
各部の名称／キー操作 初期設定

タッチパネル操作 文字入力

はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。ここではGoogle アカウントを設定する手順で説明しています。　※設定を省略したいときは、「スキップ」をタップしてください。

本機の環境により、手順が
異なる場合があります。
画面の指示に従って操作
してください。

2016年6月 第１版発行 
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
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音量小キー

フロントカメラ
3.5mm イヤホン端子

電源キー
● ディスプレイ点灯／消灯
● ［長押し］電源ON ／ OFFなど

カメラ

スピーカー

カードスロット

ライト

背面カバー

送話口

外部接続端子

赤外線ポート

受話口

明るさ／近接センサー
着信／充電 LED

ディスプレイ

音量大キー

● 音量を下げる

● 音量を上げる

初期設定画面 Wi-Fi設定 端末が増えた場合 GoogleサービスGoogle アカウント設定 お支払い情報の設定 他のメールアドレスの追加 スマートフォンの保護

「日本語」を選択▶ 接続するWi-Fiネットワーク
を選択▶Wi-Fiを設定※

「コピーしない」を選択
▶「次へ」

Google アカウントを
設定※

お支払い情報を設定※ 他のメールアドレスを追加 「次へ」
▶セキュリティの種類を選択

▶セキュリティを設定

Y!mobileサービスの
初期登録を行う

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示と異なる場合があります。

軽く触れて、すぐに指を
離します。

軽く触れたまま、しばらく
そのままにします。

軽く触れたまま、目的の
位置までなぞります。

軽く触れて、目的の方向
にはじきます。

2本 の 指 で 軽 く 触 れ、
開いたり閉じたりします。

タップ ロングタッチ ドラッグ フリック ピンチ

クイックスタート

携帯電話と同じような
操作方法で入力ができます。

文字入力画面で　　 
▶「ケータイ入力」

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。
（）の記載はロングタッチ時の操作です。

ケータイ入力

英数字、カナ変換

文字を逆順に表示

文字入力中に利用できる操作

文字の変換 文字の確定

文字入力の設定
（音声入力）
カーソルを
左に移動
絵文字／記号／
顔文字の入力

（引用入力）
文字種の切り替え

文字を削除

カーソルを
右に移動

スペース入力

改行入力

「次へ」
● 位置情報サービスの利用に同

意すると、以降は確認されるこ
となく位置情報が送信されま
すのでご注意ください。
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電話

取扱説明書

お問い合わせ先一覧
お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記
お問い合わせ窓口までご連絡ください。

このスマートフォンの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセス
することができます。

ホーム画面で　  （アプリ一覧）▶　（使い方ガイド）

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

ホーム画面で 　 （Google）▶　 （Chrome）

▶　 ▶「ブックマーク」▶「Y!mobile」

▶「オンラインマニュアル」

SDカード
SDカードには、画像や音楽ファイルを保存することができます。

本機にはSDカード（試供品）が同梱されています。
本機をご使用になる前に、SDカードを取り付けることをおすす
めします。
SDカードの取り付けかたについては、同梱の「お願いとご注意」
をご参照ください。

使い方ガイド（アプリ）

SDカードを取り付ける

ユーザーガイド

総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（年中無休）

0570-039-151

ワイモバイル カスタマーセンター

スマートフォンから

パソコンから
http://www.ymobile.jp/lineup/503kc/support/

（PDF 版もダウンロードできます。）

151

各種お手続き（通話料無料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）

0120-921-156
116

電話を切るときは、通話中の画面で　　   　をタップします。

電話帳を登録しているGoogle アカウントを本機に設定すると、自動
的に連絡先が登録されます。

電話番号を入力
▶　　　　

目的の履歴の  　を
タップ

電話をかける

電話を受ける

電話帳を新規登録する

電話帳を移行する 自分の電話番号を確認する

（電話） （通話履歴）

（ダイヤルキー）

ホーム画面で

ホーム画面で 　 （設定）
▶「プロフィール」

「電話に出る」

各項目を入力▶「保存」▶登録先を選択

スタート画面（スリープ） ホーム画面

電 話 を か け る と き に
タップします。

Y!メ ー ル ／ MMS ／
SMSを利用するときに
タップします。

インターネットを利用
するときにタップします。

静 止 画 ／ 動 画 を 撮 影
するときにタップします。

不在着信などの通知の内容を確認したり、
Wi-Fiや位置情報などのON ／ OFFを
切り替えることができます。

前の画面に戻ります。

ホーム画面を表示します。

最 近使 用したアプリケーションを一覧 表 示
し、起動や履歴の削除ができます。

インストールされているアプリケーションを一覧表示します。
アイコンをタップするとアプリケーションを起動できます。

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯
電話のようにシンプルでわかりやすく表示
できます。

ホーム画面で  　（アプリ一覧）
▶　  （ホーム切替）
▶「かんたんビギナーホーム」
▶「OK」▶「OK」

かんたんビギナーホーム画面で　  （アプリ）▶　  （設定）
▶「標準ホーム切替」▶「OK」▶「標準ホーム」▶「OK」

不在着信、新着メールなどがある場合、
スタート画面に新着通知が表示され
ます。
目的の新着通知を2回タップすると、
スリープを解除し、すぐに通知内容を
確認できます。

