新たな機種にデータを移動し
たい場合に便利です。

（エコモー
ド）

エコモードをONにすると、消費電力が抑え
られ、待受時間を長持ちさせることができま
す。電池残量が少なくなったときや、指定し
た時刻に自動でエコモードをONにする設定も
可能です。

（カメラ）

コンティニュアスAFに対応したカメラで静止
画の撮影を行うことができます。撮影サイズ
やホワイトバランスなど様々な設定を変更し
て撮影ができます。連写撮影などにも対応し
ています。
また、動画の録画も行うことができます。
録画サイズやホワイトバランスや、特殊効果
などさまざまな設定を変更して撮影が可能で
す。
セルフタイマーにも対応しています。

（カレン
ダー）

カレンダーを確認したり、予定を管理したり
することができます。
カレンダー画面の表示は、日／週／月に切り
替えることができます。

（Y!mobile
かんたん設定）

My Y!mobileとYahoo! JAPAN IDの初期設定
や各Yahoo! JAPANアプリの設定をかんたんに
行えるアプリです。

（ギャラ
リー）

静止画や動画を管理したり、表示／再生する
ことができます。また静止画を編集すること
もできます。

（クック
パッド）

キーワードや材料などから、レシピを検索で
きます。

（スマート
カスタム）

アプリ、ウィジェット、壁紙、着信音をパッ
ケージとしてダウンロード＆適用できる
Android™端末向けカスタマイズサービスで
す。

（スマート
セキュリティ）

「スマートセキュリティ powered by
McAfee®」はお客さまのスマートフォンを
ウイルス被害や個人情報の漏えいから守りま
す。
インストール済みのアプリケーション、メー
ル添付ファイル、SDカードを介して侵入した
ウイルスの削除を行います。アプリケーショ
ンが扱うことができる個人情報の内容を評価
します。

（スマホガ
イド）

操作方法や便利な使い方、気をつけたいこと
など、スマートフォン利用の知恵を紹介しま
す。
スマホユーザーが知っておきたい情報を掲載
しています。
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（ダウン
ロード）

ファイルのダウンロードを中断／再開した
り、ダウンロード完了済みのファイルを削除
したりすることができます。

（テザリン
グ）

モバイルWi-Fiルーターとして利用するための
アプリケーションです。

（ドライ
ブ）

Google ドライブ™は、Googleのオンラインス
トレージサービスです。ファイルをGoogle ド
ライブに保存したり、共有したりすることが
できます。

（ニュー
ス）

毎日知っておきたい重要なニュースから、息
抜きにもっと知りたい話題のネタまで、あな
たが知りたい世の中の「今」をまとめてお届
けします。

（バーコー
ドリーダー）

QRコードやバーコード（JANコード）を読み
取って、電話帳登録や電話発信、SMSの作成
やメール送信、ブラウザなどと連携すること
ができます。読み取り結果を保存したり、テ
キストや電話帳からQRコードを作成すること
もできます。

（ハングア
ウト）

写真や絵文字、ビデオハングアウトなどを無
料で使用して、1対1やグループでの会話を楽
しむことができます。

（ファイル
コマンダー）

静止画、動画、音楽データ、ダウンロードし
たファイルなどを整理して表示します。

（ホーム切
替）

ホームアプリを切り替えます。

（マップ）

現在地の地図を表示したり、目的地までの経
路を調べたりすることができます。
交通情報を表示したり、航空写真で景色を確
認したりもできます。
ストリートビューや立体表示のほか、コンパ
スモードも搭載されています。

（メール）

ワイモバイルのスマートフォンでSMS／
MMSを利用するためのアプリケーションで
す。「@ymobile.ne.jp」「y-mobile.ne.jp」
「@willcom.com」「@pdx.ne.jp」などのメー
ルアドレスを使い、デコレメール、絵文字な
どの送信や受信が可能です。

（メール）

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メール
アプリです。
コミュニケーションがよりスムーズに楽しめ
る、これからのケータイメールです。

（メモ帳）
文章や覚え書きなどを、手軽にメモすること
ができます。保存したメモはリストに表示さ
れ、閲覧／編集することができます。

（ヤフオ
ク!）

日本最大級のネットオークションサイト「ヤ
フオク!」の公式アプリケーションです。商品
の検索や入札、出品、マイ・オークションの
管理ができます。

（リモート
サポート）

ワイドサポートにご加入いただいた方向けの
アプリケーションです。
このアプリをご利用することでお客さまの端
末の画面を共有しながら、操作や設定などの
サポートを受けることができます。

