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基本的な操作のしくみ

メニュー操作

ホーム画面／アプリ一覧画面

画面下部や上部などに表示される

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場合もあ

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」

ります。

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、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の
画面に移動します。

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、

（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。

・1つ前の画面に戻るときは、

を押します。

ナビゲーションバー
ディスプレイ下部のナビゲーションボタンが配置された部分を、
「ナビゲーションバー」と呼びます。どの画面でもナビゲーション

縦画面と横画面

ボタンを操作することができます。
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

名称
戻るキー
（

）

ホームキー
（
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）

説明
前の画面に戻ります。
ホーム画面が表示されます。長押しでYahoo!
やGoogleなど、設定したアプリケーションを
起動できます。

履歴キー

最近使用したアプリケーションが表示されま

（

す。

）

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、

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

（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

ホーム画面で

（アプリ一覧）

基礎知識／基本操作

しない場合があります。

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。

最近使用したアプリケーションを起動する

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。
・アプリケーションを履歴から削除する場合は、削除するアプリ
ケーションを左右にフリックしてください。
・アプリケーションをロングタッチして リストから削除 をタップ
しても削除できます。
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アプリケーション一覧
アイコン
（電話）
（電話帳）
（Y!ブラウ
ザー）

（天気）

機能・サービス
電話をかけたり、受けたりすることができま
す。
電話番号やメールアドレスなどを登録するこ
とができます。
Yahoo!検索を利用して、インターネット上の

情報をお届けする日本最大級ポータルアプリ
です。

（Chrome）
（ブラウ
ザ）
（メール）
（ハングア
ウト）
（Gmail）
（PCメー
ル）
（カメラ）
（写真）
（マップ）
（カレン
ダー）
（電卓）
（時計）

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。
ウェブページを閲覧することができます。
Y!mobileメールを利用するためのアプリケー
ションです。
友人とSMS／MMSをリアルタイムにやりとり
できます。
Googleが提供しているメールサービスである
自宅や会社のインターネットメールを送信し
たり、受信することができます。

撮影したデータを表示・編集したり、Google

路を調べたりすることができます。
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。
四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り
算）ができます。
アラームやタイマー、ストップウォッチ、世
界時計を利用できます。
Googleに同期するメモを作成できます。

（音声レ

音声を内部ストレージに保存することができ

（ファイル
管理）
（My Y!
mobile）
（スマホガ
イド）

（Y!ボック
ス）
（Y!プレミ
アム）
（遠隔サ
ポート）
（京セラサ
イト）

ます。

（Wi-Fiス
ポット設定）

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」

（テザリン
グ）

ポータルサイトです。

バックアップ）

（Playスト
ア）
（設定）
（ニュー
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ス）

とができるアプリです。
Google Play™から、さまざまなアプリケー
ションをダウンロードすることができます。
本機のさまざまな設定を変更することができ

言板／災害用音
声お届けサービ
ス）
（緊急速報
メール）

の「今」がわかるニュースアプリです。

写真や動画、テキストや音声データの保存や
閲覧、公開ができるストレージサービスで
す。
特典が満載のYahoo! JAPANが提供する有料
サービスです。
オペレーターがお客様の画面を共有して操作
をサポートします。
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。
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
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。
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

大規模災害が発生した場合に、安否情報の登
録、確認、削除や音声メッセージの送信と確
認ができます。
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。
ウイルスの脅威からスマートフォンを守るた

（VirusScan）

めのアプリケーションです。
インターネット利用時に、ワンクリック詐欺

（Internet
SagiWall）

などの危険なサイトを検知し、警告画面を表
示してお客様のスマートフォンをお守りしま
す。
本機の現在地をほかのユーザーから検索がで

（位置ナビ
Link）

きるようになるアプリケーションです。
本アプリの利用には、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。

