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基本的な操作のしくみ
ホーム画面／シンプルメニュー画面／アプ
リ一覧画面

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。

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、おもなアプリケーションが並んだ「シンプルメニュー画面」、
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。

・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。

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。
・1つ前の画面に戻るときは、

をタップします。

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。

22

アプリケーションについて

端末設定と設定操作
ホーム画面で

（シンプル）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。

アプリケーションを起動する

（シンプル）

基礎知識／基本操作

ホーム画面で

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。

シンプルメニュー画面が表示されます。
・シンプルメニュー画面に表示されるアプリケーションをタップし

・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

ても起動できます。

場合があります。

（アプリ一覧）

スクリーンショットを撮影する
アプリ一覧画面が表示されます。
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、

（ファイルギャラリー）な

どから確認することができます。

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。

アプリケーションが起動します。

シンプルメニューを利用するかどうかを設
定する
アプリ一覧画面で

シンプルメニューを表示

・ シンプルメニューを表示 をタップするたびに、設定（
／解除（

）

）が切り替わります。

・解除すると、ホーム画面で

（アプリ一覧）をタップしてア

プリ一覧画面を表示できます。
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最近使用したアプリケーションを起動する

アプリケーション一覧
基本機能
アイコン

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。海外に電話をかけるときも使用します。

（電話）

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。
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

最近使用したアプリケーションの履歴が表示されます。

（電話帳）

ることができます。また、microSDカードを
使って電話帳のインポート／エクスポートが
できます。
ウィルコムのスマートフォンでSMS／

起動するアプリケーションをタップ

（メール）

WILLCOMメールを利用するためのアプリケー
ションです。デコレメール、絵文字などの送
信や受信ができます。

（ライト
メール）

ウィルコムのスマートフォンでライトメール
を利用するためのアプリケーションです。
インターネットにアクセスし、ウェブページ

（ブラウ
ザ）

を閲覧することができます。よく閲覧するサ
イトは、ブックマークに登録することもでき
ます。複数のウィンドウを開き、切り替えて
閲覧することもできます。

アプリケーションが起動します。

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

・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

やホワイトバランスなど様々な設定を変更し

ケーションを左右にフリックしてください。

て撮影ができます。連写撮影などにも対応し

・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。

（カメラ）

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。
すべてのデータを一括表示することができま

（ファイル
ギャラリー）

す。静止画／動画／テレビ／サウンド／文書
のカテゴリごとに表示できます。また、デー
タを再生したり、共有や登録をすることがで
きます。
現在地の地図を表示したり、目的地までの経
路を調べたりすることができます。交通情報

（マップ）

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。
赤外線を利用して、他の機器と電話帳データ
やプロフィール、ファイルなどの送受信を

（赤外線）

行うことができます。また、他のアプリケー
ションからも共有機能により、赤外線送信を
行うことができます。
カレンダーを確認したり、予定を管理したり

（カレン
ダー）

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。

（ワンセ
グ）
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ワンセグを視聴／録画できます。また、録画
した番組を再生することもできます。

地上波テレビやBSデジタル放送の番組表が閲
（Gガイド
番組表）

覧できるアプリです。キーワードやジャンル
による番組検索、番組表からの視聴／録画予
約も可能です。

便利アプリ
アイコン

四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り

QRコードやバーコード（JANコード）を読
み取って、アドレス帳登録や電話発信、SMS
（バーコー
ドリーダー）

（電卓）

（時計）

ることもできます。
（おサイフ
ケータイ）

本機をリーダー／ライターにかざすだけで、
電子マネーでのショッピングやクーポン情報

（省電力ナ
ビ）

られ、待受時間を長持ちさせることができま

定も可能です。
（エント
リーホーム）

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電

（設定）

ます。無線とネットワーク、通話設定、音の

起動でき、本機に向かって話すだけで、発信

（すぐ文
字）

ト）

すぐに文字を入力して、メールを作成した

保存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。
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。
無線LAN（Wi-Fi）機能を利用して、microSD

（DiXiM
Player）

カードに保存されている画像をDLNA（Digital
Living Network Alliance）対応のテレビで見
たり、ブルーレイディスクレコーダーで録画
したデータを本製品で再生したりできます。