（ロハコ）
ヤフーとアスクルがお届けするネット通販ア
プリです。

（位置ナビ
Link）

本機の現在地をほかのユーザーから検索がで
きるようになるアプリケーションです。
本アプリケーションの利用には、検索をす
るユーザーが、位置ナビに関するオプション
サービスに加入する必要があります。

（音声アシ
スト）

アプリを起動して話しかけると、お求めの情
報を検索して音声で答えます。
路線探索や天気、地図、店舗情報、ニュー
ス、占い、レシピ、スポーツ（プロ野球・J
リーグ）、音声検索に対応しているほか、電
話発信や連絡先検索、アプリ起動、アラーム
設定などの音声コントロールも可能です。話
し相手として、かんたんな会話もお楽しみい
ただけます。

（音声レ
コーダー）

会議や取材などの音声を、内部ストレージに
録音することができます。録音した音声の再
生も行うことができます。

（音声検
索）

検索キーワードをキー操作入力することな
く、本機に向かって話すだけで、インター
ネット上のさまざまな情報を検索することが
できます。
ウェブページや地図、動画、お店の住所や乗
換案内など、さまざまな関連情報が表示され
ます。

（簡易ライ
ト）

カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い
場所などで簡易的なライトとして使うことが
できます。アイコンをタッチすることで簡単
にライトの点灯／消灯の切替ができます。

（京セラサ
イト）

京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービ
スです。インターネットにアクセスし、京
セラサイトにアクセスします。京セラサイト
は、製品情報やサポート情報、プロモーショ
ン情報などを提供します。

（緊急速報
メール）

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を
受信することができます。
対象エリア内にいて速報をキャッチした場
合、警報音やバイブレーション、画面表示で
すぐにお知らせします。また、国や地方公共
団体からの災害・避難情報なども受信できま
す。

（災害用伝
言板）

震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生し
た場合に、安否情報の登録、確認、削除がで
きます。また、あらかじめ設定したメールア
ドレスに対して、安否情報が登録されたこと
を自動送信することができます。

（使い方ガ
イド）

スマートフォンの操作に迷ったとき、疑問が
あったとき、すぐに取扱説明書を確認できる
アプリケーションです。

（時計）
アラームやタイマー、ストップウォッチを利
用したり、世界の時間を確認できます。

（写真）
撮影した静止画や動画を表示・編集したり、
Google+にバックアップすることができま
す。

（初期設
定）

Googleアカウントの設定やWi-Fiの設定など、
本機をご利用いただくにあたって必要な設定
を一括して行えるアプリケーションです。

（設定）

本機のさまざまな設定を変更することができ
ます。無線とネットワーク、通話設定、音の
設定、ディスプレイ設定、セキュリティなど
の確認や設定の変更を行うことができます。
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（天気） 天気予報を確認することができます。

（Y!天気・
災害）

毎日の天気や一週間の天気予報、災害情報を
お届けする天気アプリです。

（電卓）
四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り
算）ができます。関数機能を使用して計算
を行うこともできます。

（電話）

電話をかけたり、受けたりすることができま
す。海外に電話をかけるときも使用します。
ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をか
けたり、履歴から発着信相手の確認や発信を
することができます。

（電話帳）

友人や知人の名前や電話番号、メールアドレ
スなどの登録や自分のプロフィールを設定す
ることができます。また、内部ストレージを
使って電話帳のインポート／エクスポートが
できます。

（Chrome）

インターネットにアクセスして、検索やウェ
ブページの閲覧が可能です。
PC版Chromeアプリケーションとの同期にも対
応し、ブックマーク等のデータを連携させる
ことができます。
また、シークレットタブなどプライバシー機
能にも対応しています。

（Enjoy
パック）

お得なクーポンや映画・コミック・ゲームな
どのコンテンツが使い放題！さらに毎月500
円分のパケット料金がついたお得なオプショ
ンサービスです。

（Facebook）

本機には、世界最大のSNSサービスFacebook
の公式アプリを搭載しています。
プロフィールの確認や、写真やメッセージの
投稿ができます。また、友達の写真や近況を
チェックしたりもできます。

