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お使いのURBANOやPCからも
使い方を確認できます。

今後のよりよい商品づくりのため
アンケートにご協力ください。

アンケートご協力のお願い

URBANOをより快適にお使いいた
だくために専用サイトをご用意いたし
ました。「使い方ガイド」をタップする
とアクセスいただけます。

URBANOから下記サイトでご回答いただけます。

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/v02/guide/index.html

http://s.kyocera.co.jp/v02/

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
◎印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
◎ディスプレイの表示はすべてイメージで、実際と異なる場合があります。

一般電話から（通話料無料）

au携帯電話から（通話料無料）

本製品に関する
お問い合わせ

受付時間（9：00～20：00） 局番なし

本ガイドブックは2015年6月現在のものです。
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ココがおすすめ! URBANO P.4
基本操作を確認しよう P.6
文字を入力する P.10
電話をかける・受ける P.12

電話帳に登録する P.14
メールを使う準備をする P.16
メールをやり取りする P.18
カメラを利用する P.20

Google マップTMを利用する P.22
インターネットを利用する P.24
便利な設定・機能を利用する P.26

無線LAN（Wi-Fi®）を設定する P.27
アプリを利用する P.28
LINEを利用する P.30

index

家族・友人と連絡を取ろう

Eメールや SMS、LINEを利用して、家族・友人とメッセージのやり取りができます。

カメラを使おう

高性能なカメラで、きれいな写真や動画を撮影できます。また、撮影した写真を送るのも簡単です。

インターネットで調べよう

大画面と直感的な操作で、インターネットを楽しめます。

旅行に行こう

P.12       電話をかけよう

P.18       Eメールを送信しよう

P.30       LINEを設定しよう

P.30       LINEでメッセージやスタンプ、写真を送ろう

P.24       Webページを開こう

P.24       リンクを新しいタブで開こう

P.25       Google 検索TMでWebページを探そう

P.25       お気に入りページをブックマークに登録しよう

P.20       写真を撮ってみよう

P.20       動画を撮ってみよう

P.21       撮った写真を見てみよう

P.21       写真をメールで送ろう

旅行先や外出時に便利な「Google マップ TM」。ルート検索や現在地周辺の地図が表示できます。

P.22       マップを利用する準備をしよう

P.22       現在地を表示しよう

P.23       目的地を検索しよう

P.23       目的地までの経路を調べよう
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URBANOには、安心・快適・簡単にご利用いただけるさまざまな機能が搭載されています。
どなたでもわかりやすく使えるホームアプリなど、注目の機能をご紹介します。

ココが
おすすめ！ V02

スマートフォン初心者にもわかりやすい 
選べる3つのホームアプリ

スマートフォン
初心者の方には

シンプルな画面が
好きな方には

21 ホーム画面で［ホーム切
替］をタップします。 3 変更される内容が表示さ

れます。設定内容を確認
し、＜OK＞をタップしま
す。

4 使いたいホームアプリを
手軽に利用できます。

使い慣れている
方には

標準ホーム auベーシックホーム エントリーホーム®

タップする

安心の耐久性能

ディスプレイの素材には、キズ
がつきにくく、高い強度を誇る
「Dragontrai l ® X」を搭載。
さらに、周囲を高くすることで
ガラス面を保護し、ディスプレイ
を割れにくくしました。

防水（IPX5/ IPX8）や防塵
（IP5X）にも対応しているの
で、幅広いシーンで、水やほこ
りを気にすることなく使えます。

落としても割れにくい

京セラ独自機能でさらにクリアな音声に

日常のさまざまなシーンで気軽に使える

騒がしい場所でも、相手の声が聞きやすい

自転車やバイク、車などの車載使
用や、スポーツなどのアクティビ
ティでも安心して携帯できます。

スキーやスノーボードなどのウィ
ンタースポーツや、海外旅行先
のさまざまな気温の国や地域で
も安心して使えます。

耐振動性能により自転車などの振動環境でも安心 温度耐久性能により高温・低温の場所も安心して使える

防 水・防 塵 に つ い て    

耐 衝 撃 ・ 耐 振 動 ・
温 度 耐 久 に つ い て

米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810G）の6項目（Shock（落下）、Vibration（振動）、High Temperature（高温動作/高温保管）、
Low Temperature（低温動作/低温保管））に準拠した試験を実施。 本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての
状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。
キャップ類はしっかりと閉じてください。海水・プールの水・温泉の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないでください。

