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本ガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく
お取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

本ガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明し
ています。
また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明
しています。操作説明は省略している場合があります。
本ガイドで紹介されていない機能や操作方法については、
「Android ヘルプ」をご確認ください。
本ガイドではAndroid™ 8.0 Oreoで記載しています。

ディスプレイ表示、キー表示について

本ガイド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。本ガイドで記載しているキー表示は、説明用に簡
略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

本ガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。
microSD™／microSDHC™／microSDXC™カードは「SDカード」と
表記しています。
Google™、Android、Google Play™、Android Pay™ およびその他
のマークは、Google Inc. の商標です。
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各部の名称とはたらき

電池について

電池は本機に内蔵されています。お客様による取り外しはできま
せん。

本体正面について

名称 説明

受話口 相手の声が聞こえます。

通知ランプ
充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅
します。

正面カメラ 写真や動画の自分撮りなどに使用します。

近接光セン
サー

通話中に顔の接近を検知し、タッチパネルの
誤操作を防止します。また、周囲の明るさを
検知して、画面の明るさを自動調節します。

ディスプレ
イ

本機のディスプレイはタッチパネルです。指
で直接触れて操作することができます。

エッジセン
ス部

本機が握られたことを検知するセンサーで
す。詳しくは、「エッジセンスを利用する」
を参照してください。

戻るキー

（ ）
前の画面に戻ります。

ホームキー
／指紋スキャ

ナー（ ）

ホーム画面を表示します。画面ロックの解
除、指紋認証などに使用します。

最近使用し
たアプリキー

（ ）

最近使用したアプリを一覧表示して、起動や
一覧からの削除ができます。

本体背面と側面について

名称 説明

SIMカード
／SDカードの
トレイ

SIMカードおよびSDカードを取り付け／取り
外しできます。

セカンドマ
イク

通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑
制します。

フラッシュ
ライト

カメラ撮影時などのライトとして利用できま
す。

FeliCaマー
ク

NFC／おサイフケータイ®利用時に、このマー
クをリーダー／ライターにかざします。

メインカメ
ラ

写真や動画を撮ることができます。

内蔵アンテ
ナ部

通話やデータ通信で利用するアンテナが内蔵
されています。

送話口（マ
イク）

自分の声を相手に伝えます。

スピーカー
音楽や動画、スピーカーフォンなどの音声が
聞こえます。

外部接続端
子

指定の充電用機器やイヤホンなどを接続しま
す。

キーについて

名称 説明

音量大／小
キー

音量を調節します。

電源キー

（ ）

画面を消灯／点灯します。長押しで電源ON／
OFFを行います。
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SIMカードについて

SIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカードで
す。

SIMカードのお取り扱い

・他社製品のICカードリーダーなどにSIMカードを挿入し故障した場
合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますので
あらかじめご注意ください。

・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
・SIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因と

なります。
・SIMカードのお取り扱いについては、SIMカードに付属している説

明書を参照してください。
・SIMカードの所有権は当社に帰属します。
・紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
・解約などの際は、当社にご返却ください。
・お客様からご返却いただいたSIMカードは、環境保全のためリサイ

クルされます。
・SIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。

ご了承ください。
・お客様ご自身でSIMカードに登録された情報内容は、控えをとって

おかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失した
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。

・SIMカードや携帯電話（SIMカード挿入済み）を盗難・紛失された
場合、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、
お問い合わせ先までご連絡ください。

・SIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行っ
てください。

IC（金属）部分

SIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。
SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解
除してから、SIMカードの取り付けを行ってください。詳しくは、
「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

SIMカード／SDカードのトレイの穴に、SIM取り出しピン（試供品）
を差し込む

トレイを矢印の方向にまっすぐ引き出す

SIMカードをトレイに取り付ける

・SIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意し
て取り付けます。

・SIMカードがトレイから浮かないように置いてください。

トレイを矢印の方向にまっすぐ差し込む

・トレイを差し込む方向にご注意ください。

矢印の方向になぞり、トレイが浮いていることのないように確実に
押し込む

SIMカードの取り付けが完了します。
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SIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。
SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを解
除してから、SIMカードの取り外しを行ってください。詳しくは、
「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

SIMカード／SDカードのトレイの穴に、SIM取り出しピン（試供品）
を差し込む

トレイを矢印の方向にまっすぐ引き出す

トレイからSIMカードを取り外す

トレイを矢印の方向にまっすぐ差し込む

・トレイを差し込む方向にご注意ください。

矢印の方向になぞり、トレイが浮いていることのないように確実に
押し込む

SIMカードの取り外しが完了します。

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他
社のSIMカードを使用することができます。

・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、
機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保
証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

・SIMロック解除について詳しくは、ワイモバイルのホームページを
ご確認ください。
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内部ストレージ／SDカードについて

本機では、内部ストレージとSDカードにデータを保存できます。
本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべ
てのSDカードの動作を保証するものではありません。

内部ストレージ／SDカード利用時のご注意

データについて

内部ストレージ／SDカードの登録内容は、事故や故障によっ
て、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは
控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失ま
たは変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いか
ねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中にSDカードを取り外したり、
本機の電源を切ったりしないでください。データが壊れる恐れが
あります。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合
があります。

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用して
ください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

データの保存先について

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、作成時の保存先を変更できるものもあります。
おもなデータの保存先は次のとおりです。

データの種類 説明

連絡先、ブック
マーク、カレン
ダー、メール

データ作成時、内部ストレージに保存されま
す。

写真、動画
データ作成時、SDカード／内部ストレージに
保存されます。

SDカードの内部ストレージ化について

SDカードを内部ストレージ化し、内部ストレージの容量を増やすこ
とができます。写真や動画などのデータをバックアップする目的で
の使用はできません。

・SDカードを内部ストレージ化する方法については、「SDカードを
セットアップする」を参照してください。

SDカードを内部ストレージとして使用する
ときのご注意

内部ストレージとして使用するには、SDカードのフォーマット
（初期化）が必要です。
本機能をよく理解のうえ、ご使用ください。SDカードを内部ス
トレージとして使用するときは、次の点にご注意ください。
・お持ちのSDカードを使用する場合は、SDカード内にあるデー

タを、別の場所にコピーしてください。データは、本機の内
部ストレージやパソコン、またはGoogleドライブなどのクラ
ウドサーバーにコピーできます。本機の内部ストレージまたは
Googleドライブへは、次の操作でコピーできます。

ホーム画面で （アプリ） （設定） ストレー

ジ SDカード コピーしたいデータをロングタッ

チ コピー... 保存先を選択 コピー

あらかじめ、SDカードを外部ストレージとしてセットアップし
てください。詳しくは「SDカードをセットアップする」を参照
してください。

・データをコピーしないまま、SDカードを内部ストレージとして
使用すると、SDカード内のデータはすべて消去されます。

・内部ストレージ化したSDカードを本機から取り外さないでく
ださい。SDカードに保存したアプリなどが使用できなくなりま
す。

・内部ストレージ化したSDカードは、本機以外では使用できなく
なります。SDカードを外部ストレージとして再度使用したいと
きは、SDカードをフォーマットする必要があります。

ホーム画面で （アプリ） （設定） ストレー

ジ SDカード 外部ストレージとしてフォー

マット フォーマット 完了

・外部ストレージに戻すと、内部ストレージ化したときにSDカー
ドに保存したデータはすべて削除されます。SDカードに保存し
ていたアプリなどは使用できなくなりますので、あらかじめよ
くご確認のうえ、操作してください。
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SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

SIMカード／SDカードのトレイの穴に、SIM取り出しピン（試供品）
を差し込む

トレイを矢印の方向にまっすぐ引き出す

SDカードをトレイに取り付ける

・SDカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を下）に注意し
て取り付けます。

・SDカードがトレイから浮かないように置いてください。
・SDカードの端子部には触れないでください。

トレイを矢印の方向にまっすぐ差し込む

・トレイを差し込む方向にご注意ください。

矢印の方向になぞり、トレイが浮いていることのないように確実に
押し込む

SDカードの取り付けが完了します。

SDカードをセットアップする

あらかじめSDカードを取り付けておいてください。

SDカード通知を2回タップ

外部ストレージとして使用 ／ 内部ストレージとして使用

次へ

画面に従って操作

SDカードのセットアップが完了します。
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SDカードの現在の使用状況を確認する