（Funner）
ウォーキング、ランニング、サイクリングな
どのアクティビティを記録することができ、
運動が楽しくなるアプリケーションです。

（Gmail™）

Googleが提供しているメールサービスである
Gmailを利用することができます。
キーワードを入力しメールを検索したり、
メールにラベルを追加することによって、整
理することができます。

（Google）

Google 検索™を利用して、インターネット上
の情報や、本機のアプリケーションを検索す
ることができます。世界のさまざまなウェブ
ページや地図、動画、お店の住所や乗換案内
など、さまざまな関連情報が表示されます。

（Google
+™）

Googleが提供するソーシャルサービス。
友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグ
ループ分けしてサークルに登録すれば、その
サークルのユーザーとだけ情報を共有するこ
ともできます。

（Google設
定™）

Google+やGoogle+と連携させているアプリ
へのアクセス、Google マップ™やGoogle 検
索など、Googleの各種サービスの設定をまと
めて行うことができます。

（GYAO!）

日本最大級の動画アプリGYAO! 人気アーティ
ストのライブから、今クールのテレビドラマ
やアニメ、ハリウッド超大作、注目の日本映
画まで、圧巻のラインナップをすべて無料で
配信します。

（Internet
SagiWall）

インターネット利用時に、ワンクリック詐
欺などの危険なサイトを検知し、お客様のス
マートフォンをお守りします。
危険なサイトを検知した場合、警告画面を表
示して、お知らせします。

（JoyHome）

ホーム画面をJoyHomeに切り替えると、テー
マを選ぶだけでホーム画面をかんたんに着せ
替えできます。

（My Y!
mobile）

ご契約内容の確認やご利用料金の照会などが
できる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」
に接続します。

（OfficeSuite）

Officeで作成したファイルやPDF形式のファ
イルを閲覧・編集できます。

（PCメー
ル）

メールアカウントを登録することで、外出先
にいても自宅や会社のeメールを送信したり、
受信することができます。
本機には複数のeメールのアカウントを登録す
ることができます。

（Play
ゲーム）

Google Play™のゲームをまとめて楽しむこと
ができます。
新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、
世界中の友達とのマルチプレイが簡単に行え
ます。

（Playスト
ア）

Google Playから、さまざまなアプリケーショ
ン（無料・有料）をダウンロードすることが
できます。
ダウンロードしたアプリケーションは、設定
を変更することによって手動または自動で更
新することができます。

（Playブッ
クス）

世界中の図書館や出版社のたくさんの書籍を
検索してプレビューができます。

（Play
ミュージック）

内部ストレージ／SDカードに保存されたサウ
ンドデータを再生することができます。

（Playムー
ビー＆TV）

サーバーからレンタルした動画コンテンツ
や、自分で録画した動画コンテンツを管理す
ることができます。

（Wi-Fiス
ポット設定）

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、
ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ロ
グイン）することができるようになるアプリ
ケーションです。
ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサー
ビスへの加入が必要となります。

（Yahoo!
カーナビ）

無料のカーナビです。道路状況に合わせた最
適な表示と音声で目的地まで案内します。
渋滞情報の表示、駐車場の満車状況などもリ
アルタイムに表示することができます。

（ファイナ
ンス）

いつでもどこでも経済ニュース・株価情報・
為替・FXや日経平均などを確認したり、株主
優待情報や投資銘柄を探したり、掲示板も見
られる、株価・為替の総合アプリです。アプ
リならではのサクサク感やリアルタイム情報
で新たな投資ライフをお楽しみください。

（Y!ファ
イルマネー
ジャー）

写真や音楽など、端末にあるファイルをド
ラッグ＆ドロップで簡単に操作・整理できる
新感覚のファイル管理アプリです。

（Y!ブラウ
ザー）

Yahoo!検索を利用して、インターネット上の
情報を検索できます。
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（Y!ボック
ス）

Yahoo!ボックスはさまざまなデータをオンラ
イン上に保存することができ、いつでもどこ
でも持ち運びができるストレージサービスで
す。

（乗換案
内）

全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使っ
た乗り換えルートを調べられます。

（占い）

星座占い、恋愛相性占い、タロット占い、心
理テスト、0学占いなどの無料占いやテレビや
雑誌で活躍中の人気占い師の本格占いまで、
毎日楽しめる占いコンテンツが充実していま
す。