ディスプレイを振動させて相手の声を伝える京セラの独自
機能｢スマートソニックレシーバー® ｣。耳を覆うようにディス
プレイ部に当てると、周りの音を遮蔽できるので、騒がしい
場所でも音がクリアに聞こえます。さらに、お好みにあわせて
聞こえ方の調整ができる「聞こえ調整」や「ゆっくり通話」に
も対応しています。

スマートフォンに慣れている方から、
初めてお持ちになる方まで、使いやすさ
に応じてホームアプリを選択できます。

ホームアプリを
切り替えよう！

タップする

スマホ習熟度に合わせて、3つ
のホームアプリから選びます。
使いたいホームアプリをタップ
し、＜OK＞をタップします。

タップする1

タップする2
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最近使ったアプリの表示やアシストリング
（拡大鏡、スライドスクリーンなど）を表示します。RECENTSボタン

ホーム画面を表示します。左右のホーム画面を表示
している場合は、中央のホーム画面を表示します。HOMEボタン

タップ/ダブルタップ
画面に軽く触れてすぐ
に指を離すことを「タッ
プ」、同操作を2回繰り
返すことを「ダブルタッ
プ」といいます。

スライド
画面に軽く触れたまま
特定の方向へなぞるこ
とを「スライド」といい
ます。

フリック
画面をすばやく指で
はらうように操作するこ
とを「フリック」といいま
す。

ロングタッチ
画面に長く触れた状態
を保つことを「ロング
タッチ」といいます。

ズームイン/
ズームアウト
2本の指を画面に触れ
たまま開くと表示が拡
大され、閉じると表示
が縮小されます。

ドラッグ
画面に触れたまま、目
的の位置までなぞるこ
とを「ドラッグ」といい
ます。

画面を消す
URBANO使用中に電源
ボタンを押すか、一定時
間が経過すると画面が
消えます。

押す

押す

まずはURBANOの基本的な操作方法を覚えましょう。スマートフォンでは、通知の確認や
アプリの起動といったほとんどの操作をタッチパネルで行います。

ホーム画面の見方を確認しよう

アイコンを確認しよう

ボタンの操作を確認しようホーム画面を表示しよう

タッチパネルを操作しよう

スタート画面が表示され
るので<START>をス
ライドします。

画面が消えている状
態で電源ボタンもしくは
「　　 」ボタンを押しま
す。

セキュリティが解除され、
ホーム画面が表示され
ます。

コラム

電
源
ボ
タ
ン

押す

電
源
ボ
タ
ン

スライドする

1つ前の画面に戻ります。BACKボタン

基本操作を確認しよう

3

4

5

1

2
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1

主な通知アイコン

画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、本製品の状態を確認できます。

不在着信あり

着信中/通話中

新着Gmailあり

新着SMSあり

新着LINEメッセージあり

伝言メモあり

データを受信/ダウンロード

カレンダーの予定通知あり

主なステータスアイコン
時刻

要充電/電池の状態/充電中/

/

/

/

LTEまたはWiMAX 2＋使用可能※/圏外

機内モード設定中

マナーモード（バイブレーション）設定中

Wi-Fiの電波の強さレベル4/レベル０

アラーム設定あり

～

Reader/Writer、P2P機能設定中（NFC/おサイフケータイ)

※ 日本国内においては、「LTE」「WiMAX 2+」の 2 つのネットワークをご利用いただ
けます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、
より混雑が少ないと KDDI が判断したネットワークに接続します。