・SDカード全体の容量と、現在の使用量を確認できます。
・SDカードを外部ストレージ／内部ストレージのどちらで利用して

いるか確認できます。

ホーム画面で （アプリ） （設定）

ストレージ

ストレージの設定画面が表示されます。

ストレージの設定画面について

SDカードの使用状況によって、表示される画面は異なります。

外部ストレージとして使用した場合

内部ストレージとして使用した場合

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

ホーム画面で （アプリ） （設定）

ストレージ

ストレージ画面が表示されます。

「SDカードを安全に取り出しました」と表示され、SDカードの
マウントが解除されます。

・再度SDカードをマウントするときは、 SDカード マウン

ト と操作します。



12

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行っ
てください。

SIMカード／SDカードのトレイの穴に、SIM取り出しピン（試供品）
を差し込む

トレイを矢印の方向にまっすぐ引き出す

トレイからSDカードを取り外す

・SDカードはトレイを完全に引き出してから取り外してください。
・SDカードの端子部には触れないでください。

トレイを矢印の方向にまっすぐ差し込む

・トレイを差し込む方向にご注意ください。

矢印の方向になぞり、トレイが浮いていることのないように確実に
押し込む

SDカードの取り外しが完了します。

充電する

充電について

別売のACアダプタは、防水性能を有していません。本機または
周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接
続しないでください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売品です。ACアダプタ、およびその他の周辺機器に
ついてはワイモバイルのホームページを参照してください。

・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。こ
こでは、ACアダプタ（USB Type-C Quick Charge 3.0対応）
［ZSCAZY］（Y!mobile Selection USB Type-C急速充電ACアダ
プタ［Y1-AC17-TCQC］）を使用して充電する方法を例に説明し
ます。

本機の外部接続端子にACアダプタのType-Cプラグを差し込む

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

充電が始まると、通知ランプが赤色に点灯します。充電が完了
すると、通知ランプが緑色に点灯します。

充電が終わったら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜
き、ACアダプタのType-Cプラグを本機から抜く

充電が終了します。
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電源を入れる／切る

電源を入れる

（長押し）

ロック画面が表示されます。

・画面ロックの解除については「Android ヘルプ」を参照してくだ
さい。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動しま
す。

電源を切る

（長押し）

電源を切る

電源が切れます。

アプリ初回起動時の確認画面について

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になり
ます。

アプリに必要な許可を設定する

アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なります。

ここでは、 （カメラ）をはじめて起動したときの操作を例に説
明します。

・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないこ
とがあります。

ホーム画面で （アプリ） （カメラ）

許可しない ／ 許可

設定が完了します。

・通常は 許可 を選択し、機能の利用を許可してください。

・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

その他の方法でアプリに必要な許可を設定
する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （アプリ） （設定） アプリと

通知 アプリ情報 アプリをタップ 権限 機

能をタップ

・機能をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切
り替わります。
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機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で （アプリ） （設定） アプリと

通知 アプリの権限 機能をタップ アプリをタッ

プ

・アプリをタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が
切り替わります。

アプリについて

アプリ一覧

アイコン 機能・サービス

（あんしん
フィルター）

お子さまを不適切なサイトや有害アプリから
守り、安全にスマートフォンやタブレットが
利用できるようにサポートします。
ご利用にはあんしんフィルターのサービスに
加入する必要があります。

（おサイフ
ケータイ）

おサイフケータイ®対応のサービスを利用でき
ます。

（カメラ） 写真や動画を撮ることができます。

（カレン
ダー）

予定やリマインダーを登録して管理できま
す。

（かんたん
設定）

Y!mobileサービスの初期登録や各Yahoo!
JAPANアプリの設定を簡単に行えるアプリで
す。

（ドライ
ブ）

ファイルをGoogle ドライブに保存したり、共
有したりできます。また、保存したファイル
を閲覧・編集することもできます。

（ファイ
ル）

ダウンロードしたファイルの履歴をリストで
確認できます。
時間順に並べられているファイルをサイズ順
に並べ替えたり、ダウンロードしたファイル
をまとめて選択して削除できます。

（フォト）
撮影した写真や動画を表示・編集したり、
Googleのオンラインストレージにバックアッ
プしたりできます。

（マップ）
現在地の表示、ほかの場所の検索、目的地へ
の経路検索など、Googleマップのサービスを
利用できます。

（メール）

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メール
アプリです。
Y!mobile メールアドレス(@yahoo.ne.jp)に加
え、SMS/MMS、Yahoo!メール、Gmailなど複
数のメールアカウントもまとめてご利用いた
だけます。
また、家族や友人とのコミュニケーションが
よりスムーズに楽しめる会話型の表示形式に
も対応しています。

（メッセー
ジ）

スマートフォンでSMS／MMSを利用するため
のGoogleのアプリです。

（緊急速報
メール）

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。
対象エリア内にいて速報をキャッチした場
合、警報音やバイブレーション、画面表示で
すぐにお知らせします。
また、国や地方公共団体からの災害・避難情
報なども受信できます。

（時計）
アラームや世界時計、ストップウォッチ、タ
イマーを利用できます。

（設定） 本機の各種設定ができます。

（電卓）
四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り
算）や百分率（パーセント）、ルートなどの
計算ができます。
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（電話）

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。
通話履歴を表示して発着信を確認したり、履
歴から相手に発信することもできます。

（連絡帳） 友人や同僚の連絡先を管理できます。

（Android
Pay）

電子マネーとして、コンビニエンスストアな
どで利用したり、会員カードやポイントカー
ドとして使える、Android Payサービスを利用
することができます。

（Chrome）
インターネットにアクセスして、検索やウェ
ブページの閲覧ができます。

（Duo）
Duo利用者とビデオ通話を行うことができま
す。

（Gmail）
Googleアカウントのメールや、Gmail以外のe
メールを送受信できます。

（Google）
Google検索を利用して、本機内やウェブペー
ジを検索できます。

（Keep）
ウェブ上でメモを作成し、いつでもどこでも
確認できます。

（Play ゲー
ム）

Google Playのゲームをまとめて楽しむことが
できます。
新しいゲームの発見、実績やスコアの管理、
世界中の友達とのマルチプレイが簡単に行え
ます。

（Play スト
ア）

Google Playから、さまざまなアプリをダウン
ロード・購入できます。

（Play
Music）

音楽の再生、保存、共有ができます。

（Play ブッ
クス）

お気に入りの書籍や著者の作品をどこにいて
も読むことができます。
Google Playより、新作、ベストセラー、将来
有望な著者、無料書籍など、数百万もの書籍
の中から選ぶことができます。

（Playムー
ビー＆TV）

Google Playから動画をレンタル・購入した
り、ダウンロードした動画を見たりできま
す。

（Y!mobile
menu）

Y!mobileのサービスをご紹介するアプリで
す。
パケットマイレージやパケくじや料金プラン
等の変更などもご利用いただけます。

（YouTube）

YouTubeにアップロードされているさまざま
な動画を見ることができます。

ランチャー画面利用時の操作

アイコンをホーム画面に追加する

ランチャー画面でアイコンをロングタッチ ホーム画面の追
加したい場所にドラッグ

アプリを検索する

ランチャー画面で アプリを検索 検索文字列を入力

文字を入力する

キーボードを切り替える

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、携帯電話のキーボードのようなレ
イアウトの「ケータイ配列」、パソコンのキーボードのようなレ
イアウトの「QWERTY」、ローマ字入力に特化したレイアウトの
「Godan キーボード」があります。

・キーボードを非表示にするには、 をタップします。

文字入力画面で にタッチしたままで ／ が表示され
たら離す

Google 日本語入力設定

キーボードレイアウト キーボードレイアウトの ケータイ配

列 ／ QWERTY ／ Godan キーボード

キーボードレイアウトが切り替わります。
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片手モードを設定する