（防災速
報）

地震、豪雨、津波から、あなたと家族を守
る！防災速報があれば、現在地と設定した3つ
の地域に関する災害情報をいち早く受け取れ
ます。
※「防災速報」の「地震・津波予報」の通知
をONに設定した場合、「緊急速報メール」の
通知を受信しづらくなることがあります。

（Yahoo!）

いつものヤフーに簡単アクセス。
検索機能に最新ニュース、天気情報など、い
つも必要な情報はもちろん、災害速報通知も
備えたポータルアプリです。

（Yahoo!
ショッピング）

アプリでサクサクお買い物。毎日挑戦しよ
う！ Tポイントが毎日10,000人に当たる「ポ
イントくじ」好評開催中！

（Yahoo!地
図）

見やすいデザインで施設の3D表示にも対応。
今空いてるお店や最適ルート案内、雨雲レー
ダーなど便利な機能が満載！

（YouTube™）

YouTubeにアップロードされている、さまざ
まな動画コンテンツを視聴することができま
す。
本機からも高画質モードで再生することがで
きます。
本機のカメラで撮影した動画のアップロード
を行うこともできます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

プロフィール

電話番号を確認できます。
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マナーモードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないよう
に設定できます。

・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、録画開始／
終了音、メディア再生音、アラーム音などは鳴ります。

（長押し）

（ミュート）／ （バイブ）

マナーモードが設定されます。

・ （ミュート）に設定すると、バイブレーションによる通知も行
われないように設定されます。

・マナーモードを解除するには、 を長押しして をタッ
プします。

・ （音量下キー）を長押ししても、マナーモードを設定
／解除できます。

機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

（長押し）

機内モード

機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内
モードが解除されます。
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文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェア
キーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられ
ている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられてい
る「フルキー」があります。

・「テンキー」と「フルキー」を切り替えるには、キーボード表示

中に をタップして テンキー⇔フルキー をタップします。

キーボード表示中に をロングタッチして テンキー⇔フル

キー をタップしても切り替えられます。

・キーボードを非表示にするには、 をタップします。

テンキー画面の見かた

文字入力の設定を行います。文字入力中は、入力中の文字
を、文字入力キーに割り当てられている1つ前の文字に戻し
ます。

カーソルを左に移動します。

絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、
変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチする
と引用入力（マッシュルーム）を利用できます。

文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロン
グタッチすると文字入力の設定を行います。右にドラッグす
るとすべての文字種が表示されます。

現在の文字種が表示されます。

カーソルの前の文字を削除します。

カーソルを右に移動します。

スペース入力、または文字の変換を行います。

改行入力、または入力中の文字を確定します。

音声入力に切り替えます。文字入力中は、入力中の文字に対
し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の入力、および大文
字／小文字への変換を行います。

キーに割り当てられている文字を入力します。

「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。
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フルキー画面の見かた

文字を入力します。

英字入力しているときにタップすると、大文字／小文字を切
り替えることができます。数字入力しているときにタップす
ると、入力できる記号が切り替わります。

文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロン
グタッチすると文字入力の設定を行います。

現在の文字種が表示されます。

カーソルの前の文字を削除します。

改行入力、または入力中の文字を確定します。

絵文字／記号／顔文字リストを表示します。ロングタッチす
ると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。

音声入力に切り替えます。

文字入力の設定を行います。

スペース入力、または文字の変換を行います。

カーソルを移動します。

文字種を切り替える

文字入力画面で

入力モード切替 入力する文字種をタップ

文字種が切り替わります。

・文字入力画面で をロングタッチして 入力モード切替 をタッ

プしても切り替えられます。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

（4回） （2回） （1回） （2

回）

文字が入力されます。
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ひらがなを入力する（フルキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

（4回） （2回） （1回） （2
回）

変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリア
を上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表

示されます。また、 をタップすると、変換候補エリアを広げ
て変換候補を表示できます。

変換候補で「携帯」をタップ

文字が入力されます。
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カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「全角カタカナ」になっていることを確認

