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各部の名前とはたらき

本体について

名称 説明

受話口 通話相手の声が聞こえます。

ディスプレ
イ

各種画面を表示します。

明るさセン
サー

周囲の明るさを検知するためのセンサーで
す。

気圧調節穴
性能を保つための穴です。シールなどを貼り
付けないでください。

タッチエリ
ア

タッチポインターをONにしているときに指で
触れてタッチパッドのように操作できます。

送話口 自分の声を通話相手に伝えます。

名称 説明

着信／充電
LED

充電中や電話／メールの着信、その他の通知
が届くと光ってお知らせします。

サブディス
プレイ

時計や電話／メールの着信などの通知マーク
を表示します。

外部接続端
子

ACアダプタなどを接続します。

充電端子
（卓上ホルダー
用）

卓上ホルダーでの充電時に接続します。

スピーカー
音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえま
す。

通信用内蔵
アンテナ

通話時、インターネット利用時などに使用し
ます。感度に影響しますので、シールなどを
貼ったり手で覆ったりしないでください。

撮影ライト
／簡易ライト

撮影時などにライトを点灯します。また、懐
中電灯のように利用できます。

カメラ フォトやムービーを撮影します。

ストラップ
ホール

ストラップを取り付けるための穴です。

電池カバー
USIMカードやSDカード、電池パックの取り付
け／取り外し時に取り外します。

赤外線ポー
ト

赤外線通信時に利用します。
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ポジションについて

クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてくだ
さい。

オープンポジション

開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にし
てください。

待受画面でのボタンのはたらき

ボタン
（名称）

説明

（マル
チガイド上ボタ
ン）

待受画面の項目選択カーソルを表示

（マル
チガイド左ボタ
ン）

着信履歴を表示

（メー
ルボタン）

メールメニューを表示、メール作成画面を表
示（長押し）

（テレ
ビ／文字ボタ
ン）

テレビを起動、簡易ライトを点灯（長押し）

（マル
チガイド下ボタ
ン）

電話帳一覧を表示、電話帳の新規登録（長押
し）

（開
始ボタン）

すぐリンクを起動、ダミー着信を起動（長押
し）1

～
（ダイヤルボタ
ン）

電話番号入力、すぐ文字を起動1、電話帳検索
（長押し）

（ ボタン）

「 」を入力、すぐ文字を起動1、国際アク
セス番号を入力（長押し）

（通
知ボタン）

通知パネルを表示、設定パネルを表示（長押
し）

（ア
プリボタン）

アプリ一覧を表示、「カスタマイズキー」で
設定したアプリを起動（長押し）1

（セン
ターボタン）

メインメニューを表示、クローズポジション

時の （サイドボタン）操作のロック
／解除（長押し）

（マル
チガイド右ボタ
ン）

発信履歴を表示

（ブラ
ウザボタン）

ブラウザを起動、ブラウザメニューを表示
（長押し）

（サイドボタ
ン）

マナーモードメニューの起動、マナーモード
の設定／解除（長押し）

（カメ
ラボタン）

カメラ（ムービー）を起動、データフォルダ
を起動（長押し）
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（ク
リア／バックボ
タン）

簡易留守録リストを表示、簡易留守録のON／
OFF（長押し）

（電
源／終了ボタ
ン）

待受画面の情報の表示／非表示、電源OFFの
確認画面を表示（長押し）

（＃
ボタン）

すぐ文字を起動1、Bluetooth®のON／OFF
（長押し）

（履
歴ボタン）

アプリ履歴を表示

1　設定が有効のときに動作します。

マルチガイドボタンの表記について

ユーザーガイドではマルチガイドボタンを、次のように表記して
います。
・ または を押すとき：
・ または を押すとき：
・ のいずれかを押すとき：

クローズポジションでのボタンのはたらき

名称 説明

（サイドボタ
ン）

サブディスプレイを表示、マナーモードの設
定／解除（長押し）

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録されているIC
カードです。

USIMカードのお取り扱い

・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属してい
る説明書を参照してください。

・USIM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。

・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
・IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

IC（金属）部分

USIMカード利用時のご注意

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。
・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失

された場合は、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。

・他社製品のICカードリーダーなどにUSIM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。

・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、バック
アップ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。

・USIM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。

・USIM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。

・解約などの際は、当社にご返却ください。
・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のため

リサイクルされます。
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USIMカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

電池カバーを取り外す

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持
ち上げるようにして取り外してください。

電池パックを取り外す

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてくださ
い。

USIMカードスロットカバーのロックを解除する

・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向に
カチッと音がするまで動かしてロックを解除します。