片手で操作をしやすくするために、ソフトウェアキーボードのサ
イズを縮小することができます。左手モードと右手モードがあり
ます。

文字入力画面で にタッチしたままで ／ が表示さ
れたら右にフリック

左手モードの画面が表示されます。

・ ／ をタップすると、右手モード／左手モードに切り替わ
ります。

・ をタップすると、片手モードを無効にすることができま
す。

・ Google 日本語入力設定 キーボード レイアウト

片手モード からも設定することができます。詳しくは、「文

字入力の設定を行う」を参照してください。

ケータイ配列画面の見かた

文字を確定前に戻します。文字確定前は、文字を逆順に表示
します。

カーソルを左に移動します。ドラッグ／フリックした方向に
カーソルを移動します。

数字／記号一覧を表示します。

絵文字／顔文字一覧を表示します。

音声で文字を入力します。

カーソルの前の文字を削除します。ロングタッチすると文字
を連続して削除します。

カーソルを右に移動します。ドラッグ／フリックした方向に
カーソルを移動します。

スペースを入力します。文字入力中は、入力した文字を変換
します。

改行します。文字入力中は文字を確定します。入力確定後
は、検索や表示などを実行します。

文字入力モードを切り替えます（ひらがな／英字）。ロング
タッチすると入力オプションを表示します。

英字入力モードに切り替えます。文字入力中は、「゛／゜」
の入力、および大文字／小文字への変換を行います。

文字を入力します。
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QWERTY画面の見かた

文字を入力します。

数字／記号一覧を表示します。

絵文字／顔文字一覧を表示します。

音声で文字を入力します。

カーソルの前の文字を削除します。ロングタッチすると文字
を連続して削除します。

改行します。文字入力中は文字を確定します。入力確定後
は、検索や表示などを実行します。

文字入力モードを切り替えます（ひらがな／英字）。ロング
タッチすると入力オプションを表示します。

英字入力モードに切り替えます。文字入力中は、「？」を入
力します。

スペースを入力します。文字入力中は、入力した文字を変換
します。

カーソルを右／左に移動します。ドラッグ／フリックした方
向にカーソルを移動します。

文字種（文字入力モード）を切り替える

文字入力画面で

文字入力モードが切り替わります。

・ をタップするたびに、英字入力モード（ ）／ひらがな入力

モード（ ）が切り替わります。

ひらがなを入力する（ケータイ配列）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字入力モードがひらがな入力モード（ ）になっていることを
確認

（4回） （2回） （1回） （2

回）

文字が入力されます。

・同じキーに配列された文字を続けて入力するときは、最初の文字

の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力します。
・キーをロングタッチしたときに表示されるキー入力ガイドを利用

して文字を入力することもできます。詳しくは「フリック入力に
ついて」を参照してください。
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ひらがなを入力する（QWERTY）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字入力モードがひらがな入力モード（ ）になっていることを
確認

文字が入力されます。

漢字を入力する

ケータイ配列で、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

文字入力モードがひらがな入力モード（ ）になっていることを
確認

文字入力画面で、「けいたい」と入力

変換候補が表示されます。

・同じキーに配列された文字を続けて入力するときは、最初の文字

の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力します。
・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がキー

ボードの上部（変換候補エリア）に表示されます。
・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。

携帯

「携帯」が入力されます。

・変換確定後に変換前の状態に戻すには、 をタップします。
・入力したひらがなに該当する変換候補だけを表示する場合は、ひ

らがなを入力後に をタップします。続けて をタップする
と、ほかの変換候補が表示されます。
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カタカナを入力する

ケータイ配列で、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

文字入力モードがひらがな入力モード（ ）になっていることを
確認

文字入力画面で、「けいたい」と入力

変換候補が表示されます。

・同じキーに配列された文字を続けて入力するときは、最初の文字

の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力します。
・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がキー

ボードの上部（変換候補エリア）に表示されます。
・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。

ケイタイ

「ケイタイ」が入力されます。

・変換確定後に変換前の状態に戻すには、 をタップします。
・入力したひらがなに該当する変換候補だけを表示する場合は、ひ

らがなを入力後に をタップします。続けて をタップする
と、ほかの変換候補が表示されます。

英字を入力する

ケータイ配列で、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

文字入力モードが英字入力モード（ ）になっていることを確認

（2回） （2回） （3回） （1

回） （1回） （3回）

「keitai」が入力されます。

・同じキーに配列された文字を続けて入力するときは、最初の文字

の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力します。
・小文字と大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと を

タップします。
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数字／記号／絵文字／顔文字を入力する

文字入力画面で ／

／ ／ ／

数字／記号／絵文字／顔文字キーボードが表示されます。

数字／記号／絵文字／顔文字をタップ

数字／記号／絵文字／顔文字が入力されます。

・画面を左右にフリックすると、隠れている文字が表示されます。
・数字／記号／絵文字／顔文字キーボードで ／ をタップす

ると、数字／記号／絵文字／顔文字入力が終了します。

フリック入力について

ケータイ配列で入力するとき、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。キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されま
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」行の「け」をフリック入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で を右にフリック

フリックした方向の文字が入力されます。

・「か」を入力するときは、 を1回タップします。
・フリック入力時のキー入力ガイド表示の有効／無効を設定できま

す。詳しくは、「文字入力の設定を行う」を参照してください。
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文字を切り取り／コピーして貼り付ける

ケータイ配列での修正方法を例に説明します。

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ

／ をドラッグして文字列を選択

選択した文字列がハイライト表示されます。

・文字列をすべて選択する場合は、 すべて選択 と操作し

ます。

切り取り ／ コピー

貼り付ける位置をタップ 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。

・ をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は次のとお
りです。

項目 説明

キーボードレイ
アウト

・キーボードレイアウト
キーボードのレイアウトを設定できます。
・12キー レイアウトの入力スタイル
入力方法（ケータイ打ち／フリック入力）を
設定できます。
・QWERTY モード
英字入力時は常にQWERTYキーボードを使う
よう設定できます。
・スライド入力の感度
フリック入力時の感度を設定できます。
・片手モード
右手モード／左手モードを切り替え、キー
ボードを左右どちらかに寄せることができま
す。
・キーボードの高さ
キーボードの高さを設定できます。
・横表示固有の設定の使用
横画面時に、縦画面時の設定を利用するかど
うかを設定できます。

テーマ キーボードのデザインを変更できます。

入力

・キー操作バイブ
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。
・キー操作バイブの強さ
キー操作バイブの強さ（振動時間）を設定で
きます。
・キー操作音
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。
・キー操作の音量
キー操作音の音量を設定できます。
・キー押下時にポップアップ
キーをロングタッチしたとき、入力ガイドを
表示するかどうかを設定できます。
・キーの長押し時間
キーがロングタッチされたと判定されるまで
の時間を設定できます。
・全画面モード
文字入力欄を全画面で表示するかどうかを設
定できます。
・ハードウェア キーボードの設定
ハードウェア キーボードの種類を設定できま
す。
・音声入力ボタンを表示
音声入力ボタンをキーボードに表示するかど
うかを設定できます。
・言語切り替えキーを表示
言語切り替えキーをキーボードに表示するか
どうかを設定できます。
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変換

・半角スペースの使用
ひらがな入力時も半角スペースを使うかどう
かを設定できます。
・自動かな修飾変換
濁点、半濁点、小文字化を省略しても自動的
に補って変換するよう設定できます。
・自動修正
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。
・シークレット モード
一時的に学習機能、予測変換機能や辞書機能
を無効化するかどうかを設定できます。
・絵文字プロバイダの選択
絵文字を使う際の事業者を設定できます。
・学習機能
入力した語句を学習させるかどうかを設定で
きます。
・履歴の消去
辞書や予測入力の履歴を消去できます。