2

3

34

ステータスバー
時刻や電波の状況、電池残量などが表示されます。メールを
受信したり、不在着信があったりすると、アイコンが表示
されます。

ウィジェット
検索バーや天気予報やカレンダー、メモ帳などをホーム画面
に表示させることができます。

ショートカット/フォルダ
よく使うアプリなどを登録できます。タップすることで
auスマートパスなどのアプリを起動します。

クイック起動エリア
電話やカメラなどよく使うアプリが置かれている部分です。

1 2 3
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最近使用した
アプリを起動する
アプリの起動中やホーム
画面で「　　」ボタンを
押し、切り替えたいア
プリをタップすると、使
用するアプリを素早く切り
替えられます。

基本操作を確認しよう

アプリを起動しよう

アプリ一覧を表示しよう

アプリの起動方法や、ホーム画面/通知パネルの使い方などの基本操作を確認します。

ホーム画面/通知パネルの使い方

通知を確認するには、
ステータスバーを下に
スライドします。

一覧画面でさまざまな
アプリが表示されます。

ホーム画面を横にスラ
イドすると、左右の画面
に切り替えられます。

ホーム画面を表示して、
［　 ］をタップします。

不在着信やメールの受信
などを確認できます。
通知をタップすると詳細
が表示されます。

アプリ一覧画面が表示
されます。ここでは＜すべ
て＞をタップします。

ホーム画面を表示して、
［　 ］をタップします。

上下にスライドして目的
のアプリを探し、タップ
します。

コラム

タップする

タップする

4 マナーモードや画面の自
動回転、Wi-Fiといった、
よく利用する設定を変更
できます。

上下にスライドしてアプ
リを探すことができま
す。

右側のタブでカテゴリ別
にアプリを探すこともで
きます。

スライドする
スライドする

タップする
スライドする1

タップする2

タップする

タップする

タップする

スライドする

21 3

機内モードを
設定する
機内モードを設定する
と、ワイヤレス機能がす
べてオフになります。

電源をオフにしよう

メニューが表示されるの
で、＜電源を切る＞を
タップします。

電源が入っている状態
で、電源ボタンを長押
しします。

＜OK＞をタップします。
電源をオンにするには、
電源ボタンを長押ししま
す。

長押しする

コラム

電
源
ボ
タ
ン

タップする

タップする

タップする

8 9
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文字を入力する メモ帳やメールの作成、検索など、スマートフォンに文字入力は欠かせません。テンキー（スマホ）
入力のほか、音声入力や使い慣れた感覚で文字入力ができるケータイ入力も搭載しています。

ケータイ入力を使おう（例：「景色」と入力）

顔文字を入力しようフリックで入力しよう（例：「景色」と入力）

自分の手に合わせてキーボードのサイズ/位置を調整しよう

フリックした方向の文字
（ここでは「け」）が入力
されます。続けて「し」
「き」を入力します。

キーを上下左右にフリック
して文字を入力できます。
キーを右方向へフリック
します。

入力したい文字が表示
されたらタップします。

2 ケータイ入力用の画面
が表示されます。1 ＜■＞→＜ケータイ入力

へ変更＞をタップしま
す。

4 入力したい文字が表示
されたらタップします。3

21 3 21

21

3

画面に表示された携帯
電話の「か」を4 回、
「さ」を2回、「か」を2回
タップします。

＜　 ＞や＜　  ＞、＜　 ＞
でお好みの設定に変更
できます。

＜　＞→＜フローティン
グモードへ変更＞をタッ
プします。

入力したい文字の種類
を選択します。ここでは
＜　     ＞をタップします。

絵文字・記号・顔文字を
入力したいときは、＜記
号＞をタップします。

顔文字の表示欄を上下
にスライドし、目的の
顔文字をタップすると、
入力できます。

タップする

文字種を
切り替える
＜文字＞をタップすると、
入力する文字の種類を
切り替えることができ
ます。文字種は、日本語
→英数字→数字の順で
切り替わります。

フローティングモード
キーボードのスタイルには、通常モードとフローティングモード
があります。フローティングモードに切り替えると、キーボード
の表示位置や透過度、サイズを設定できます。