電源キーを押す、または一定時間何も操作しないと、画面が消灯し
スリープになります。電源キーを押すと画面が点灯し、スタート画面
になります。

メールアドレス引継ぎ
これまでお使いの携帯電話／ PHS で利用していたメールアドレス
を引継ぐことができます。
引継ぎ方法についてはワイモバイルのホームページ

（http://www.ymobile.jp/service/mail/inherit/index.html）
をご参照ください。

本機の操作はホーム画面から開始します。
左右にドラッグ／フリックして、ホーム画面シートを切り替えられます。

スタートアイコン

アプリショートカット

　　をドラッグ／フリックすると
スリープが解除されます。

ステータスバー
時刻／アイコンが表示されます。
下にドラッグ／フリックして、通知パネルを開くこともできます。

クイック起動
起動するアプリケーション
はカスタマイズできます。

カスタマイズエリア
壁紙を変更したり、ウィジェットやアプリケーションのショートカット
を貼り付けたりすることができます。
アイコンがない場所をロングタッチするとカスタマイズできます。

　　／　　をドラッグ／フリックして、
すぐに電話／カメラを起動できます。

通知パネル
電話

アプリ一覧

Y! ブラウザ

メール

カメラ

ナビゲーションバー

かんたんビギナーホーム

かんたんビギナーホームに切り替える

標準ホームに戻す

電話帳登録
ホーム画面で　  （アプリ一覧）▶  　（電話帳）

これまでお使いの電話機の電話帳データ（vCard）を、あらかじめ
SDカードに保存してください。

  　（メニュー）▶「インポート／エクスポート」
▶「SDカードからインポート」▶登録先を選択
● SDカードに複数の電話帳データが保存されている場合は、インポートする

電話帳データの選択画面が表示されます。画面の指示に従って操作して
ください。

+81-4-4382-0800
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（日本時間／年中無休）

ウィジェットを利用すると、ホーム画面で
各アプリからの情報などを確認できます。

ウィジェット

スリープ中やスタート画面表示中は、
着信画面が異なります。

● データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。
データによっては、保存先を変更できるものがあります。
保存先を振り分けることで、データを整理することができます。

● お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番
号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）
が必要となります。

● ホームページ　http://ymobile.jp/

● アクセス許可の確認画面が表示されたときは、内容を確認のうえ、「許可」
をタップします。
ホーム画面で     （設定）▶「アプリ」▶アプリケーションをタップ▶「許
可」をタップすると、アプリケーションの許可設定を変更できます。



電話

取扱説明書

お問い合わせ先一覧
お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記
お問い合わせ窓口までご連絡ください。

このスマートフォンの使いかたを調べたり、FAQサイトへアクセス
することができます。

ホーム画面で　  （アプリ一覧）▶　（使い方ガイド）

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

ホーム画面で 　 （Google）▶　 （Chrome）

▶　 ▶「ブックマーク」▶「Y!mobile」

▶「オンラインマニュアル」

SDカード
SDカードには、画像や音楽ファイルを保存することができます。

本機にはSDカード（試供品）が同梱されています。
本機をご使用になる前に、SDカードを取り付けることをおすす
めします。
SDカードの取り付けかたについては、同梱の「お願いとご注意」
をご参照ください。

使い方ガイド（アプリ）

SDカードを取り付ける

ユーザーガイド

総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（年中無休）

0570-039-151

ワイモバイル カスタマーセンター

スマートフォンから

パソコンから
http://www.ymobile.jp/lineup/503kc/support/

（PDF 版もダウンロードできます。）
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各種お手続き（通話料無料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）

