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ブラウザを利用する

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。ブ
ラウザは、タッチポインター対応アプリです。

SSL／TLSについて

SSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer
Security）とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコ
ル（通信規約）です。SSL／TLS接続時の画面では、データを暗
号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、
企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましな
どのネット上の危険から保護します。

SSL／TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客
様は自己の判断と責任においてSSL／TLSを利用するものとしま
す。お客様ご自身によるSSL／TLSの利用に際し、ソフトバンク
株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブ
サイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対
しSSL／TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありませ
ん。

ブラウザを利用する

ホームページが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ブラウザメニューを利用する

ブラウザメニューからインターネットに接続したり、接続履歴やダ
ウンロードしたデータの確認、設定などができます。ブラウザメ
ニューには次の項目があります。

項目 説明

ホームページ 設定したウェブページにアクセスします。

My Y!mobile My Y!mobileにアクセスします。

お気に入り
お気に入りからウェブページにアクセスしま
す。

Web検索・URL
入力

検索用語を入力したり、URLを入力したりし
てウェブページにアクセスできます。

履歴
ウェブサイトの閲覧履歴からアクセスできま
す。

ダウンロード
ウェブサイトからダウンロードした情報を確
認できます。

設定 ブラウザに関する設定ができます。

（長押し）

ブラウザメニュー画面が表示されます。

My Y!mobileにアクセスする

（長押し） My Y!mobile

My Y!mobileのページが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
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お気に入りからアクセスする

（長押し） お気に入り

お気に入り一覧画面が表示されます。

お気に入りを選択

情報画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ を押すと履歴一覧画面に切り替えられます。

お気に入り一覧利用時の操作

お気に入りを新しいタブで開く

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 （メ

ニュー） 新しいタブで開く

お気に入りを編集する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 （メ

ニュー） 編集 内容を編集 （登録）

お気に入りを1件削除する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 （メ

ニュー） 削除 1件削除 はい

お気に入りを選択して削除する

お気に入り一覧画面で （メニュー） 削除 選択

削除 お気に入りを選択 （ 表示）

（削除） はい

・お気に入りを選択 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・お気に入りを選択中に （メニュー） 全選択 ／ 全解

除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択（ ）／解除

（ ）できます。

お気に入りを1件メール添付／赤外線／
Bluetooth®通信などで送信する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 （メ

ニュー） ページ共有 1件送信 メール添付

／ 赤外線送信 ／ Bluetooth送信 画面に従って操作

お気に入りを選択してメール添付／赤外線／
Bluetooth®通信などで送信する

お気に入り一覧画面で （メニュー） ページ共

有 選択送信 メール添付 ／ 赤外線送信 ／

Bluetooth送信 お気に入りを選択 （ 表

示） （送信） 画面に従って操作

・お気に入りを選択 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・お気に入りを選択中に （メニュー） 全選択 ／ 全解

除 と操作すると、すべてのお気に入りを選択（ ）／解除

（ ）できます。

お気に入りのURLをコピーする

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 （メ

ニュー） URLをコピー

タイトルやURLを手動で入力してお気に入りを登録
する

お気に入り一覧画面で （メニュー） 新規登録

タイトル／URLを入力 追加先を選択 （登

録） OK

フォルダを作成する

お気に入り一覧画面で （メニュー） 新しいフォル

ダ フォルダ名を入力 OK

お気に入りを並び替える

お気に入り一覧画面で （メニュー） 並べ替え

お気に入りを選択 移動先を選択
（確定）

お気に入りをホームページに登録する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 （メ

ニュー） ホームページ登録 はい

お気に入りの情報を確認する

お気に入り一覧画面でお気に入りを選択 （詳細）

・タイトルやURLの確認ができます。
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Web検索やURL入力からアクセスする

（長押し） Web検索・URL入力

検索する用語／閲覧したいページのURLを入力

情報画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

閲覧履歴からアクセスする

（長押し） 履歴

履歴一覧画面が表示されます。

履歴の期間を選択 履歴を選択

情報画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・ を押すとお気に入り一覧画面に切り替えられます。