（エフェク
トプラス）

エフェクト、スタンプなど、静止画の編集が
できます。
京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービ

やメールの作成、アプリケーションの起動な
どが行えます。

会議や取材などの音声を、内部ストレージに

カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い
（簡易ライ

設定、ディスプレイ設定、セキュリティなど
ディスプレイが消灯した状態からでもすぐに

え）

コーダー）

ます。

の確認や設定の変更を行うことができます。
（すぐご

（音声レ

話のようにシンプルでわかりやすく表示でき
本機のさまざまな設定を変更することができ

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。

す。バッテリーが少なくなったときや、指定
した時刻に自動で省電力モードをONにする設

用したり、世界の時間を確認できます。
文章や覚え書きなどを、手軽にメモすること

（メモ帳）

の取得などができます。
省電力モードをONにすると、消費電力が抑え

アラームやタイマー、ストップウォッチを利

基礎知識／基本操作

り、テキストや電話帳からQRコードを作成す

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。

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

機能・サービス

（京セラサ
イト）

り、メモ帳として保存できたり、検索やSNSな

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。

どへの投稿もスムーズに行えます。

体重や体脂肪、歩数などのデータを管理し、
（HealthPlanet）

連携しているサイトに自動で転送したり、SNS
に投稿ができます。
歩数などを記録することができます。

（デイリー
ステップ）

歩数だけでなく、歩行距離、消費カロリー、
脂肪燃焼量なども表示されます。
記録したデータは、ヘルスプラネットと連携
して管理することもできます。
乗換案内や運行情報、地図検索などを利用で

（NAVITIME）

きます。
全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使っ

（Y!乗換案
内）

た乗り換えルートを調べられます。駅やバ
ス停だけでなく、住所や施設名で指定できま
す。また、時刻表や運行情報、路線図も見ら
れます。
OfficeドキュメントやPDFファイルの管理・

（OfficeSuite）

閲覧ができます。
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コミュニケーション
アイコン

（Gmail）

エンターテイメント
機能・サービス

ル）

（Google
+）

本機には、世界最大のSNSサービスFacebook

Gmailを利用することができます。キーワード

の公式アプリを搭載しています。

を入力しメールを検索したり、メールにラベ

（Facebook）

メールアカウントを登録することで、外出先

2400万人以上が利用するSNS「mixi」の公式

にいても自宅や会社のインターネットメール

Androidアプリケーションです。いつものコ

を送信したり、受信することができます。本
機には複数のインターネットメールのアカウ

（mixi）

ミュニケーションをmixiで新しくスマートに
利用できます。

ントを登録することができます。

写真を共有したり、つぶやいたり、友人とよ

Googleが提供するソーシャルサービスです。

り楽しくコミュニケーションできます。

友達や家族、同じ趣味の仲間など自由にグ

最大級の会員数を誇るMobage（モバゲー）の

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

公式アプリケーションです。TVCMなどでお
（Mobage
Web）

やりとりすることができます。

や日記、サークルへの参加などを通して、他
す。

リケーションです。Googleトーク™に登録し
ている友だちとメッセージをリアルタイムに

なじみの超有名ゲームが遊べたり、アバター
のユーザとのコミュニケーションも楽しめま

Googleトーク™を利用することができるアプ

ジャー）

投稿もできます。イベント機能などもパソコ
ンと同じように活用することもできます。

Googleのインスタントメッセージサービス

（メッセン

プロフィールの編集や、画像やメッセージの

できます。

ともできます。

（トーク）

機能・サービス

Googleが提供しているメールサービスである

ルを追加することによって、整理することが

（PCメー

アイコン

グルメ情報サイト「ホットペッパー グルメ」
（HOT

の公式アプリケーションです。さまざまな条

PEPPER）

件から、お店やお得なクーポンを探すことが

Google+のサークルに登録してある家族や仲

できます。

間を招待して、ビデオチャットやテキスト

YouTubeにアップロードされている、さまざ

チャットを行えるツールです。

まな動画コンテンツを視聴することができま

簡単に情報共有をすることができます。

（YouTube）

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。
Ustreamを利用したライブ動画の配信や視聴

（Ustream）

を楽しむことができます。
日本最大級の映像サイトGyaO!を利用できるア

（GyaO!）

プリケーションです。映画・ドラマ・音楽・
アニメ・お笑い・バラエティなど、いろんな
ジャンルの映像が無料で見られます。
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。