辞書ツール ユーザー辞書に単語を登録できます。

単語リストの
アップデート

・単語リストのアップデートを有効にする
単語リストを定期的に更新するかどうかを設
定できます。
・従量制のネットワークでのダウンロードを
許可する
従量制のネットワークでも単語リストをダウ
ンロードするかどうかを設定できます。
・電池使用時のダウンロードを許可する
電池使用時でも単語リストをダウンロードす
るかどうかを設定できます。

その他

・使用統計情報を送信する
Googleのサーバーに利用統計を送信するかど
うかを設定できます。
・アプリアイコンを表示
ランチャー画面にアイコンを表示するかどう
かを設定できます。

文字入力画面で にタッチしたままで ／ が表示され
たら離す

Google 日本語入力設定

各項目を設定

文字入力の設定が完了します。
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暗証番号について

暗証番号について

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
合などに必要な番号です。

・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
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。

・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。

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名 説明

着信転送サー
ビス

圏外時や電話を受けられないとき、あらかじ
め指定した電話番号へ転送します。

留守番電話サー
ビス

圏外時や電話を受けられないとき、留守番電
話センターで伝言をお預かりします。

割込通話1
通話中にかかってきた電話を受けることがで
きます。

発信者番号通知
お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
しないようにしたりできます。

VoLTEサービス 音声通話にLTEを利用できます。

1　別途お申し込みが必要です。
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着信転送サービスを利用する

ホーム画面で （アプリ） （電話）

設定

通話 着信転送

着信転送設定画面が表示されます。

常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不在着信時 ／ 着信不能時

転送先の電話番号を入力 ONにする

着信転送サービスが設定されます。
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留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で （アプリ） （電話）

設定

通話 着信転送

着信転送設定画面が表示されます。

常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不在着信時 ／ 着信不能時

留守番電話センターの電話番号「09066517000」を入力 ON

にする

留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表

示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの 1件の

ボイスメール をタップして、音声ガイダンスの指示に従ってくだ

さい。
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割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

ホーム画面で （アプリ） （電話）

設定

通話 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

通話中着信 （ 表示）

割込通話が設定されます。

・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を
上へドラッグして通話を開始できます。

発信者番号通知を利用する

ホーム画面で （アプリ） （電話）

設定

通話 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

発信者番号 ネットワークのデフォルト ／ 番号を非通知

／ 番号を通知

発信者番号通知が設定されます。
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VoLTE／VoLTE（HD+）を利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システ
ムです。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話
や呼び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります。また
VoLTE（HD+）は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな
音質の通話がご利用いただけます。

・VoLTE／VoLTE（HD+）はそれぞれ、ソフトバンク／ワイモバイ
ルのVoLTE対応機、VoLTE（HD+）対応機との間で利用できま
す。また、本機／相手機共に、SoftBank 4G LTE（FDD LTE）
サービスエリア内にいること、「VoLTE」が有効であること、お
よび「4G（推奨）」に設定されていることのすべてを満たすこと
が必要です。

・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

VoLTE／VoLTE（HD+）を利用しないよう
にする

ホーム画面で （アプリ） （設定） ネット

ワークとインターネット モバイルネットワーク 4G

LTE拡張モード （ 表示）

・ 4G LTE拡張モード をタップするたびに、オン（ ）／オ

フ（ ）が切り替わります。

VoLTE／VoLTE（HD+）利用時のご注意

VoLTE／VoLTE（HD+）は4Gサービスを利用します。本機の4G
サービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE／
VoLTE（HD+）が利用できないときは、次の操作で4Gサービス

が有効（ 表示）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で （アプリ） （設定） ネット

ワークとインターネット モバイルネットワーク 優

先ネットワークタイプ 4G（推奨） （ 表示）
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Y!mobile メールについて

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。
Y!mobile メールアドレス（@yahoo.ne.jp）に加え、SMS／MMS、
Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利
用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがより
スムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

アップデートによるアプリ変更について

Y!mobile メールアプリの利用方法や画面イメージはアプリの
アップデートにより変更になる可能性があります。詳しくは、ワ
イモバイルのホームページを参照してください。
・ホームページ http://www.ymobile.jp/service/ymobile/

mail/

Y!mobile メールで管理できるアカウント一
覧

項目 詳細

Y!mobile メー
ル

Y!mobileで提供しているメールサービスで
す。
自宅のパソコンからでも、本機と同じよう
に送受信することができます。ドメインは＠
yahoo.ne.jpです。他社のメールフィルタ等で
は、携帯電話・PHSと扱われます。

MMS

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応
機器とも送受信できるメールです。SMSより
長いメッセージ、画像や動画などを添付して
送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッ
セージ（全角70文字まで）の送受信ができま
す。
お申し込み不要ですぐに利用できます。

Gmail
GmailはGoogleのウェブメールサービスです。
ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同
期することができます。

eメール
会社や自宅のパソコンなどで送受信しているe
メール（POP3／IMAP4）を、本機でも同じよ
うに送受信することができます。

パソコンからeメール送受信内容を確認する

本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同
期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合
は受信内容のみ）を確認できます。

eメールについて

eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があ
ります。

Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサー
ビスを利用することができます。

Y!mobile メールアドレスを利用する

Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定
を行います。

・Y!mobile メールアドレスをお持ちでない場合 （かんたん設
定）から作成できます。

ホーム画面で （アプリ） （メール）

Y!mobile メールの利用開始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。

メール表示方法について

Y!mobile メールの設定中に、メールの表示方法を「会話型」と
「リスト型」から選択できます。また、表示方法はあとから切り
替えることができます。詳しくは、「会話型表示／リスト型表示
について」を参照してください。

Y!mobile メールアドレスを追加する

メールBOX画面で 設定 Y!mobile メールでログ

インしていません Y!mobile メールでログイン 画面

に従って操作

http://www.ymobile.jp/service/ymobile/mail/
http://www.ymobile.jp/service/ymobile/mail/
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アカウントの切り替えについて

登録している複数のメールアカウントを切り替えることができま
す。

アカウントを切り替える

メールBOX画面で

設定中のメールアカウントをタップ

変更したいアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

会話型表示／リスト型表示について

メールの表示方法には、会話型表示とリスト型表示の2種類がありま
す。

会話型表示とリスト型表示を切り替える

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定

アカウントをタップ
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表示方法

会話型 ／ リスト型 決定

表示が切り替わります。

会話型表示について

会話型表示では、宛先ごとに送受信したメールをまとめて表示しま
す。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、
1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されま
す。

送受信した相手のスレッド

送受信したメール内容

本文入力欄

リスト型表示について

リスト型表示では、「受信箱」や「送信済み」、作成したサブフォ
ルダーなどに分けてメールを保存します。

Y!mobile メールを会話型表示で利用
する

メールを送信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

宛先選択画面が表示されます。

送信する宛先を選択 決定

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。
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本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

・件名を削除するときは、 をタップし、 件名を削除 をタップ

すると件名を削除できます。

Y!mobile メールが送信されます。

・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。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコン
が表示されます。

通知を2回タップ

メール送受信画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにド
ラッグ／フリックして通知パネルを開きます。通知をタップする
と新着メールが表示されます。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「Y!mobile メールの設
定」を参照してください。

手動でメールを受信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。

・メールBOX画面で下向きにドラッグ／フリックしても新着メール
の確認ができます。

メールを返信する

メール送受信画面で本文を入力

メールが送信されます。

・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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Y!mobile メールを確認する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録

メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、 電話帳登

録済み をタップします。

・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、 指定

ドメイン をタップします。

・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、 未登録 を

タップします。

宛先グループ（相手）をタップ

メール送受信画面が表示されます。

メールをタップ 詳細

メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について

未読メール件数

アイコン 説明

送信に失敗したメールあり

メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で お知らせ

このアプリについて確認する

メールBOX画面で このアプリについて

・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に
従って操作してください。

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で ヘルプ・お問い合わせ

宛先グループ名を編集する

メールBOX画面で 宛先グループ名の編集 編集す

る宛先グループ名の グループ名を入力 決定

宛先グループを削除する

メールBOX画面で 宛先グループの削除 削除する

宛先グループの 削除

・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
・削除したメールは元に戻せません。
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メール送受信画面について