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカ
バーに取り付ける

・切り欠きの位置に注意してください。

USIMカードスロットカバーをロックする

・USIMカードスロットカバーを の方向に倒し、指の腹で の
方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

電池パックを取り付ける

・電池パックと本機の金属端子が合うように の方向に差し込ん

でから、 の方向にはめ込みます。

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向
へ押す

電池カバーの外周を の方向になぞり、 の方向にしっかり
押さえ、完全に装着させる
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USIMカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

電池カバーを取り外す

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持
ち上げるようにして取り外してください。

電池パックを取り外す

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてくださ
い。

USIMカードスロットカバーのロックを解除する

・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向に
カチッと音がするまで動かしてロックを解除します。

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる

USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカ
バーから取り外す

USIMカードスロットカバーをロックする

・USIMカードスロットカバーを の方向に倒し、指の腹で の
方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

電池パックを取り付ける

・電池パックと本機の金属端子が合うように の方向に差し込ん

でから、 の方向にはめ込みます。

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向
へ押す

電池カバーの外周を の方向になぞり、 の方向にしっかり
押さえ、完全に装着させる

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、
アプリなどが制限されることがあります。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、ワイモバイルホームページをご
確認ください。
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本体メモリ／SDカードを利用する

本機は最大32GB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。
また、システムデータやアプリケーション、撮影したフォトやムー
ビーなどのデータを保存する場所として、本体メモリが利用できま
す。

本体メモリ／SDカード利用時のご注意

本体メモリ／SDカードの登録内容について

本体メモリ／SDカードの登録内容は、事故、故障、修理、機種
変更などの際や、その他の取り扱いなどによって、消失または
変化してしまうことがあります。大切なデータは定期的にバック
アップをとっておかれる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。
・SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでくださ

い。
・端子面に手や金属で触れないでください。
・データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ら

ないでください。
・データの消去や上書きなどにご注意ください。

microSDHCカードについて

本機は、SDHC規格のSDカード（microSDHCカード）に対応して
います。microSDHCカードは、SDHC規格対応機器でのみご使用
いただけます。

保存先について

お買い上げ時、本機で撮影したフォトやムービーなどのデータ
は、本体メモリに保存されるように設定されています。

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。

SDカードを取り付ける

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。
お買い上げ時、SDカードスロットカバーには保護カードが取り付け
られています。本機にSDカードを取り付けるときは、事前に保護
カードを取り外してください。
金具のがたつきによる音の発生防止のため、SDカードを使用しない
ときは、本機に保護カードを取り付けてご使用ください。

・保護カードはSDカードの未使用時に取り付けるものですが、未装
着による本機への悪影響はありませんのでご安心ください。

電池カバーを取り外す

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持
ち上げるようにして取り外してください。

電池パックを取り外す

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてくださ
い。

SDカードスロットカバーのロックを解除する

・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカ
チッと音がするまで動かしてロックを解除します。

矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーに
取り付ける

・差し込む向きに注意してください。
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SDカードスロットカバーをロックする

・SDカードスロットカバーを の方向に倒し、指の腹で の方
向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

電池パックを取り付ける

・電池パックと本機の金属端子が合うように の方向に差し込ん

でから、 の方向にはめ込みます。

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向
へ押す

電池カバーの外周を の方向になぞり、 の方向にしっかり
押さえ、完全に装着させる

SDカードを取り外す

必ず本機の電源を切ったあとで行ってください。

電池カバーを取り外す

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持
ち上げるようにして取り外してください。

電池パックを取り外す

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてくださ
い。

SDカードスロットカバーのロックを解除する

・SDカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向にカ
チッと音がするまで動かしてロックを解除します。

矢印の方向にSDカードスロットカバーを持ち上げる

SDカードを矢印の方向にスライドさせ、SDカードスロットカバーか
ら取り外す
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SDカードスロットカバーをロックする

・SDカードスロットカバーを の方向に倒し、指の腹で の方
向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

電池パックを取り付ける

・電池パックと本機の金属端子が合うように の方向に差し込ん

でから、 の方向にはめ込みます。

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向
へ押す

電池カバーの外周を の方向になぞり、 の方向にしっかり
押さえ、完全に装着させる

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォー
マット（初期化）してください。

・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま
す。SDカードをフォーマットするときは、ご注意ください。