（4回） （2回） （1回） （2

回）

文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「半角英字」になっていることを確認

（2回） （2回） （3回） （1

回） （1回） （3回）

文字が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

文字入力画面で

／ ／ 絵文字や記号、顔文字をタッ
プ

絵文字／記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、
キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できま
す。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されま
す。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字
が入力されます。
「か」行を入力する方法を例に説明します。

を上下左右にフリック

フリックした方向の文字が入力されます。
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文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

入力済みの文字をロングタッチ

／ をドラッグして文字列を選択

選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、 をタップします。

（切り取り）／ （コピー）

貼り付ける位置をタップ 貼り付け

貼り付ける文字列をタップ

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
・ をタップすると文字列の保護が、 をタップすると文字列の

保護の解除ができます。
・ すべて削除 をタップすると、保護していない文字列のすべて

を、一覧から削除できます。

引用入力（マッシュルーム）を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな機能から文字を引用して
入力できるようになります。

文字の入力画面で をロングタッチ 対象の機能をタップ

・文字入力画面で 引用入力（マッシュルーム） をタップ

しても利用できます。

引用して入力したい文字を選択

OK

文字が入力されます。
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文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目 説明

表示

・キーボードタイプ
キーボードのタイプを設定できます。
・キーサイズ
キーボードのキーサイズを設定できます。
・他の入力方法に切り替え

入力方法選択キー（ ）を、キーボードに
表示するかどうかを設定できます。
・音声入力キーを表示
音声入力機能を利用するかどうかを設定でき
ます。
・左右キーを表示
フルキーにしたときに左右キーを表示するか
どうかを設定できます。
・フルスクリーンモード
横画面時に、文字入力欄をフルスクリーン
モードにするかどうかを設定できます。
・候補表示行数
変換候補を表示するときの行数を設定できま
す。

入力

・日本語候補学習
入力した日本語の語句を学習させるかどうか
を設定できます。
・日本語予測変換
入力時に日本語の変換候補を表示するかどう
かを設定できます。
・日本語ワイルドカード予測
入力した文字数から日本語の変換候補を表示
するかどうかを設定できます。
・候補学習
入力した英語の語句を学習させるかどうかを
設定できます。
・予測変換
入力時に英語の変換候補を表示するかどうか
を設定できます。
・ワイルドカード予測
入力した文字数から英語の変換候補を表示す
るかどうかを設定できます。
・入力ミス補正
フルキーで英字入力時に、入力間違いの修正
候補を表示するかどうかを設定できます。
・自動スペース入力
英字入力時に、変換候補をタップしたときに
自動で半角スペースを入力するかどうかを設
定できます。
・自動大文字変換
英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字
にするかどうかを設定できます。

キー操作

・キー操作音
キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを
設定できます。
・キー操作バイブ
キーをタップしたとき振動させるかどうかを
設定できます。
・キーポップアップ
キーをタップしたとき、キーを拡大表示する
かどうかを設定できます。
・フリック入力
フリック入力を有効にするかどうかを設定で
きます。
・フリック感度
フリック入力時の感度を設定できます。
・トグル入力
フリック入力有効時も、キーをタップして入
力する方法を有効にするかどうかを設定でき
ます。
・自動カーソル移動
自動でカーソルが移動するまでの速さを設定
できます。

外部アプリ連携
・引用入力（マッシュルーム）
引用入力（マッシュルーム）を使用するかど
うかを設定できます。

辞書

・日本語
日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。
・英語／その他
英語ユーザー辞書の単語を編集できます。

その他

・学習辞書リセット
学習辞書をリセットできます。
・設定リセット
すべての設定を初期化します。

文字入力画面で 各種設定

・ をロングタッチして 各種設定 をタップしても設定できま

す。

各項目をタップして設定

文字入力の設定が完了します。
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Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用
できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が
制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDやパスワードは各種設定機能や同期機
能、スタート画面のセキュリティ解除などでも使用しますので、
メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。

Googleアカウントを取得する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

アカウントと同期

アカウントを追加

Google

Googleアカウントの追加画面が表示されます。

新しいアカウント

名を入力 姓を入力

メールアドレスを入力

・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。

パスワードを入力 パスワードを再度入力（確認用）
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後で バックアップと復元、通信を有効にするかどうかを設定