0120-921-156
116

電話を切るときは、通話中の画面で　　   　をタップします。

電話帳を登録しているGoogle アカウントを本機に設定すると、自動
的に連絡先が登録されます。

電話番号を入力
▶　　　　

目的の履歴の  　を
タップ

電話をかける

電話を受ける

電話帳を新規登録する

電話帳を移行する 自分の電話番号を確認する

（電話） （通話履歴）

（ダイヤルキー）

ホーム画面で

ホーム画面で 　 （設定）
▶「プロフィール」

「電話に出る」

各項目を入力▶「保存」▶登録先を選択

スタート画面（スリープ） ホーム画面

電 話 を か け る と き に
タップします。

Y!メ ー ル ／ MMS ／
SMSを利用するときに
タップします。

インターネットを利用
するときにタップします。

静 止 画 ／ 動 画 を 撮 影
するときにタップします。

不在着信などの通知の内容を確認したり、
Wi-Fiや位置情報などのON ／ OFFを
切り替えることができます。

前の画面に戻ります。

ホーム画面を表示します。

最 近使 用したアプリケーションを一覧 表 示
し、起動や履歴の削除ができます。

インストールされているアプリケーションを一覧表示します。
アイコンをタップするとアプリケーションを起動できます。

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯
電話のようにシンプルでわかりやすく表示
できます。

ホーム画面で  　（アプリ一覧）
▶　  （ホーム切替）
▶「かんたんビギナーホーム」
▶「OK」▶「OK」

かんたんビギナーホーム画面で　  （アプリ）▶　  （設定）
▶「標準ホーム切替」▶「OK」▶「標準ホーム」▶「OK」

不在着信、新着メールなどがある場合、
スタート画面に新着通知が表示され
ます。
目的の新着通知を2回タップすると、
スリープを解除し、すぐに通知内容を
確認できます。

電源キーを押す、または一定時間何も操作しないと、画面が消灯し
スリープになります。電源キーを押すと画面が点灯し、スタート画面
になります。

メールアドレス引継ぎ
これまでお使いの携帯電話／ PHS で利用していたメールアドレス
を引継ぐことができます。
引継ぎ方法についてはワイモバイルのホームページ

（http://www.ymobile.jp/service/mail/inherit/index.html）
をご参照ください。

本機の操作はホーム画面から開始します。
左右にドラッグ／フリックして、ホーム画面シートを切り替えられます。

スタートアイコン

アプリショートカット

　　をドラッグ／フリックすると
スリープが解除されます。

ステータスバー
時刻／アイコンが表示されます。
下にドラッグ／フリックして、通知パネルを開くこともできます。

クイック起動
起動するアプリケーション
はカスタマイズできます。

カスタマイズエリア
壁紙を変更したり、ウィジェットやアプリケーションのショートカット
を貼り付けたりすることができます。
アイコンがない場所をロングタッチするとカスタマイズできます。

　　／　　をドラッグ／フリックして、
すぐに電話／カメラを起動できます。

通知パネル
電話

アプリ一覧

Y! ブラウザ

メール

カメラ

ナビゲーションバー

かんたんビギナーホーム

かんたんビギナーホームに切り替える

標準ホームに戻す

電話帳登録
ホーム画面で　  （アプリ一覧）▶  　（電話帳）

これまでお使いの電話機の電話帳データ（vCard）を、あらかじめ
SDカードに保存してください。

  　（メニュー）▶「インポート／エクスポート」
▶「SDカードからインポート」▶登録先を選択
● SDカードに複数の電話帳データが保存されている場合は、インポートする

電話帳データの選択画面が表示されます。画面の指示に従って操作して
ください。

+81-4-4382-0800
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（日本時間／年中無休）

ウィジェットを利用すると、ホーム画面で
各アプリからの情報などを確認できます。

ウィジェット

スリープ中やスタート画面表示中は、
着信画面が異なります。

● データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。
データによっては、保存先を変更できるものがあります。
保存先を振り分けることで、データを整理することができます。

● お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番
号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）
が必要となります。

● ホームページ　http://ymobile.jp/

● アクセス許可の確認画面が表示されたときは、内容を確認のうえ、「許可」
をタップします。
ホーム画面で     （設定）▶「アプリ」▶アプリケーションをタップ▶「許
可」をタップすると、アプリケーションの許可設定を変更できます。
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Y! ブラウザ

メール

カメラ

ナビゲーションバー

かんたんビギナーホーム

かんたんビギナーホームに切り替える

標準ホームに戻す

電話帳登録
ホーム画面で　  （アプリ一覧）▶  　（電話帳）

これまでお使いの電話機の電話帳データ（vCard）を、あらかじめ
SDカードに保存してください。

  　（メニュー）▶「インポート／エクスポート」
▶「SDカードからインポート」▶登録先を選択
● SDカードに複数の電話帳データが保存されている場合は、インポートする

電話帳データの選択画面が表示されます。画面の指示に従って操作して
ください。

+81-4-4382-0800
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（日本時間／年中無休）

ウィジェットを利用すると、ホーム画面で
各アプリからの情報などを確認できます。

ウィジェット

スリープ中やスタート画面表示中は、
着信画面が異なります。

● データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できます。
データによっては、保存先を変更できるものがあります。
保存先を振り分けることで、データを整理することができます。

● お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイの電話番
号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた4桁の番号）
が必要となります。

● ホームページ　http://ymobile.jp/

● アクセス許可の確認画面が表示されたときは、内容を確認のうえ、「許可」
をタップします。
ホーム画面で     （設定）▶「アプリ」▶アプリケーションをタップ▶「許
可」をタップすると、アプリケーションの許可設定を変更できます。
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