絵文字・記号を
入力する
手順　 の画面で＜絵文
字＞をタップすると絵文
字が、＜記号＞をタップ
すると記号が入力でき
ます。

2

キーボードスタイルを通常モードに切り替えます。
モード切り替えボタン

ロングタッチしてドラッグすると、キーボードの
サイズを変更できます。

サイズ変更ボタン

ロングタッチして移動する位置へドラッグし、指を
離すと、キーボードの表示位置を移動できます。

位置移動ボタン

タップして表示されるスライダを左右にドラッグ
すると、キーボードの透過度が変更できます。

透過ボタン

コラム

コラム

コラム

フリックする

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする2

スライドする1

タップする

タップする
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タップする

タップする

タップする タップする2

タップする1

伝言メモを
オンにする
伝言メモ機能は初期状
態ではオフに設定され
ています。伝言メモをオ
ンにするには、［電話］
で＜ ＞→＜伝言メモ応
答設定＞をタップして
「ON」にします。

電話をかけよう

電話の着信に
応答する

 お留守番サービス（有料）の使い方

電話をかける・受ける URBANOは、「聞こえ調整」、「ゆっくり通話」など、通話時のサポート機能が充実しています。
また、「お留守番サービス」だけでなく「伝言メモ」も利用できます。

ホーム画面で［電話］を
タップします。

＜　＞をタップ、伝言メ
モ画面で＜伝言メモリス
ト＞をタップします。

伝言メモリスト画面で、
聞きたい伝言メモをタップ
します。

＜電話＞をタップし、電話
番号を入力後、＜　＞を
タップすると、発信しま
す。

着信画面が表示される
ので、＜　＞をタップしま
す。

相手が応答すると通話
開始です。＜　＞をタップ
すると、通話が終了します。

伝言メモを再生しよう

「ゆっくり通話」

通話中に＜通話音質＞を
タップします。

留守番電話にメッセージ
が届くと、SMSで通知さ
れます。SMSを確認し、
＜　 ＞をタップします。

お留守番サービスにつな
がるので、音声ガイドに
したがって伝言を確認
します。

聞き終わったメッセージを
削除したいときは、＜ダイヤ
ルキー＞→＜9＞をタップ
します。

目的の項目をタップする
と、「聞こえ調整」がオ
ンになり、声の聞こえ方
が変わります。

＜ゆっくり＞をタップすると、
相手の声がゆっくり聞こえる
「ゆっくり通話」がオンになり
ます。

「聞こえ調整」を使おう

＜　 ＞をタップすると伝言
メモの再生が始まり、
＜　 ＞をタップすると停止
します。

番号が入力された状態で
［電話］アプリが起動します。
＜　 ＞をタップします。

コラム

コラム

コラム

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする1

タップする2

タップする3

タップする

タップする

タップする

タップする
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発着信履歴から電話番号を登録する
［電話］の発着信履歴の画面で電話番号をタップし、
　 をタップすると、電話をかけた相手の電話番号を簡単
に電話帳に登録できます。

赤外線通信で機種変更の
ときの連絡先移行を行う
赤外線通信を利用すると、機種
変更のときなどにほかの携帯
電話からURBANOに連絡先
データを送信できます。
また、URBANO側から電話帳の
連絡先をほかの携帯電話に
送信することもできます。赤外
線画面で＜連絡先送信＞をタッ
プし、送信する連絡先を選択し
て、＜OK＞をタップします。