（Play
ミュージック）

アーティスト／アルバム／曲／プレイリスト
のカテゴリごとに表示できます。また好きな
曲を選んでプレイリストを作成することがで
きます。
誰でも遊べる直観的な操作方法（フリックと

（PuyoFeverT）
（ブレイズ

タップ）で操作する、新しい感覚の落ちもの
パズルゲームです。
王道ＲＰＧです。モンスターを捕獲・育成し

オブモンスター

て、全国のユーザーと対戦することもできま

ズ）

す。

（バンダイ

バンダイナムコゲームス公式サイトです。バ

ナムコオススメ

ンダイナムコゲームスの最新情報にアクセス

ゲーム）

できます。
コミック、書籍、写真集、雑誌が楽しめる電

（Book
Reader）

子書籍サービスです。
ウェブページで電子書籍を選んで、専用の
ビューアアプリでダウンロード・購読をする
ことができます。
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マクドナルドの公式会員アプリケーションで
（マクドナ
ルド）

す。最寄りのお店をスマートフォンですぐに
検索できたり、会員限定クーポンなどが使え
ます。その他にも、マクドナルドで実施中の
キャンペーンや新商品情報が満載です。
キーワードや材料などから、レシピを検索で

（COOKPAD）

ン）

最寄りのラーメン店を素早く検索するアプ
リケーションです。お出かけ先で、お好みの
ラーメンを探す時のお役に立ちます。
周辺にある道の駅を素早く検索するアプリ

アイコン
（My
WILLCOM）
（はじめ
に）
（Yahoo!）

ケーションです。
（道の駅）

一般道路でのドライブやツーリング時に、
「道の駅」へ行きたい方などのお役にたちま
す。

（温泉）

ジャー）

ふ）

インで簡単にお手続きできます。
スマートソニックレシーバーの説明、フォン
トサイズ、デイリーステップの設定を行いま
す。
Yahoo!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。
写真や動画、テキストや音声データをいつで

（Y!ボック
ス）

も簡単に保存や閲覧、公開ができるストレー
ジサービスです。パソコンにも対応してお
り、スマートフォンで保存したデータを自宅
のパソコンから閲覧することもできます。

るアプリケーションです。レジャーやおでか

4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルー

最寄りのレジャー施設を素早く検索するアプ
リケーションです。休日のお出かけ先選びに

（テザリン
グ）

プリ」です。豊富な周辺情報、地図ベース
の簡単操作の検索機能で日常生活を応援しま

ターとして利用するためのアプリケーション
です。
ご利用にはテザリングオプションの加入が必
要です。

お役に立ちます。

日本最大級のネットオークションサイト

日常生活をバックアップする「生活☆応援ア
（あぐらい

契約内容の変更や料金の確認が24時間オンラ

周辺にある温泉宿・温泉施設を素早く検索す
けなどにお役に立ちます。
（レ

機能・サービス

基礎知識／基本操作

（ラーメ

きます。

ウィルコムおすすめ

（ヤフオ
ク!）

「Yahoo!オークション」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。

す。

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
（スマセ
レ）

ます。2クリックでセレクトをすばやく交換で
きます。ホーム画面とアプリケーションを自
分好みにまるごとカスタマイズすることがで
きます。

（データ移
行）

アドレス帳、カレンダー、ブックマークを
microSDカードにバックアップしたり、バック
アップしたデータの読み込みができます。
最寄りのWi-Fiスポットをアプリケーションを
開くだけでお教えします。

（Wi-Fi）

特に外出中、動画やゲームを楽しんだり、大
容量データをダウンロードしたい時など、高
速にインターネットアクセスしたい時にお役
にたちます。
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

（Wi-Fiス

グイン）することができるようになるアプリ

ポット設定）

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。
インターネット利用時に、ワンクリック詐

（Internet
SagiWall）

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。
ウイルスの脅威からスマートフォンを守るた
めのアプリケーションです。インストールし