送信メール

受信メール

アイコン 説明

送信に失敗したメール

添付ファイルあり。タップすると添付ファイ
ルの保存ができます。

メール送受信画面利用時の操作

宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。
・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

添付ファイルを保存する

メール送受信画面で ファイル名をタップ 画像を保

存 ／ ファイルを保存

・添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画
像の保存画面が表示されます。

・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数で
す。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをタップ 削除 削除

・削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更する

メール送受信画面で 宛先を変更 宛先を選択

決定

・宛先は複数選択することができます。

宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で 宛先を選択

この宛先に送信

電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に
登録する

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で

宛先を選択 既存の連絡先に追加 ／ 新規連絡先を作

成 画面に従って操作

メール詳細画面について

件名／差出人／宛先／送受信日時など

本文
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ファイルを添付する

Y!mobile メール作成中に ファイルを添付

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。

Y!mobile メールをリスト型表示で利
用する

メールを送信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

新規メール作成画面が表示されます。

宛先選択画面が表示されます。

・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

送信する宛先を選択 決定

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。
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本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

Y!mobile メールが送信されます。

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコン
が表示されます。

通知を2回タップ

受信箱画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにド
ラッグ／フリックして通知パネルを開きます。通知をタップする
と新着メールが表示されます。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「Y!mobile メールの設
定」を参照してください。

手動でメールを受信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。

・受信箱画面で下向きにドラッグ／フリックしても新着メールの確
認ができます。
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メールを返信する

受信箱画面でメールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

返信 ／ 全員に返信 ／ 引用返信 ／ 全員に引用返信

・転送するときは、 転送 をタップします。

本文入力欄をタップ 本文を入力

メールが送信されます。

Y!mobile メールを確認する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

受信箱

受信箱画面が表示されます。

・未送信のメールを確認するときは、 下書き をタップします。

・送信したメールを確認するときは、 送信済み をタップします。

・削除したメールを確認するときは、 ゴミ箱 をタップします。

・ 個人フォルダー 個人フォルダーを追加 をタップすると、

フォルダーを作成できます。画面に従って操作してください。

メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。
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受信箱画面について

差出人／件名／受信日時など

アイコン 説明

添付ファイルあり

受信箱画面利用時の操作

メールを既読／未読にする

受信箱画面でメールの （ 表示） 既読

／ 未読

メールを移動する

受信箱画面でメールの （ 表示） 移動

移動先のフォルダーをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの （ 表示）

メール詳細画面について

差出人／宛先／件名／送受信日時など

本文

添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができ
ます。

メール詳細画面利用時の操作

会話型表示に切り替える

メール詳細画面で 会話型で見る

・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で 添付ファイル ファイル名をタップ

画像を保存 ／ ファイルを保存

・添付画像のときは、メール詳細画面で画像をタップしても画像
の保存画面が表示されます。

・ 添付ファイル の横に表示される数字は、添付されているファ

イルの数です。

メールを移動する

メール詳細画面で 移動 移動先のフォルダーを

タップ

メールを削除する

メール詳細画面で 削除
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ファイルを添付する

Y!mobile メール作成中に

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。

Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。

アカウント共通設定の操作

メールアカウントを追加する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 アカウントの追加 画面に従って操作

文字の大きさを変更する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 文字の大きさ 小 ／ 中 ／ 大 ／

特大 に をドラッグ

会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 会話型で見るボタンを表示する

・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタ
ンを表示／非表示にできます。

・ 会話型で見るボタンを表示する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 会話型で送信確認をする

・ 会話型で送信確認をする をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追
加するかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 転送の文頭に「>」を追加する

・ 転送の文頭に「>」を追加する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

Y!mobile メールの設定

設定できる項目は次のとおりです。

・設定しているメールアカウントによって表示される項目は異なり
ます。

項目 詳細

ログアウト
設定中のメールアカウントからログアウトし
ます。

表示方法 会話型表示とリスト型表示を切り替えます。

カラーテーマ 背景色などに利用される色を設定します。

通知の表示方法 通知の表示方法を設定します。

電話帳登録済み
電話帳に登録済みの相手からメールを受信し
たときの通知方法を設定します。
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指定ドメイン
指定ドメインに登録した相手からメールを受
信したときの通知方法を設定します。

未登録
電話帳に未登録の相手からメールを受信した
ときの通知方法を設定します。

指定ドメイン受
信設定

指定ドメインのメールBOXで受け取るドメイ
ンを指定します。

フィルター設
定1

受信するメールを自動で指定したフォルダー
に振り分ける設定をします。

署名1 署名を設定します。

迷惑メールの
受信

迷惑メールとして判定されたメールを受信す
るかどうかを設定します。

海外からのアク
セス制限

海外からのメールソフトによるアクセスを制
限するかどうかを設定します。

アカウントの別
表示

Y!mobile メールと連携しているYahoo!メール
を個別に表示させるかどうかを設定します。

1　表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定

設定画面が表示されます。

アカウントをタップ 各項目を設定

設定が反映されます。

MMS／SMSを会話型表示で利用する

MMSを送信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。
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電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録

送信する宛先を選択 決定

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。

本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

MMSが送信されます。

・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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SMSを送信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・SMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

SMS

SMSに切り替わります。

電話帳登録済み ／ 未登録

宛先選択画面が表示されます。

送信する宛先をタップ

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。

本文を入力
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SMSが送信されます。

・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。

新着のMMS／SMSを確認する

新着のMMS／SMSを受信すると、新着メッセージの通知と、通知ア
イコンが表示されます。

通知を2回タップ

メール送受信画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにド
ラッグ／フリックして通知パネルを開きます。通知をタップする
と新着メールが表示されます。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「MMSの設定」「SMS
の設定」を参照してください。

MMSメッセージについて

MMSのメッセージが表示されない場合は、 設定

MMS MMSメールアドレスの確認 を行ってください。

手動でMMSを受信する

SMSは手動で受信できません。すべて自動で受信されます。

ホーム画面で （アプリ） （メール）

メール問い合わせ

手動でMMSを受信します。

・メールBOX画面で下向きにドラッグ／フリックしても新着のMMS
を確認できます。

MMSを返信する

メール送受信画面で本文を入力

MMSが送信されます。

・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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SMSを返信する

メール送受信画面で本文を入力

SMSが送信されます。

・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。

MMSを確認する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。
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電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録

メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、 電話帳登

録済み をタップします。

・指摘ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、 指定

ドメイン をタップします。

・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、 未登録 を

タップします。

宛先グループ（相手）をタップ

メール送受信画面が表示されます。

メールをタップ 詳細

メール詳細画面が表示されます。

SMSを確認する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・SMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

SMS

SMSに切り替わります。
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電話帳登録済み ／ 未登録

メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、 電話帳登

録済み をタップします。

・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、 未登録 を

タップします。

宛先をタップ

メール送受信画面が表示されます。

メールをタップ 詳細

メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について

未読メール件数

アイコン 説明

送信に失敗したメールあり

メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で お知らせ

このアプリについて確認する

メールBOX画面で このアプリについて

・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に
従って操作してください。

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で ヘルプ・お問い合わせ

宛先グループ名を編集する（MMS）

メールBOX画面で 宛先グループ名の編集 編集す

る宛先グループ名の グループ名を入力 決定

宛先グループ／会話を削除する

メールBOX画面で 宛先グループの削除 ／ 会話の削

除 削除する宛先グループ／会話の 削除

・選択した宛先グループ／会話内のメールがすべて削除されま
す。

・削除したメールは元に戻せません。
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メール送受信画面について

送信メール

受信メール

アイコン 説明

送信に失敗したメール

添付ファイルあり。タップすると添付ファイ
ルの保存ができます。SMSの場合は表示され
ません。

メール送受信画面利用時の操作

宛先グループに選択されている宛先を確認する
（MMS）

メール送受信画面で 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。
・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