ホーム画面で［　］→
［電話帳］をタップしま
す。

＜　＞をタップします。
初回利用時は、＜新しい
連絡先を作成＞をタップ
します。

名前を入力し、＜次へ＞を
タップします。

新しい連絡先の登録先を
選択します。ここでは＜本
体＞をタップします。

＜赤外線受信＞をタップ
します。

ホーム画面で［　］→
［赤外線］をタップしま
す。

受信が完了したら、＜OK＞
をタップします。

URBANOを相手の電話
の赤外線ポートに近づ
けると、相手の電話から
情報が送信されます。

連絡先の登録が完了しま
した。

相手の電話番号やメール
アドレスなどを入力し、
＜保存＞をタップします。

＜OK＞をタップすると、
連絡先の登録が完了し
ます。

電話帳に登録する

電話帳に連絡先を登録しよう

よく連絡を取る相手の電話番号やメールアドレスは、電話帳に登録しておくと便利です。
赤外線通信で連絡先を交換することもできます。

赤外線通信で連絡先を受信しよう
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65

43 21

5

43

コラム コラム

タップする

タップする

タップする

タップする2

入力する1

タップする

タップする
タップする

入力する1

タップする2 タップする

タップする

タップする2

選択する1タップする

タップする
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会話モードとフォルダモードを切り替えよう

初回起動時は、メール
アドレスの初期設定を
行います。＜接続する＞
をタップします。

ホーム画面で［Eメール］を
タップします。

Eメールトップ画面が表
示されます。確認画面が
表示された場合は画面の
指示に従ってください。

＜閉じる＞をタップします。
メールアドレスを変更
する場合は、次の手順に
進みます。

＜切替＞をタップすると
フォルダモードになります。

ホーム画面で［Eメール］
をタップします。

もう一度＜切替＞をタップ
すると会話モードに戻り
ます。

Eメールアドレスとして
設定する任意の文字を
入力し、＜送信＞をタップ
します。

Eメールアドレス変更の
際の注意事項を確認し
たら、＜承諾する＞を
タップします。

Eメールアドレスが変更
されました。＜閉じる＞
をタップすると、設定が
完了します。

Eメールアドレス変更の
確認画面が表示される
ので、＜OK＞をタップし
ます。

Eメール設定画面で、
＜アドレス変更・その他の
設定＞をタップします。

＜　＞をタップし、＜E
メール設定＞をタップ
します。

契約時に設定した4桁の
暗証番号を正確に入力
して、＜送信＞をタップ
します。

Eメール設定画面で＜接
続する＞→＜Eメールアド
レスの変更へ＞をタップ
します。

Eメールアドレスを設定しよう

メールを使う準備をする 最初にEメールアドレスを設定しておきましょう。
Eメール画面は、フォルダモードまたは会話モードが選べます。

これまでの操作は
フォルダモードで
［Eメール］は初期状態
では会話モードが設定
されています。これまで
と同じ操作がよい場合
は、フォルダモードに切
り替えます。

21 43

65 87 21 3

109 1211
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タップする

受信したEメールを確認・返信しよう SMS（Cメール）を送信しよう

メールアドレスを入力し、
＜作成＞をタップ。＜　＞を
タップすると、電話帳からメー
ルアドレスを引用できます。

ホーム画面で［Eメール］
をタップ。会話モードで
＜新規作成＞をタップしま
す。

＜送信＞をタップします。入力欄をタップし、件名、
本文を入力し、＜　＞を
タップします。

メールをやり取りする

Eメールを送信しよう

Eメールを使ってメールを送信したり、受け取ったメールを読んだり、
返事を出したりしてみましょう。ここでは会話モードでの操作を紹介します。

写真を添付して送信しよう

＜ギャラリー（静止画）＞
をタップ、アプリケーショ
ンを選択し、添付したい
データを選択します。

入力欄をタップし、件名、
本文を入力し、＜　＞を
タップします。

＜　＞→＜送信＞をタップ
すると、画像が送信され
ます。

画像サイズが大きい場合
は、サイズを変更すること
もできます。

読みたいEメールをタップ
すると本文が表示され
ます。

メールを受信すると、
画面に通知されます。通
知をタップすると詳細を
確認できます。

メールが相手に返信さ
れます。

続けて返信をする場合
は、入力欄に本文を入力し、
＜　＞→＜送信＞をタップ
します。

21 4321 43

21 43

タップする

入力する1

タップする2

入力する1

タップする2 タップする

タップする

入力する1

タップする2

タップする

＜　＞をタップして、メッ
セージを新規で作成しま
す。

ホーム画面で［   ］→
［SMS］をタップします。

入力欄に本文を入力し、
＜送信＞をタップすると、
送信されます。

＜　＞をタップして、メッ
セージを送信する相手を
電話帳より選択します。
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タップする 入力する1