（VirusScan）

たアプリケーション、メール添付ファイル、
microSDカードを通して侵入するウイルスを検
出して、スマートフォンを守ります。
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震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生し
（災害用伝
言板）

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

Googleサービス
アイコン

を自動送信することができます。
設定した地域または現在地の天気予報を常時
（Y!天気・
災害）

表示するウィジェットです。ステータスバー
に天気と降水確率を表示できるので、他のア

Google Play™から、さまざまなアプリケー
（Playスト
ア）

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。

チェックすることができます。

現在地の天気予報とニュースを確認すること

受信することができます。

メール）

ション（無料・有料）をダウンロードするこ

プリケーションを使用している時でも天気を

ができます。都市を指定して、天気予報を

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を

（緊急速報

機能・サービス

対象エリア内にいて速報をキャッチした場

（ニュース
と天気）

確認することもできます。ニュースは、指定
したトピックが表示されます。情報は、手動

合、警報音やバイブレーション、画面表示で

更新のほか、間隔を指定して自動更新できま

すぐにお知らせします。また、国や地方公共

す。

団体からの災害・避難情報なども受信できま

Google検索を利用して、インターネット上

す。

の情報や、本機のアプリケーションを検索す
（Google）

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。
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

（音声検
索）

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。
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アプリとの同期にも対応し、ブッ

（Chrome）

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。

（Playムー
ビー）
（Playブッ
クス）

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。
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。
ブラウザを利用してダウンロードしたファイ

（ダウン
ロード）

ルの履歴をリストで確認することができま
す。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。
見知らぬ土地でも目的地を入力するだけで、
現在地から目的地までの経路情報や所要時間

（ナビ）

を、ナビ画面で確認することができます。
音声ガイドによる案内なども利用することが
できるので、カーナビゲーションにもなりま
す。
レストランやATM、観光スポット、ガソリン

（ローカ
ル）

スタンドなどの、現在地付近の情報を入手す
ることができます。地図上に表示したり、情
報から電話をかけたり、その場所までの経路
を検索したりすることもできます。

（Google設
定）

28

Google+やGoogleマップ、Latitudeなどに関
する設定ができます。

電話番号について

マナーモードについて

自分の電話番号を確認する

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。

（シンプル）

（設定）

・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
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

設定画面が表示されます。

どは鳴ります。

プロフィール
（長押し）

基礎知識／基本操作

ホーム画面で

電話番号を確認できます。

（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。
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安全運転モードを利用する
運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、

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。

本機から音が出ないようにします。このとき相手には通話ができな
いことをお知らせし、相手のメッセージを録音できます。
（長押し）
（長押し）

機内モード
安全運転モード

機内モードが設定されます。
安全運転モードが設定されます。
・安全運転モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと
安全運転モードが解除されます。
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・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。

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。

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

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。

貼り付ける文字列をタップ

入力済みの文字をロングタッチ

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。
／

をドラッグして文字列を選択

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。

文字入力画面で

をロングタッチ

対象の機能をタップ

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）／

をタップします。

（コピー）

・

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

貼り付ける位置をタップ

貼り付け

OK
文字が入力されます。
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文字入力の設定を行う

学習辞書リセッ
ト

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
キー操作音

説明
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、キーを拡大表示する
かどうかを設定できます。

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。

）を、キーボードに

どうかを設定できます。
横画面時に、文字入力欄をフルスクリーン

モード

モードにするかどうかを設定できます。

フリック入力
フリック感度

・

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。

フルキーにしたときに左右キーを表示するか

フルスクリーン

候補表示行数

各種設定

キーボードのタイプを設定できます。

キーサイズ

左右キーを表示

／

設定できます。

プ
イプ

文字入力画面で

キーをタップしたとき振動させるかどうかを

キーポップアッ
キーボードタ

すべての設定を初期化します。

基礎知識／基本操作

キー操作バイブ

設定リセット

学習辞書をリセットできます。

各項目をタップして設定
文字入力の設定が完了します。

変換候補を表示するときの行数を設定できま
す。
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。

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

移動

できます。

日本語候補学習
日本語予測変換

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。
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