（スマセ
レ）

お好みのセレクトを選んで厳選アプリケー
ションとホーム画面を一括ダウンロードでき
ます。
SNSサービス「Facebook」の公式アプリケー

（Facebook）
（Google
+）

ションです。
Googleが提供するソーシャルサービスです。
YouTubeにアップロードされている、動画コ

ます。
重要なニュースから話題のネタまで、世の中

どのアクティビティを記録することができ、

きます。
（災害用伝

ホーム画面をJoyHomeに簡単に切り替えるこ
（JoyHome）

た乗り換えルートを調べられます。

スマートフォンのデータをクラウドサーバー
（あんしん

に接続します。
Yahoo! JAPANが運営するAndroid向けアプリ

全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使っ

スへの加入が必要となります。

データをカテゴリ別に一覧表示し、再生する
ことができます。

ション」の公式アプリケーションです。

ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ロ

+にバックアップすることができます。
現在地の地図を表示したり、目的地までの経

ネットオークションサイト「Yahoo!オーク

運動が楽しくなるアプリです。

カメラで静止画と動画の撮影を行うことがで
きます。

するアプリです。

ウォーキング、ランニング、サイクリングな
（Funner）

Gmailを利用することができます。

（Keep）

コーダー）

（乗換案
内）

情報を検索できます。
最新ニュースや天気予報などあなたに必要な

（Yahoo!）

（ヤフオ
ク!）

設定した地域または現在地の天気予報を表示

（YouTube）

ンテンツを視聴することができます。

（Book
Reader）
（ギャラ
リー）
（ドライ
ブ）
（Playブッ

（Playゲー
ム）
（Playムー
ビー＆TV）
（Play
ミュージック）
（音声検
索）
（Google）
（Google設
定）
（ダウン
ロード）
（天気）
（簡易ライ
ト）
（エコモー
ド）

子書籍サービスです。
静止画や動画を管理・表示することができま
す。

電話番号について
自分の電話番号を確認する

Googleのオンラインストレージサービスで
す。
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。
Google Play™のゲームを楽しむことができま

ホーム画面で

（アプリ一覧）

電話帳画面が表示されます。

す。
レンタルした動画コンテンツや、録画した動
画コンテンツを管理することができます。
内部ストレージ／microSD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。

（電話帳）

基礎知識／基本操作

クス）

コミック、書籍、写真集、雑誌が楽しめる電

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。
Google検索を利用して、インターネット上の
情報を検索することができます。
Google+やGoogleマップなどに関する設定が
できます。
データのダウンロードを管理することができ
ます。
天気予報を確認することができます。

プロフィール表示

簡易的なライトとして使うことができます。
エコモードをONにすると、消費電力を抑える
ことができます。

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

マナーモードの設定について
次の操作でもマナーモードを設定できます。

マナーモードを設定する
（音量下キー）を長押し

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、ビデオカメ

または

ラ撮影時の撮影開始／終了音、メディア再生音量、アラーム音な

ホーム画面で

どは鳴ります。

バイブ／LED

（アプリ一覧）
マナーモード （

（設定）

音／

表示）

マナーモードを解除する
（長押し）

（長押し）
または
ホーム画面で
バイブ／LED

（アプリ一覧）
マナーモード （

（設定）

音／

表示）

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）

（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。
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

テンキー画面の見かた

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
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。

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 つ前の文字に戻り
ます。
カーソルを左に移動します。

基礎知識／基本操作

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

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

文字種を切り替える

文字入力画面（テンキー）で

をタップ

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

入力モード切替

入力する文字種をタップ

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。
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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）

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。

「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

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

基礎知識／基本操作

（4回）

（2回）

（1回）

（2

回）

文字が入力されます。
文字が入力されます。
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漢字を入力する

カタカナを入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

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「ひらがな漢字」になっていることを確認

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）

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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（4回）

（2回）

回）

文字が入力されます。

（1回）

（2

英字を入力する

絵文字／記号／顔文字を入力する

テンキーで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。
文字入力画面で
文字種が「半角英字」になっていることを確認

基礎知識／基本操作

／

／

絵文字や記号、顔文字をタッ

プ
（2回）
回）

（2回）
（1回）

（3回）

（1

（3回）

絵文字／記号／顔文字が入力されます。
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。

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。

入力済みの文字をロングタッチ
文字入力画面で

・

をロングタッチ

対象の機能をタップ

引用入力（マッシュルーム） をタップしても利用でき
ます。

／

をドラッグして文字列を選択

・

をロングタッチして 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
文字が入力されます。

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、

（切り取り）／

貼り付ける位置をタップ

をタップします。

（コピー）

貼り付け

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。
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OK