タップする2

タップする

入力する1

タップする2

タップする
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写真を撮ってみよう 撮った写真を見てみよう

動画を撮ってみよう 写真をメールで送ろう

ホーム画面で［カメラ］
をタップします。または、
端末右下のカメラボタ
ンを長押しします。

撮影した写真は画面右下
にサムネイルで表示され
ます。

モニター画面が表示され
ます。＜ ＞をタップし
て、写真を撮影します。

写真を表示している状
態で画面をタップし、
＜　 ＞をタップします。

対応するアプリの一覧
が表示されます。ここで
は＜Eメール＞をタップ
します。

画像のサイズを選択し、
送信先を選択すると、
画像が送信メールに添付
されます。

モニター画面で＜ 　 ＞
をタップすると、撮影が
はじまります。

画面に録画時間が表示され
ます。＜　 ＞をタップすると、
録画を終了し、録画した映像の
サムネイルが表示されます。

ホーム画面で［　 ］→
［ギャラリー］をタップし
ます。

画面に写真が表示され
ます。左右にスライドす
ると前後の写真が表示
されます。

撮影・保存した写真が表
示されます。閲覧したい
写真をタップします。

撮影モードを
選択する
＜MODE＞をタップする
と、おまかせや連写、シー
ン設定などさまざまな
モードでカメラを楽しむ
ことができます。

スローモーション
ムービーを使う
＜MODE＞→＜スロー
モーションムービー＞を
タップします。
＜　 ＞をタップすると、4
分の1のスピードで再生
できる「スローモーション
ムービー」が撮影できます。
ペットやスポーツなどの
決定的瞬間をスローモー
ション映像で楽しめます。
また、一定の時間間隔で
連続撮影ができる「タイム
ラプスムービー」も楽しめ
ます。

動画を見る
動画を閲覧するには、
［ギャラリー］を起動
し、＜　＞が表示されて
いる画像をタップしま
す。
URBANOで撮影・保存
した動画が表示される
ので、＜　＞をタップす
ると再生されます。

写真を編集する
保存した写真をエフェ
クトでモノクロやセピア
色にしたり、文字を書き
込んだり、さまざまな編
集ができます。
＜　＞をタップすると編
集できます。

カメラを利用する 高性能なカメラを搭載するURBANOなら、さまざまなシーンできれいな写真や動画を
撮影できます。また、撮影した写真をメールで送るのも簡単です。

コラム コラム

コラムコラム

タップする

タップする

スライドする

タップする

タップする

タップする タップする
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現在地を表示しよう 目的地までの経路を調べよう

マップを利用する準備をしよう 目的地を検索しよう

通知パネルを表示し、
＜位置情報＞をタップし
て機能をオンにします。

上記の画面が表示され
ます。＜同意する＞を
タップします。

[マップ]が起動します。ホーム画面で［　］→
[マップ]をタップします。
初回起動時は画面の指
示に従ってください。

施設の詳細を表示してい
る画面で、＜　＞をタップ
します。

必要に応じて移動手段を
タップします。

経路の詳細が表示され
ます。

複数の経路が候補として
表示された場合は、使用
する経路をタップして選択
します。

［マップ］を起動し、＜　＞
をタップします。

現在地情報が自動取得
されて、地図上に表示
されます。

ズームイン/ズームアウト
で地図を拡大・縮小し
ます。スライドで表示位置
を移動します。

目的地を検索したいと
きは、検索バーをタップ
します。

目的地の名前を入力した
ら、＜　＞をタップしま
す。

検索結果が表示されます。
画面下部をタップすると、
選択した施設の詳細を
確認できます。

2本指で操作
2本指で上下にスライド
すると、マップが傾斜し、
立体的な表示で見られ
ます。また、2本指で画面
にタッチし、ねじるように
動かすと、マップが回転
します。

周辺の施設を
検索する
具体的な施設名だけでな
く、カフェ、カラオケ、公
園といったキーワードで
も検索できます。
［　 ］→＜周辺のスポッ
ト＞をタップすると周辺
の施設が一覧で表示され
ます。

Google マップTMを利用する Google マップTMを使ってみましょう。現在地周辺の地図を表示したり、
目的の場所を検索して目的地までのルートを調べたりすることができます。