同意する

表示された文字を入力

・歪んだ文字が表示されます。文字が読みづらい場合は、何か文字

を入力して をタップしてください。違う文字が表示されます。

今は設定しない

・Google+を利用する場合は、 ご利用開始 をタップします。以降

は、画面の指示に従って操作してください。

スキップ

Googleアカウントの追加が完了します。

・お支払い情報について設定する場合は、項目を選択して 次へ を

タップします。以降は、画面の指示に従って操作してください。
・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。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google
アカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウント
でログインすると、アプリケーションが利用できます。

既存のアカウント

Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

メールアドレスを入力 パスワードを入力

画面の指示に従って操作

Googleアカウントのログインが完了します。
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Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダ
ウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーショ
ンは、設定を変更することによって手動または自動で更新すること
ができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいて
ください。

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さま
ざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自
身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品
質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）
およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきま
して、当社は一切の保証を致しかねます。

無料アプリケーションをインストールする

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play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。

無料アプリケーションをタップ インストール 同意する

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

有料アプリケーションを購入する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play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。

有料アプリケーションをタップ 金額をタップ 画面の指示
に従って操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの
際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれ
ば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要
求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されませ
ん。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、一度だけ有効
です。

Google Play画面で マイアプリ アプリケーショ

ンをタップ 払い戻し

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリ
ケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた
場合、当社は責任を負いかねます。
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アプリケーションを更新する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play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。

マイアプリ 更新するアプリケーションをタップ

更新 同意する

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・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。

アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面で マイアプリ アプリケーショ

ンをタップ 自動更新 （ 表示）

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも
あります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインス
トールすることもできます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play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。

マイアプリ アンインストールするアプリケーション

をタップ アンインストール OK

アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で ヘルプとフィードバック

ヘルプのウェブページが表示されます。

画面の指示に従って操作

各項目の説明が表示されます。
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暗証番号について

暗証番号について

本機で各機能やサービスをご利用する際、暗証番号が必要な場合が
あります。暗証番号はご契約時に申込書に記入した4桁の暗証番号
で、ワイモバイルへの各種手続き／お申し込みの際に必要です。

・暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れ
になった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お
問い合わせ先までご連絡ください。

・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知
られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかね
ますので、あらかじめご了承ください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の
無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設
定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状
態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように
設定できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

セキュリティ

USIMカードロック設定 USIMカードロック PINコードを

入力 OK

PINコードが有効になります。

PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。
その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となり
ます。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡くだ
さい。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックさ
れ、本機が使用できなくなります。その際には、サポート店にて
USIMカードの再発行（有償）が必要になります。



40

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えま
す。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

セキュリティ

USIMカードロック設定 PINコードの変更 現在のPIN

コードを入力 OK 新しいPINコードを入力 OK

新しいPINコードを再度入力 OK

PINコードが変更されます。

スリープにする

一定時間何も操作しないと、画面を消灯しスリープになります。

を押して手動でスリープにすることもできます。電池の消
耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を
防ぐことができます。

スタート画面のセキュリティ解除用のロッ
クNo.／パスワードについて

本機でスタート画面のセキュリティ解除用のロックNo.／パス
ワードを設定した場合は、お忘れにならないようご注意くださ
い。お忘れになった場合は、修理でのお預けとなります。詳しく
は、お問い合わせ先までご相談ください。

スリープを解除する

スリープ中に

スタート画面が表示されます。

画面をドラッグ／フリック

スタート画面のセキュリティが解除されます。

・スタート画面のセキュリティ解除方法は変更することができま
す。スタート画面のセキュリティ解除方法の設定については「ス
タート画面の設定」を参照してください。

・ アプリショートカット表示 を設定すると、スタート画面から電

話／カメラをすぐに起動することができます。詳しい手順につい
ては「スタート画面の設定」を参照してください。
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ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されて
いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ
トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。
なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新
には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池
残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が
悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあ
ります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがありま
す。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要
かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されて
います。手動で更新するときは、次の操作を行います。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

端末情報

ソフトウェアアップデート ソフトウェア更新開始 画面

の指示に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェアを自動で更新するかどうかを
設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） 端末

情報 ソフトウェアアップデート 自動ダウンロード

・ 自動ダウンロード をタップするたびに、設定（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・お買い上げ時は設定（ 表示）されています。
・ 自動ダウンロード を設定（ 表示）にしているときは、

自動アップデート時刻 をタップして、更新を始める時刻を設

定できます。
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