宛先を確認する（SMS）

メール送受信画面で 宛先を選択

宛先の電話番号が表示されます。

添付ファイルを保存する（MMS）

メール送受信画面で ファイル名をタップ 画像を保

存 ／ ファイルを保存

・添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画
像の保存画面が表示されます。

・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数で
す。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをタップ 削除 削除

・削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更する（MMS）

メール送受信画面で 宛先を変更 宛先を選択

決定

・宛先は複数選択することができます。

宛先グループから個人に送信する（MMS）

宛先グループのメール送受信画面で 宛先を選択

この宛先に送信

電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に
登録する（MMS）

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で

宛先を選択 既存の連絡先に追加 ／ 新規連絡先を作

成 画面に従って操作
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メール詳細画面について

件名1／差出人／宛先／送受信日時など

本文

1　SMSの場合は表示されません。

ファイルを添付する

MMS作成中に ファイルを添付

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。
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MMSをリスト型表示で利用する

MMSを送信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。

受信箱 ／ 下書き ／ 送信済み ／ ゴミ箱

新規メール作成画面が表示されます。

・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

送信する宛先を選択 決定

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。
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件名／本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

MMSが送信されます。

新着のMMSを確認する

新着のMMSを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコン
が表示されます。

通知を2回タップ

受信箱画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにド
ラッグ／フリックして通知パネルを開きます。通知をタップする
と新着メールが表示されます。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「MMSの設定」を参照
してください。

MMSメッセージについて

MMSのメッセージが表示されない場合は、 設定

MMS MMSメールアドレスの確認 を行ってください。

手動でMMSを受信する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。

・受信箱画面で下向きにドラッグ／フリックしても新着のMMSを確
認できます。
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MMSを返信する

受信箱画面でメールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

返信 ／ 全員に返信 ／ 引用返信 ／ 全員に引用返信

・転送するときは、 転送 をタップします。

本文入力欄をタップ 本文を入力

MMSが送信されます。

MMSを確認する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。
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受信箱

受信箱画面が表示されます。

・未送信のメールを確認するときは、 下書き をタップします。

・送信したメールを確認するときは、 送信済み をタップします。

・削除したメールを確認するときは、 ゴミ箱 をタップします。

・ 個人フォルダー 個人フォルダーを追加 を選択すると、

フォルダーを作成できます。画面に従って操作してください。

メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

受信箱画面について

差出人／件名／受信日時など

アイコン 説明

添付ファイルあり

受信箱画面利用時の操作

メールを既読／未読にする

受信箱画面でメールの （ 表示） 既読

／ 未読

メールを移動する

受信箱画面でメールの （ 表示） 移動

移動するフォルダーをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの （ 表示）
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メール詳細画面について

件名／差出人／宛先／送受信日時など

本文

添付ファイルあり。タップすると添付ファイルの保存ができ
ます。

メール詳細画面利用時の操作

会話型表示に切り替える

メール詳細画面で 会話型で見る

・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で 添付ファイル ファイル名をタップ

画像を保存 ／ ファイルを保存

・添付画像のときは、メール詳細画面で画像をタップしても画像
の保存画面が表示されます。

・ 添付ファイル の横に表示される数字は、添付されているファ

イルの数です。

メールを移動する

メール詳細画面で 移動 移動するフォルダーを

タップ

メールを削除する

メール詳細画面で 削除

ファイルを添付する

MMS作成中に

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。
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MMS／SMS設定

MMS／SMSに関する設定を行います。

アカウント共通設定の操作

文字の大きさを変更する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 文字の大きさ 小 ／ 中 ／ 大 ／

特大 に をドラッグ

会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 会話型で見るボタンを表示する

・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタ
ンを表示／非表示にできます。

・ 会話型で見るボタンを表示する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 会話型で送信確認をする

・ 会話型で送信確認をする をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追
加するかどうかを設定する

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定 転送の文頭に「>」を追加する

・ 転送の文頭に「>」を追加する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細

表示方法 会話型表示とリスト型表示を切り替えます。

カラーテーマ 背景色などに利用される色を設定します。

通知の表示方法 通知の表示方法を設定します。

電話帳登録済み
電話帳に登録済みの相手からメールを受信し
たときの通知方法を設定します。

指定ドメイン
指定ドメインに登録した相手からメールを受
信したときの通知方法を設定します。

未登録
電話帳に未登録の相手からメールを受信した
ときの通知方法を設定します。

指定ドメイン受
信設定

指定ドメインのメールBOXで受け取るドメイ
ンを指定します。

フィルター設
定1

受信するメールを自動で指定したフォルダー
に振り分ける設定をします。

署名1 署名を設定します。

MMSメールア
ドレスの確認

MMSメールアドレスを確認します。

MMSの引継ぎ MMSデータを引継ぎます。

メール
（MMS）を
バックアップ

メールデータをバックアップします。

1　表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定

MMS 各項目を設定

設定が反映されます。
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SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細

カラーテーマ 背景色などに利用される色を設定します。

通知の表示方法 通知の表示方法を設定します。

電話帳登録済み
電話帳に登録済みの相手からメールを受信し
たときの通知方法を設定します。

未登録
電話帳に未登録の相手からメールを受信した
ときの通知方法を設定します。

SMSの引継ぎ
本体に保存されているSMSデータを引継ぎま
す。

ホーム画面で （アプリ） （メール）

設定

SMS 各項目を設定

設定が反映されます。
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写真／動画を撮る

写真／動画撮影について

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEG／RAW（撮影モードが「プロ」の場
合）です。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

写真／動画の保存先について

撮った写真／動画は、お買い上げ時は本機（本体メモリ）に保存
されます。SDカードを取り付けると、写真の保存先をSDカード
に変更できます。
・SDカードを取り付けて、はじめてカメラを起動したときは、写

真の保存先を変更するかどうかの確認画面が表示されます。SD

カードに変更する場合は 変更 を、本体メモリのままの場合

は キャンセル をタップします。

・カメラ起動中であれば、保存先をいつでも変更できます。保存
先の変更については、「カメラ機能を設定する」を参照してく
ださい。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画を撮るこ
とができません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないようご注意くだ
さい。内部のカラーフィルターが変色し、画像が変色することが
あります。

撮るときは

レンズに指や髪がかからないようにご注意ください。また、動
画を撮るときはマイクを指などでおおわないようにご注意くださ
い。

写真／動画撮影に関するご注意

著作権・肖像権について

本機で撮影／録音したものは、個人で楽しむなどの場合を除き、
著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像
や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合
があります。
撮ったものをウェブページなどで公開する際は、著作権や肖像権
に十分ご注意ください。

プライバシーについて

写真／動画の撮影や共有を行う際は、プライバシーなどにご配慮
ください。
本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為を行う場合、
法律、条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがありま
す。

位置情報について

お買い上げ時は、カメラで撮った写真に位置情報を記録するよう
に設定されています。写真を共有する場合はご注意ください。
位置情報を記録しない場合は、次の操作でカメラの設定を変更し
ます。

写真／動画撮影画面で 設定 Geo-tag写真 （

表示）

フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フ
ラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてくださ
い。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力
低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

ホーム画面で （アプリ） （カメラ）

写真撮影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。

・ロック画面で を左にフリックすると、カメラをクイック起動
できます。

・ を2回押してもカメラを起動できます。
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カメラを被写体に向ける ピントを合わせる場所をタップ