コラム

コラム
©Google

©Google ©Google ©Google

©Google

©Google ©Google

©Google ©Google ©Google

タップする

タップする

タップする
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追加したいWebページを
開いた状態で＜　＞を
タップします。

リンクを新しいタブで開こう お気に入りページをブックマークに登録しよう

Webページを開こう Google 検索TM でWebページを探そう

ホーム画面で
［Chrome］をタップしま
す。

初回起動時は画面の指示
に従ってください。

ページ内のリンクをタッ
プすると、移動します。
「　　」ボタンを押すと、
前のページに戻ります。

URLを入力して＜実行＞
をタップすると、入力した
URLのページに移動し
ます。

［Chrome］を開いた状
態で、検索/URL入力欄
をタップします。

検索したいキーワード
を入力して、＜確定＞→
＜実行＞をタップしま
す。

リンク先のページが表示
されます。検索結果に
戻る場合は、「　　」ボ
タンを押します。

検索結果が表示されます。
表示したいページのリンク
をタップします。

ページ内にあるリンクを
新しいタブで開きたいとき
は、そのリンクをロング
タッチします。

メニューが表示されるの
で、＜新しいタブで開く＞
をタップします。

「　　」ボタンを押しま
す。

メニューが表示されるの
で、＜　＞をタップしま
す。

＜　＞→＜ブックマーク＞
をタップすると、ブック
マークの一覧が確認で
きます。

保存する内容を編集して、
＜保存＞をタップしま
す。

3

インターネットを利用する 大画面と直感的な操作で、インターネットを楽しめます。

タップする タップする2

入力する1

タップする

ロングタッチする

タップする

押す

タップする

新しく開いたタブがタブ
一覧に表示されます。

タップする 入力する1

タップする2

タップする

タップする タップする

タップする2

編集する1

タップする
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バッテリーの消費を抑えよう

アラームを設定しよう Wi-Fiでインターネットを利用しよう

ホーム画面で［　 ］→
［時計］をタップします。

［時計］が起動します。
＜アラーム＞をタップ
し、＜　 ＞をタップします。

時刻を指定し＜OK＞をタップす
るとアラームが設定されます。
必要に応じて繰り返しやバイブレーショ
ン、ラベルなどを設定してください。

ホーム画面で［　］→［設
定］をタップします。

＜Wi-F i＞をタップしま
す。

一覧から、接続するネット
ワークのSSIDをタップ
します。

＜　　＞をタップして、
オンにします。接続先の
一覧が表示されます。

ホーム画面で［　］→
［エコモード］をタップし
ます。

＜OFF＞をタップすると、
エコモードがオンになり
ます。

ネットワークのパスワード
を入力します。

＜パスワードを表示する＞に
チェックをすると、入力した
パスワードを確認できます。
＜接続＞をタップします。

接続が成功すると、「接続
済み」と表示され、ステー
タスバーにWi-Fiの通信
状況が表示されます。

Wi-Fiの
接続を解除する
Wi-Fiの接続を解除した
いときは、手順　の画面
で接続を解除したい
SSIDをタップして、＜削
除＞をタップします。

7

タイマー設定をオンにする
生活リズムに合わせ、エコモードにする時間帯を自由に設定でき
ます。＜　＞をタップして、時間帯の設定を行ってください。

便利な設定・機能を利用する 無線LAN（Wi-Fi）を設定する

設定した時刻になるとアラー
ム音が鳴ります。音を停止す
るには＜停止＞または＜ス
ヌーズ＞をタップします。

コラム コラム

タップする

タップする1

タップする2

タップする

タップする

タップする

タップする

タップする
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タップする

設定する
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Google PlayTM ストアで
アプリの詳細画面を開き、
＜インストール＞をタップ
します。