履歴利用時の操作

履歴の情報を確認する

履歴一覧画面で履歴を選択 （詳細）

・タイトルやURLの確認ができます。

履歴を新しいタブで開く

履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー） 新しい

タブで開く

履歴を1件削除する

履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー） 削除

1件削除 はい

履歴を選択して削除する

履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー） 削除

選択削除 履歴を選択 （ 表示）

（削除） はい

・履歴を選択 を押すたびに、選択（ ）／解除（ ）
が切り替わります。

・削除する履歴を選択中に （メニュー） 全選択 ／

全解除 と操作すると、すべての履歴を選択（ ）／解除

（ ）できます。
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履歴からページを1件メール添付／赤外線／
Bluetooth®通信などで送信する

履歴一覧画面で送信したい履歴を選択 （メニュー）

ページ共有 1件送信 メール添付 ／ 赤外線送

信 ／ Bluetooth送信 画面に従って操作

履歴を選択してメール添付／赤外線／Bluetooth®通
信などで送信する

履歴一覧画面で （メニュー） ページ共有 選択

送信 メール添付 ／ 赤外線送信 ／ Bluetooth送信

履歴を選択 （ 表示） （送信）
画面に従って操作

・履歴を選択 を押すたびに、選択（ ）／解除（ ）
が切り替わります。

・履歴を選択中に （メニュー） 全選択 ／ 全解除 と操

作すると、すべての履歴を選択（ ）／解除（ ）できま
す。

履歴からお気に入りに登録する

履歴一覧画面で履歴を選択 （メニュー） お気に

入り登録 （登録） OK

ダウンロードしたデータを確認する

（長押し） ダウンロード

ダウンロードデータ一覧画面が表示されます。

ダウンロードデータ一覧利用時の操作

ダウンロードしたデータを確認する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 画面
に従って操作

データを1件メール添付／赤外線／Bluetooth®通信
などで送信する

ダウンロードデータ一覧画面で送信したいデータを選択

（メニュー） 共有 1件選択 アプリを選

択 画面に従って操作

データを選択してメール添付／赤外線／
Bluetooth®通信などで送信する

ダウンロードデータ一覧画面で （メニュー） 共有

複数選択 データを選択 （ 表示）

（確定） アプリを選択 画面に従って操作

・データを選択 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・送信するデータを選択中に （メニュー） 全選択 ／

全解除 と操作すると、すべてのデータを選択（ ）／解除

（ ）できます。

データを1件削除する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 （メ

ニュー） 削除 1件削除 はい

データを選択して削除する

ダウンロードデータ一覧画面で （メニュー） 削除

選択削除 データを選択 （ 表示）

（削除） はい

・データを選択 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・削除するデータを選択中に （メニュー） 全選択 ／

全解除 と、すべてのデータを選択（ ）／解除（ ）で

きます。
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データを並び替える

ダウンロードデータ一覧画面で （メニュー） 表示

順 名前順 ／ 更新日順 ／ サイズ順

画面の表示形式を切り替える

ダウンロードデータ一覧画面で （メニュー） 表示形

式 リスト表示 ／ グリッド表示

危険なウェブページを事前に検知する（ブ
ラウザ保護）

セキュリティサービス「Internet SagiWall」により、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
の端末をお守りします。
ご利用いただくには「ケータイ基本パック」へのお申し込みが必要
です。

サービス ブラウザ保護

使用許諾契約に同意する はい

ブラウザ保護画面が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。

ブラウザ保護画面について

ブラウザ保護画面に「監視中」と表示されていると、ブラウザ保

護が有効な状態です。またその場合、ステータスバーに が表
示されます。
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ブラウザ画面の操作のしかた