フォーカス枠が表示されます。

・タップした場所にピントを合わせます。ピントが合うと、フォー
カス枠が緑色に変わって消えます。

シャッター音が鳴り、写真が保存されます。

・ をロングタッチすると連続撮影できます。

写真撮影時の操作

ズームを利用する

写真撮影画面をピンチ

・ピンチイン／ピンチアウトでズームを操作します。
・音量大／小キーの操作でもズームを利用できます。音量大／小

キーの操作は、「ボリュームボタンオプション」により異なり
ます。詳しくは、「カメラ機能を設定する」を参照してくださ
い。

露出補正する

ピント合わせ中に を上下にドラッグ

露出が補正されます。
・ロングタッチすると、AE（オート露出）／AF（オートフォー

カス）をロックします。もう一度タップするとロックを解除し
ます。

撮影機能を切り替える

写真撮影画面で

機能選択メニューが表示されます。
・ ／ をタップすると、写真撮影モード／動画撮影モードを

切り替えます。
・ ／ をタップすると、メインカメラ／正面カメラを切り替

えます。
・フラッシュ、HDR機能を設定したり、タイマー切り替えや撮影

画面にグリッドを表示したりできます。
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動画を撮る

ホーム画面で （アプリ） （カメラ）

写真撮影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。

・ロック画面で を左にフリックすると、カメラをクイック起動
できます。

・ を2回押してもカメラを起動できます。

動画撮影画面が表示されます。

カメラを被写体に向ける ピントを合わせる場所をタップ

フォーカス枠が表示されます。

・タップした場所にピントを合わせます。ピントが合うと、フォー
カス枠が緑色に変わって消えます。

動画の撮影が開始されます。

撮影を終了するときは

動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

動画撮影時の操作

ズームを利用する

動画撮影画面をピンチ

・ピンチイン／ピンチアウトでズームを操作します。
・録画マイクの音量を調節することもできます。
・音量大／小キーの操作でもズームを利用できます。音量大／小

キーの操作は、「ボリュームボタンオプション」により異なり
ます。詳しくは、「カメラ機能を設定する」を参照してくださ
い。

露出補正する

ピント合わせ中に を上下にドラッグ

露出が補正されます。
・ロングタッチすると、AE（オート露出）／AF（オートフォー

カス）をロックします。もう一度タップするとロックを解除し
ます。
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撮影機能を切り替える

写真撮影画面で

機能選択メニューが表示されます。
・ ／ をタップすると、写真撮影モード／動画撮影モードを

切り替えます。
・ ／ をタップすると、メインカメラ／正面カメラを切り替

えます。
・フラッシュを設定したり、撮影画面にグリッドを表示したりで

きます。

録画を一時停止／再開する

動画撮影画面で （一時停止）／ （再開）

撮影画面の見かた

設定項目 説明

メニューボ
タン

撮影に関する設定を変更します。詳しくは、
「カメラ機能を設定する」を参照してくださ
い。

フォーカス
枠／露出補正

タップした場所にピントを合わせます。ピン
ト合わせ中に露出を補正できます。

フラッシュ
ボタン

フラッシュを設定します。

HDRボタン1 HDR機能を設定します。

タイマーボ
タン1

タイマーを設定します。

グリッド表
示ボタン

撮影画面にグリッドを表示します。

フォトボタ
ン

タップすると、撮った写真／動画が表示され
ます。

カメラ切り
替えボタン

メインカメラ／正面カメラを切り替えます。

モード切り
替えボタン

写真撮影モード／動画撮影モードを切り替え
ます。

シャッター
ボタン

写真／動画を撮影します。撮影モードによっ
てシャッターボタンのアイコンが切り替わり
ます。

1　写真撮影モードで表示されます。

撮影画面（プロ）の見かた

設定項目 説明

シーンセレ
クト

撮影シーンに適した設定で撮ることができま
す。

ホワイトバ
ランス

周囲の光源に合わせて色合いを調節します。

露出補正 露出を補正できます。

ISO
ISO感度を選択できます。数字が大きいほど、
暗い場所でも明るく、手振れを軽減して撮る
ことができますが、画像は粗くなります。

シャッター
スピード

シャッタースピードを選択できます。

フォーカス
モード

被写体との距離に応じてフォーカスモードを

選択できます。 AUTO にすると自動的にピ

ントを合わせます。被写体に近づいて撮る

ときは 寄りに、遠くの被写体を撮るとき

は 寄りに調整します。

撮影機能をカスタム設定する

プロで設定した撮影機能をカスタム設定として3件まで保存でき

ます。保存したカスタム設定は シーンセレクト から呼び出す

ことができます。

撮影機能を設定したら 保存先を選択 保存
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カメラを設定する

撮影モードを切り替える

撮影環境や被写体に合わせて、撮影モードを切り替えることができ
ます。

設定項目 説明

カメラ 写真を撮ります。

パノラマ

パノラマ写真を撮ります。 をタップし、本

機を水平に動かし、もう一度 をタップして
撮ります。撮影画面に表示される、カメラの
傾き（赤線）と水平線（白線）が重なるよう
にして撮ります。

プロ

撮影機能を細かく設定して、RAW形式の写真
を撮ります。
撮影機能について詳しくは、「撮影画面（プ
ロ）の見かた」を参照してください。

ビデオ 動画を撮ります。

ハイパーラプス 低速度で動画を撮ります。

スローモーショ
ン

スローモーションの動画を撮ります。

自分撮り 正面カメラで写真を撮ります。

自分撮りパノ
ラマ

正面カメラでパノラマ写真を撮ります。 を
タップし、カメラを左右にゆっくり回転させ
て撮ります。

自撮りビデオ 正面カメラで動画を撮ります。

ホーム画面で （アプリ） （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

撮影モード切り替え画面が表示されます。

撮影モードの種類をタップ

撮影モードが切り替わります。
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撮影機能を設定する

撮影機能の設定を変更します。設定できる項目は撮影モードにより
異なります。

設定項目 説明

フォーマット
プロモード撮影時のファイル形式を設定しま
す。

メイク 肌をきれいに撮るかどうかを設定します。

解像度 写真の解像度を設定します。

ワイド
自分撮りパノラマモードで撮る際の画角サイ
ズを設定します。

品質 動画のサイズを設定します。

ハイレゾ録音
動画撮影時に、周囲の音を全方位マイクで録
音するか、高精細サウンドで録音するかを設
定します。

ホーム画面で （アプリ） （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

撮影モードの種類をタップ

撮影モードが切り替わります。

選択した撮影モードに対応するメニューが、撮影モードの下に
表示されます。

設定項目をタップ 各項目を設定

設定が反映されます。

・設定項目をタップすることで設定できる場合もあります。
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カメラ機能を設定する

カメラの設定を変更します。設定できる項目は撮影モードにより異
なります。

設定項目 説明

タッチして自動
露出

画面をタップしたときに自動的に露出補正を
行うかどうかを設定します。

Geo-tag写真
写真に詳細な撮影場所を示す位置情報を付け
るかどうかを設定します。

笑顔自動シャッ
ター

笑顔を検出したときに自動的に撮るかどうか
を設定します。

オートセルフィ
キャプチャ

被写体の静止または笑顔を検出したときに自
動的に撮るかどうかを設定します。

音声シャッター
「アクション」と言ったときに自動的に動画
を撮るかどうかを設定します。

タッチして
シャッター

画面をタップすると撮れるようにするかどう
かを設定します（全面シャッター）。

ミラー自撮りを
保存

自分撮りモード／自撮りビデオモードで撮る
際に、左右反転した画像を保存するかどうか
を設定します。

ボリュームボタ
ンオプション

音量大／小キーを押したときの操作を選択し
ます。

ストレージ 撮った写真／動画の保存先を選択します。

初期設定にリ
セット

カメラの設定を初期状態に戻します。

ホーム画面で （アプリ） （カメラ）

写真撮影画面が表示されます。

設定

設定画面が表示されます。

設定項目をタップ 各項目を設定

設定が反映されます。
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緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地
方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッ
セージでお知らせします。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で 設定

緊急速報メールを受信する （ 表示）

緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる
エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合
があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を
受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー
ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ
ん。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなること
があります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに通知アイコンとメッセージが表示され、緊急地震
速報／津波警報、災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータ
でお知らせします。

・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

緊急速報メールをタップ

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

ホーム画面で （アプリ） （緊急速報メール）

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。
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おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケッ
ト代わりに利用できます。

おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を
用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。不足している場合は充電し
てください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにか
ざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてくださ
い。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてく
ださい。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取
れないことがあります。

おサイフケータイ®ご利用時の警告

故障や修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失・変化な
どで生じたいかなる損害にも、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。

利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準
備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせ
ください。