アプリの権限を確認後、
＜同意する＞をタップ
すると、インストールが
開始されます。

アプリを起動するには、アプ
リ一覧画面から＜ダウンロー
ド＞をタップし、追加したアプ
リのアイコンをタップします。

画面を左右にスライドす
ると、カテゴリが切り替
わります。ここでは左に
2回スライドします。

「無料トップ」のアプリ
が一覧で表示されます。
チェックしたいアプリを
タップします。

アプリの詳細な情報が
表示されます。人気アプリ
では、ユーザーレビュー
も読めます。

ホーム画面で［Play
ストア］をタップします。

＜同意する＞をタップすると、
Google PlayTM ストアのトッ
プページが表示されるので、
＜アプリ＞をタップします。

アプリのカテゴリが表示
されるので、上下にスラ
イドし、目的のカテゴリを
タップします。

注目のアプリが表示され
ます。カテゴリから探す
ときは画面を右にスラ
イドします。

有料アプリを購入しよう
とすると、上記の画面が
表示されます。＜次へ＞
をタップします。

ここでは、＜auのキャリ
ア決済を有効にする＞
をタップします。

規約を確認後＜同意
する＞をタップし、＜購入＞
をタップすると、支払い
が完了します。

登録画面で「名前」と
「郵便番号」を入力し、
＜保存＞をタップします。

有料アプリを購入しよう

Google PlayTM ストアでアプリを探そう アプリをインストールしよう

キーワードで
検索する
キーワードからアプリを
検索することもできます。
Google PlayTM ストア
画面の上部にある＜　＞
をタップして、検索欄に
キーワードを入力し、検
索候補をタップします。

アプリをアン
インストールする
Google PlayTM ストア
で［　］→＜マイアプリ＞
をタップすると、インス
トール済みのアプリ一
覧が表示されます。不
要なアプリをタップし、
＜アンインストール＞→
＜OK＞をタップすると、
アプリをアンインストー
ルすることができます。

アプリを利用する アプリを追加して機能を自由に増やせるところも、スマートフォンの魅力のひとつ。
Google PlayTM ストアからアプリをインストールしてみましょう。

コラム

コラム

タップする

タップする スライドする

タップする2

スライドする1

スライドする タップする

入力する

タップする
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タップする

＜　＞をタップ→メッ
セージを送りたい相手を
タップ→＜トーク＞をタッ
プします。

入力欄にメッセージを入
力し、＜  ＞をタップする
と、メッセージが送信され
ます。

ホーム画面で［   ］→
［L I N E］をタップしま
す。

LINEのダウンロード画面が
表示されます。＜ダウンロー
ド＞をタップし、画面の指示に
従ってダウンロードします。

ダウンロードが完了した
ら、再度［LINE］をタップ
し、＜アプリ起動＞をタッ
プして起動します。

タップする

登録方法を設定する画面が表
示されたら、＜新規登録＞をタッ
プします。以降は画面の指示に
従って登録をしてください。

LINEを設定しよう1

LINEを利用する LINEを利用すると、登録しているユーザー同士で、機種や携帯会社を問わず、無料通話や
メッセージのやり取りができます。「スタンプ」という、楽しいイラストを送信することもできます。

送りたいスタンプをリ
ストから選んでタップし
ます。

スタンプが送信されま
す。

スタンプのプレビューが表
示されるのでタップします。
※設定によりプレビューを解
除することもできます。

ダウンロードしたいスタ
ンプをタップします。

＜　＞→＜スタンプ
ショップ＞をタップしま
す。

画面の指示に従って、ス
タンプの購入、ダウン
ロードなどをしてくださ
い。

写真を送る

写真を送ることもできま
す。
手順　の画面で、＜   ＞
→＜写真を選択＞→
送りたい写真を選択→
＜選択＞をタップします。
写 真を添 付してメッ
セージを送ることがで
きます。

コラム

スタンプをダウンロードしようLINEでメッセージやスタンプ、写真を送ろう

タップする

タップする
タップする

続いてスタンプを送りま
す。＜　＞をタップします。

タップする タップする

入力する1

タップする2
タップする

タップする1

タップする2

タップする

タップする タップする

タップする

ホーム画面で［   ］→
［L I N E］をタップしま
す。

ホーム画面で［   ］→
［L I N E］をタップしま
す。

4

30 31

4

4

1

2 3

1 2 3

41 2 3 1 2 3

5 6 7