ブラウザ画面の見かた

URL表示

情報を表示

タブ数表示
開いているタブの数が表示されます。

ブラウザ画面利用時の操作

画面を切り替える

ブラウザ画面で ／ ／

・ ／ を押すと上／下にスクロールされます。
・ ／ ／ を長押しすると、連続でスクロールされま

す。

ブラウザ画面の読み込みを停止する

ブラウザ画面で （停止）

・ブラウザ画面の読み込み中のときのみ操作できます。

前の画面を表示する

ブラウザ画面で （戻る）

・最初に表示したブラウザ画面で （戻る）を押すとブラウザ
を終了できます。

・元の画面に戻るときは （メニュー） 進む と操作しま

す。

ブラウザ画面の上／下に移動する

ブラウザ画面で ／

ブラウザ画面を拡大／縮小する

ブラウザ画面で ／

表示する文字サイズを変更する

ブラウザ画面で ／

お気に入り一覧／履歴一覧を利用する

ブラウザ画面で （メニュー） お気に入り／履歴表示

・ を押すと お気に入り ／ 履歴 を切り替えられます。

・お気に入り一覧について詳しくは、「お気に入りからアクセス
する」を参照してください。

・履歴一覧について詳しくは、「閲覧履歴からアクセスする」を
参照してください。

Web検索・URL入力をする

ブラウザ画面で

・ブラウザ画面で （メニュー） Web検索・URL入力 と

操作してもWeb検索・URL入力ができます。
・Web検索・URL入力について詳しくは、「Web検索やURL入力

からアクセスする」を参照してください。

ブラウザ画面を1件共有する

ブラウザ画面で （メニュー） ページ共有 メー

ル添付 ／ 赤外線送信 ／ Bluetooth送信 画面に従っ

て操作

ブラウザ画面のURLをコピーする

ブラウザ画面で （メニュー） ページ操作 URL

をコピー

ブラウザ画面内を検索する

ブラウザ画面で （メニュー） ページ操作 ペー

ジ内検索 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

ブラウザ画面の文字をコピーする

ブラウザ画面で （メニュー） ページ操作 文字

列コピー 画面に従って操作

ブラウザ画面の画像を保存する

ブラウザ画面で （メニュー） ページ操作 画像

保存 タッチポインターで保存する画像をタップ

お気に入りに登録する

ブラウザ画面で （メニュー） ページ操作 お気

に入り登録 タイトル／URL／追加先を入力 （登

録） OK

ホームページに登録する

ブラウザ画面で （メニュー） ページ操作 ホー

ムページ登録 はい
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ブラウザ画面のページ情報を表示する

ブラウザ画面で （メニュー） ページ操作 ペー

ジ情報

ブラウザ画面を再度読み込む

ブラウザ画面で （メニュー） 再読み込み

ダウンロードしたデータを確認する

ブラウザ画面で （メニュー） ダウンロード一覧

・ダウンロードしたデータについて詳しくは、「ダウンロードし
たデータを確認する」を参照してください。

ブラウザを設定する

ブラウザ画面で （メニュー） 設定 各項目を設

定

・ブラウザの設定について詳しくは、「ブラウザを設定する」を
参照してください。

ブラウザ操作のガイドを表示する

ブラウザ画面で

・ブラウザ画面で （メニュー） ガイド と操作してもガ

イドを表示できます。

ブラウザ画面利用時のご注意

閲覧ページによってはボタンによる操作ができない場合がありま
す。タッチポインター操作に切り替えて操作ください。タッチポ

インターがOFFになっているときは、 （長押し）と操作
するとONになります。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブサイトの切り替えが簡単に行えます。