文字入力の設定を行う

■キー操作

項目

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。

キー操作音

■表示

項目
キーボードタ

キーボードのタイプを設定できます。

キーサイズ

キーボードのサイズを設定できます。

他の入力方法に

入力方法選択キー（

切り替え

表示するかどうかを設定できます。

音声入力キーを

音声入力機能を利用するかどうかを設定でき

表示

ます。

左右キーを表示

）を、キーボードに

キー操作バイブ

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

キーをタップしたとき、キーを拡大表示する

プ

かどうかを設定できます。

フリック入力
フリック感度

フリック入力を有効にするかどうかを設定で
きます。
フリック入力時の感度を設定できます。
フリック入力有効時も、キーをタップして入

トグル入力

力する方法を有効にするかどうかを設定でき
ます。

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。

自動カーソル

自動でカーソルが移動するまでの速さを設定

フルスクリーン

横画面時に、文字入力欄をフルスクリーン

移動

できます。

モード

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

■外部アプリ連携

す。

項目
■入力

項目
日本語候補学習
日本語予測変換

説明

引用入力（マッ

引用入力（マッシュルーム）を使用するかど

シュルーム）

うかを設定できます。

説明
入力した日本語の語句を学習させるかどうか

■辞書

を設定できます。

項目

入力時に日本語の変換候補を表示するかどう

説明

かを設定できます。

日本語

日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。

日本語ワイルド

入力した文字数から日本語の変換候補を表示

カード予測

するかどうかを設定できます。

英語／その他

英語ユーザー辞書の単語を編集できます。

候補学習
予測変換

入力した英語の語句を学習させるかどうかを

換候補を表示するかどうかを設定できます。

予測

るかどうかを設定できます。

入力
自動大文字変換

項目

フルキーで英字入力時に、入力時に英語の変
入力した文字数から英語の変換候補を表示す

自動スペース

■その他

設定できます。

ワイルドカード

入力ミス補正

基礎知識／基本操作

イプ

説明

説明

入力間違いの修正候補を表示するかどうかを

学習辞書リセッ
ト
設定リセット

説明
学習辞書をリセットできます。
すべての設定を初期化します。

設定できます。
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。

文字入力画面で

／

各種設定

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。

・

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

名を入力

姓を入力

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アカウントを取得する

ホーム画面で

（アプリ一覧）

（設定）

アカウントを追加

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。

Google
パスワードを入力

パスワードを再度入力（確認用）

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

再設定オプションをセットアップ

パスワードを忘れた場合の

メールアドレスを入力

・メールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいて
ください。
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お支払情報の設定をするかどうかを選択

内容を確認

・ここでは スキップ を選択します。
内容を確認

同意する

基礎知識／基本操作

Googleアカウントの追加が完了します。

同期する項目を設定

表示された文字を入力

Googleアカウントの取得が完了します。

・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。
・歪んだ文字が表示されない場合があります。

Google+に参加するかどうかを選択

・ここでは 今は設定しない を選択します。
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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。

Google Play™について
Google Play™では、お気に入りの音楽、映画、書籍、Androidア
プリケーションやゲームを見つけることができます。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。

無料アプリケーションをインストールする
既存のアカウント

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。

Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

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。
メールアドレスを入力

パスワードを入力

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。

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。

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。

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

アプリケーションを更新する

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。
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

更新するアプリケーションをタップ

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。
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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。

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

ほかのAndroid搭載機器について

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。

ば、無料でインストールできます。

・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。

アプリケーションについての操作

・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。

返金を要求する

基礎知識／基本操作

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれ

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
ションをタップ

マイアプリ

アプリケー

払い戻し

アプリケーションを自動的に更新する
Google Play™画面で
ションをタップ

マイアプリ

アプリケー

自動更新

・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。

Google Play™利用時のご注意
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。

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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PINコードについて

PINコードを変更する

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）

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。
セキュリティ

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
コードを入力

OK

PINコードの変更
新しいPINコードを入力

新しいPINコードを再度入力

USIMカードロック設定
入力

USIMカードロック

現在のPIN
OK

OK

PINコードを

OK

PINコードが変更されます。

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。
PINコードが有効になります。

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。
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スリープにする

スタート画面のセキュリティ解除用のPIN
／パスワードについて

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。電池パック

本機でスタート画面のセキュリティ解除用のPIN／パスワードを

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

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

作を防ぐことができます。

れになった場合は、サポート店にて所定の手続きが必要となりま
す。その際、お客様が登録／設定した内容が消失しますのでご了
承ください。

スリープを解除する

ホーム画面で
スリープ中に

タート画面
力

（アプリ一覧）

（設定）

セキュリティの種類

次へ

PIN

PINを再度入力（確認用）

ス
PINを入

OK

パスワードを使ってセキュリティ解除する
ホーム画面で
タート画面

（アプリ一覧）
セキュリティの種類

パスワードを入力
用）

（設定）

次へ

基礎知識／基本操作

PINを使ってセキュリティ解除する

ス

パスワード

パスワードを再度入力（確認

OK

スタート画面が表示されます。
・ セキュリティの種類 を設定している場合は、スタート画面のセ
キュリティ解除の操作が必要です。 セキュリティの種類 は、
ホーム画面で

（アプリ一覧）

（設定）

スタート

画面 で表示することができます。
・本書では、 セキュリティの種類 を スライド に設定している場
合の操作を例に説明しています。

を

（スタート）の方向へスライド

スタート画面のセキュリティが解除されます。
・

を

（電話）の方向へスライドすると、電話が起動します。

・

を

（カメラ）の方向へスライドすると、カメラが起動しま

す。
・お買い上げ時は、ショートカットアプリ設定画面が表示されま
す。 今すぐ や 後で を選択した場合は、「スタート画面の
ショートカットアプリを変更する」を参照して設定してくださ
い。
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ソフトウェアの更新について
ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認
し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェアを更新する

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

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。

ソフトウェア更新を行う前に
各種操作をすべて終了したあとでソフトウェア更新を行ってく
ださい。また、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
電波状況のよいところで、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。
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