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。

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
設定できます。
フルキーで英字入力時に、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

入力した文字数から英語の変換候補を表示す

予測

るかどうかを設定できます。

入力ミス補正
自動大文字変換
自動スペース
入力

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。
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。
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。

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。

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。
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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

新しいアカウント

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

（シンプル）

（設定）

アカウントと同期

アカウントを追加

姓を入力

名を入力

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。

Google
パスワードを入力

Googleアカウントの追加画面が表示されます。
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パスワードを再度入力（確認用）

セキュリティ保護用の質問欄をタップして質問をタップ
入力

答えを

表示された文字を入力

予備のメールアドレスを入力

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かったときは、手順13に進んでくださ
い。

基礎知識／基本操作

・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

Google+に参加する ／ 今は設定しない

後で行う

・Google+に参加するときは、 Google+に参加する をタップし、
をタップします。その後は、画面の指示に従って操作すると
Googleアカウントの追加が完了します。
・Google+への参加をスキップするときは、 今は設定しない を
タップします。

ウェブページの閲覧履歴を有効にするかどうか選択

・クレジットカード登録画面が表示されなかったときは、手順14に
進んでください。

Google

Play™から最新のニュースやクーポンを受信するかどうか選択

Googleアカウントの追加が完了します。
・Googleアカウントの作成が2つ目以降の場合は、引き続き同期設
定を行う画面が表示されます。
・本機はGoogleアカウントによるバックアップには対応していませ
ん。
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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™（Androidマーケット™）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

（シンプル）

（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
メールアドレスを入力

パスワードを入力

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

（シンプル）

（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
画面の指示に従って操作

さい。

Googleアカウントのログインが完了します。

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、画面ロックの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。
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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 Play™利用時のご注意

アプリケーションを更新する

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
ホーム画面で

（シンプル）

（アプリ一覧）

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

（Playストア）

質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）

Google Play™画面が表示されます。

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。

さい。

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
マイアプリ
更新

更新するアプリケーションをタップ

次へ

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。

基礎知識／基本操作

・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

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。

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。

アプリケーションについての操作
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
ンをタップ

マイアプリ

アプリケーショ

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
ンをタップ

マイアプリ
自動更新 （

アプリケーショ
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。
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暗証番号について

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

暗証番号について

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。

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時
の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場
合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。
・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

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

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

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

問い合わせ先までご連絡ください。

設定できます。

・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。
ホーム画面で

（シンプル）

（設定）

セキュリティ

USIMカードロック設定
入力

USIMカードロック

OK

PINコードが有効になります。
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PINコードを

画面をロックする

PINコードを変更する

を押して

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

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。

す。

手動で画面をロックすることもできます。バッテリーの消耗を抑え
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。

ホーム画面で

（シンプル）

（設定）

セキュリティ

画面ロック中に

基礎知識／基本操作

画面ロックを解除する

画面ロック解除画面が表示されます。
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

現在のPIN
OK

OK

PINコードが変更されます。

画面を上にフリック

画面ロックが解除されます。
・セキュリティの 画面のロック で画面ロック解除方法を設定して

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、ウィルコムプラザ・

いる場合は、画面ロック解除の操作が必要です。
・画面を左にフリックすると、すぐごえが起動します。
・画面を右にフリックすると、すぐ文字が起動します。
・画面を下にフリックすると、カメラが起動します。
・画面ロック解除画面から起動できるアプリケーションは変更で
きます。詳しくは「画面ロック解除画面から起動するアプリケー
ションを変更する」を参照してください。

ウィルコムカウンターにてUSIMカードの再発行（有償）が必要
になります。

画面ロック解除用のロックNo.／パスワード
について
本機で画面ロック解除用のロック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、最寄りのウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターにて所
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。
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ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新時のご注意

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。
PHSの電話番号が未登録の場合やUSIMカードを挿入していない場
合、ソフトウェア更新できません。

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

ソフトウェアを更新する

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、
バッテリー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、バッテリー残量がなくなると、更新に

ホーム画面で

（シンプル）

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

（設定）

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。

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。
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