情報画面が表示されます。

（メニュー） タブ一覧

タブの管理画面が表示されます。

（メニュー） 新規タブ作成

新しい情報画面が表示されます。

タブ利用時の操作

表示するタブを切り替える

ブラウザ画面で （メニュー） タブ一覧 タブを

選択

・ブラウザ画面で ／ を押してもタブを前／次へ切り
替えることができます。

タブを閉じる

ブラウザ画面で （メニュー） タブ一覧 タブを

選択 （閉じる）
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選択したタブ以外のタブをすべて閉じる

ブラウザ画面で （メニュー） タブ一覧

（メニュー） 他のタブを閉じる

ブラウザを設定する

ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりで
す。

項目 説明

ホームページを
設定

ホームページ に表示するウェブページを設

定します。

ファイル保存先
画像や音楽などのダウンロード時のファイル
保存先を設定します。

プライバシーと
セキュリティ

キャッシュや閲覧履歴の削除などブラウザの
セキュリティにかかわる項目を設定します。

文字サイズの
変更

テキストの倍率を設定します。

高度な設定
検索エンジンやウェブサイトの設定などの詳
細な設定ができます。

画像の読み込み
ウェブページで画像を表示するかどうかを設
定します。

（長押し） 設定

ブラウザ設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

各項目を設定

設定が完了します。

設定利用時の操作

ホームページとして表示するウェブページを設定す
る

ブラウザ設定画面で ホームページを設定 項目を選択

・ 現在のページ を選択したときは、表示中のページをホーム

ページとして登録し、表示します。
・ 空白ページ を選択したときは、空白のページを表示します。

・ デフォルトページ を選択したときは、My Y!mobileを表示し

ます。
・ その他 を選択したときは、手動でURLを入力します。
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画像や音楽などの保存先を設定する

ブラウザ設定画面で ファイル保存先 本体 ／ SDカー

ド

キャッシュを削除する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ

キャッシュを消去 はい

閲覧履歴を削除する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ 履歴

消去 はい

表示するブラウザ画面に問題があるときに警告を表
示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ セ

キュリティ警告

・ セキュリティ警告 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

Cookieの保存と読み取りを許可するかどうかを設定
する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ

Cookieを受け入れる

・ Cookieを受け入れる を押すたびに、選択（ ）／

解除（ ）が切り替わります。

保存されているCookieをすべて削除する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ

Cookieをすべて消去 はい

フォームに入力したデータを保存して後で呼び出せ
るようにするかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ

フォームデータを保存

・ フォームデータを保存 を押すたびに、選択（ ）／

解除（ ）が切り替わります。

保存されているフォームデータをすべて削除する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ

フォームデータを消去 はい

ブラウザで位置情報を使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ 位置

情報を有効にする

・ 位置情報を有効にする を押すたびに、選択（ ）／

解除（ ）が切り替わります。

ブラウザで利用している位置情報をすべて削除する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ 位置

情報アクセスをクリア はい

ブラウザで入力したユーザー名とパスワードを保存
するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ パス

ワードを保存

・ パスワードを保存 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

保存されているパスワードを消去する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ パス

ワードを消去 はい

ブラウザ画面に表示する文字のサイズを設定する

ブラウザ設定画面で 文字サイズの変更 文字の倍率

文字の倍率を選択

検索エンジンを設定する

ブラウザ設定画面で 高度な設定 検索エンジンの設定

項目を選択

新しいタブ追加時にバックグラウンドで開くかどう
かを設定する

ブラウザ設定画面で 高度な設定 バックグラウンドで開

く

・ バックグラウンドで開く を押すたびに、選択（ ）

／解除（ ）が切り替わります。

JavaScriptを使用するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で 高度な設定 JavaScriptを有効にす

る

・ JavaScriptを有効にする を押すたびに、選択

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

ウェブサイトごとに詳細設定を表示する

ブラウザ設定画面で 高度な設定 ウェブサイト設定

画面に従って操作

新しく開いたブラウザ画面を、全体表示にするかど
うかを設定する

ブラウザ設定画面で 高度な設定 ページを全体表示で開

く

・ ページを全体表示で開く を押すたびに、選択（ ）

／解除（ ）が切り替わります。
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ブラウザ画面にポップアップを表示するかどうかを
設定する

ブラウザ設定画面で 高度な設定 ポップアップをブロッ

ク

・ ポップアップをブロック を押すたびに、選択（ ）

／解除（ ）が切り替わります。

表示する文字のエンコードを設定する

ブラウザ設定画面で 高度な設定 テキストエンコード

項目を選択

ブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す

ブラウザ設定画面で 高度な設定 初期設定にリセット

はい

ブラウザ画面に画像を表示するかどうかを設定する

ブラウザ設定画面で 画像の読み込み

・ 画像の読み込み を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。



122


	インターネット
	ブラウザを利用する
	ブラウザ画面の操作のしかた