ホーム画面で （アプリ） （おサイフケータイ）

おサイフケータイ®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。

おサイフケータイをはじめる 画面の指示に従って操作

初期設定が完了します。

サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライター（読み取り機）にかざし
て読み取りを行います。

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

読み取りが完了します。

・リーダー／ライターの音や表示などで、読み取りが完了したこと
を確認してください。
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利用禁止にする

ホーム画面で （アプリ） （おサイフケータイ）

おサイフケータイ®画面が表示されます。

NFC／おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

NFC／おサイフケータイロック （ 表示）

NFC／おサイフケータイ®ロックが設定されます。

・はじめて設定するときは、操作用暗証番号を入力する必要があり
ます。

おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

NFC／おサイフケータイ®設定画面で NFC／おサイフケータイ

ロック 操作用暗証番号を入力 OK （ 表示）

メールリモートロックを設定する

本機の紛失・盗難時にメールを利用しておサイフケータイ®を
ロックできるように設定します。

NFC／おサイフケータイ®設定画面で NFC／おサイフケータイ

リモートロック設定 操作用暗証番号を入力 OK

有効にする （ 表示） 登録メールアドレス1 ／

登録メールアドレス2 入力方法を選択 画面の指示に

従ってメールアドレスを入力 OK 保存 OK

登録したメールアドレスにリモートロックの実行方法と解
除方法のメールが送信されます。
・ 有効にする をタップするたびに、有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。

メールリモートロックのヘルプを表示する

NFC／おサイフケータイ®設定画面で NFC／おサイフケータイ

リモートロック設定 操作用暗証番号を入力 OK

ヘルプ
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エッジセンスを利用する

エッジセンスを設定すると、本機のエッジセンス部を握ってカメラ
やGoogleアプリを起動したり、写真や動画を撮ったりできます。

エッジセンスのセットアップを行う

はじめてエッジセンスを起動したときは、エッジセンスのセット
アップを行います。

ホーム画面で （アプリ） （設定）

エッジセンス

エッジセンスのセットアップ画面が表示されます。

今すぐセットアップ 画面の指示に従って操作

エッジセンスのセットアップが完了します。

エッジセンスの設定を行う

エッジセンス部の感度や検知状況の通知など、エッジセンスに関す
る設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

握る動作をカス
タマイズする

エッジセンス部を握ったときに起動するアプ
リを設定します。

握る圧力レベル
の調整

握る動作の圧力レベルを設定します。

詳細モードを有
効にする

握る動作の長さごとに起動するアプリを切り
替えるかどうかを設定します。

短く握る動作
をカスタマイズ
する

エッジセンス部を短く握ったときに起動する
アプリを設定します。

長く握る動作
をカスタマイズ
する

エッジセンス部を長く握ったときに起動する
アプリを設定します。

握る圧力レベル
の調整

詳細モードでの握る動作の圧力レベルを設定
します。

キーボード
キーボード表示時に、握る動作で音声認識を
有効にするかどうかを設定します。

カメラ
カメラ起動時に、握る動作で写真を撮るかど
うかを設定します。

時計
アラーム鳴動時に、握る動作でスヌーズを利
用するかどうかを設定します。

電話
電話着信時に、握る動作で電話を受けるかど
うかを設定します。

アプリ内オプ
ションを追加

エッジセンス部を握ったときのアプリごとの
機能を設定します。

ホーム画面で （アプリ） （設定）
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エッジセンス

エッジセンス設定画面が表示されます。

・エッジセンス設定をOFFにするときは、 をタップします

（ 表示）。

各項目を設定

設定が完了します。
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トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄
りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡くださ
い。

こんなときは

Q. フリーズ／動作が不安定

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたと
きは、強制的に再起動できます。

音量大キーと音量小キーを押しながら （12秒以上
長押し）

・ と の点滅が終了し、画面が消灯したあとに指を
離すと、本機が再起動されます。

Q. 新たにアプリをインストールして以後、動作が不安定

A. 新たにインストールしたアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリをアンインストールしてください。次
の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

（長押し） 電源を切る をロングタッチ

・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモー
ド」と表示されます。

・セーフモードで再起動すると、通常の状態で電源を入れる
ことができます。

・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバック
アップをとることをおすすめします。

・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェッ
トが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解
除されていることを確認してください。

ホーム画面で （アプリ） （設定） ネッ

トワークとインターネット 機内モード （ 表

示）

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通
信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で （アプリ） （設定） ネッ

トワークとインターネット データ使用量 モバ

イルデータ （ 表示）

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作
で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で （アプリ） （設定） ネッ

トワークとインターネット モバイルネットワーク

アクセスポイント名 初期設定にリセッ

ト

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱
い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗
します。

A. フラッシュライトを頻繁に点灯する操作や音を出す機能／操
作、外部機器との通信などを頻繁に行ったり、ディスプレイ
を明るくしたり、点灯時間を長く設定したりすると、本機の
使用可能時間は短くなります。無駄な電池の消費が気になる
ときは、省電力モードを利用してください。

Q. アプリがインストールできない

A. 本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインス
トールができません。次の操作で空き容量を確認してくださ
い。

ホーム画面で （アプリ） （設定） スト

レージ

A. 本機に対応していないアプリは、インストールできません。

Q. アプリが起動しない

A. アプリの初回起動時、アクセス権限などを設定します。許可
するように設定していない場合はアプリを起動できません。
次の操作でアクセス権限を設定してください。

ホーム画面で （アプリ） （設定） アプ

リと通知 アプリ情報 アプリをタップ 権

限 許可されていない項目をタップ（ 表示）

Q. 画面ロックが解除できない

A. 本機が動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたと
きは、強制的に再起動できます。

音量大キーと音量小キーを押しながら （12秒以上
長押し）

・ と の点滅が終了し、画面が消灯したあとに指を
離すと、本機が再起動されます。

A. 指紋認証が5回連続して認識されなかった場合は、指紋認証
ができなくなります。30秒経過してから再度指紋認証を行
うか、設定した画面ロック解除方法を入力してください。
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仕様

本体

項目 説明

質量 約142g

連続通話時間1
約1220分（3G）
約1360分（4G：LTE）

連続待受時間2

約317時間（3G）
約325時間（4G：AXGP網）
約237時間（4G：FDD-LTE網）

充電時間 ACアダプタ［ZSCAZY］3：約110分

サイズ（幅×高
さ×奥行）

約73×149×8.1mm

最大出力
0.22W（3Gモード）
0.20W（4Gモード：AXGP網）
0.20W（4Gモード：FDD-LTE網）

通信速度4

4G LTE：下り最大350Mbps／上り最大
37.5Mbps
4G［TDD-LTE（AXGP）］：下り最大
214Mbps／上り最大13Mbps
3G：下り最大21Mbps／上り最大5.7Mbps

1　連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が正常に受信でき
る静止状態から算出した平均的な計算値です。

2　連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や操作をせず、
電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値で
す。また使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況など
により、ご利用時間が変動することがあります。

3　Y!mobile Selection USB Type-C 急速充電ACアダプタ（Y1-
AC17-TCQC）

4　4G LTE、AXGPにおける理論値であり、実際の通信速度を保証
するものではありません。通信環境や混雑状況により、通信速度
が変化する可能性があります。また、ご利用地域によって最大通
信速度が異なります。

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本機の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を
逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきま
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。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変
化する場合がありますので、大切な連絡先などは控えをとってお
かれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機
に登録したデータ（連絡先／画像／サウンドなど）や設定した内
容が消失／変化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。

分解・改造について

本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。ま
た、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意
ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのワイモバイルショップまたはお問
い合わせ先へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状
態をお聞かせください。

・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる

場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイル
ショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。
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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。

ワイモバイル カスタマーセンター

・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）が必要になります。

・ホームページ http://ymobile.jp/

総合窓口（受付時間：午前9時から午後8時
まで）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151（有料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151
（有料）

各種お手続き（受付時間：24時間）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116（無料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156
（無料）

海外から（受付時間：午前9時から午後8時
まで（日本時間））

+81-4-4382-0800（有料）

http://ymobile.jp/
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※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。

機種名：X2
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