・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された
状態で行ってください。

・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SD
カードを取り付ける」を参照してください。

設定 その他の設定

ストレージ

SDカード内データを消去

SDカード内データを消去
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すべて消去

SDカード内のデータがすべて消去されます。

・画面ロックが「ロックNo.」「パスワード」の場合は、ロックNo.
／パスワード入力画面が表示されます。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて

本機は、リチウムイオン電池を使用しています。

リサイクルについて

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リサイ
クルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマーク
のあるお店で行っています。

電池パックについてのご注意

保管について

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下
の保管をしないようにご注意ください（目安として、電池残量が
40%程度での保管をおすすめします）。
・フル充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管
・電池残量がない状態（本機の電源が入らないほど消費している

状態）での保管

電池パックの膨れについて

電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パッ
クが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

電池パックの交換について

電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極
端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求
めください。
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電池パックを取り付ける

電池カバーを取り外す

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持
ち上げるようにして取り外してください。

電池パックを取り付ける

・電池パックと本機の金属端子が合うように の方向に差し込ん

でから、 の方向にはめ込みます。

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向
へ押す

電池カバーの外周を の方向になぞり、 の方向にしっかり
押さえ、完全に装着させる

電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

電池カバーを取り外す

・電池カバーのくぼみに指先をかけて、矢印の方向へゆっくりと持
ち上げるようにして取り外してください。

電池パックを取り外す

・電池パックの下側を矢印の方向へゆっくりと持ち上げてくださ
い。

電池カバーと本機を合わせるように置き、電池カバーを矢印の方向
へ押す

電池カバーの外周を の方向になぞり、 の方向にしっかり
押さえ、完全に装着させる
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電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

着信／充電 LEDについて

充電中は、着信／充電 LEDが赤色に点灯し、充電が完了する
と、消灯します。
・充電中に着信／充電 LEDが点滅しているときは、充電器の異常

か、電池パックの異常か寿命のため、充電が正しく行われてい
ません。このときは、使用している充電器などが指定品である
か確認してください。すべて指定品であるときは、最寄りのワ
イモバイルショップまたは「お問い合わせ先」へご相談くださ
い。

充電時のご注意

防水について

オプション品のACアダプタ、卓上ホルダーは、防水対応してい
ません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプ
ラグを絶対に接続しないでください。
本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプ
ラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水
道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、
感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・
やけどなどの原因となります。

コード類の取り扱いについて

コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線
の原因となります。

海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、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。

ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品（別売）をお使いください。
ここでは、ACアダプタ［AC03-MU-K］を使用して充電する方法を
例に説明します。

・ACアダプタ［AC03-MU-K］の取扱説明書を参照してください。
・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグ

を絶対に接続しないでください。

本機の外部接続端子キャップを開いて、ACアダプタのmicroUSBプ
ラグを差し込む

・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子
が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく
確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

充電が始まり、着信／充電 LEDが点灯します。

・充電が完了すると、着信／充電 LEDが消灯します。

充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSB
プラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから
抜き、プラグを元の状態に戻す

外部接続端子キャップを閉じる

矢印の方向になぞり、外部接続端子キャップが浮いていることのな
いよう確実に閉じる
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卓上ホルダーで充電する

卓上ホルダー／ACアダプタはオプション品（別売）をお使いくださ
い。
ここでは、卓上ホルダー［KYEAJ1］とACアダプタ［AC03-MU-K］
を使用して充電する方法を例に説明します。

・卓上ホルダー［KYEAJ1］／ACアダプタ［AC03-MU-K］の取扱説
明書を参照してください。

・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、
microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けないでくだ
さい。

ACアダプタのmicroUSBプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込
む

・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続
端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きを
よく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

本機を卓上ホルダーに取り付ける

充電が始まり、着信／充電 LEDが点灯します。

・ の方向に差し込んでから、 の方向に「カチッ」と音がする
まで押し下げます。

・充電が完了すると、着信／充電 LEDが消灯します。

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプ
ラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを取り
外す
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電源を入れる／切る

電源を入れる

画面に「KYOCERA」と表示されるまで、 （長押し）

電源が入り、しばらくすると待受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。

電源を切る

（長押し）

はい

電源が切れます。

ほかの携帯電話からデータを取り込む

赤外線通信でデータを受信する

本機と送信側の機器を近づけ、お互いの赤外線ポートがまっすぐに
向き合うようにしてください。

・受信するデータの種類によっては、操作が異なることがありま
す。

ツール 赤外線

赤外線画面が表示されます。

本機と送信側の赤外線ポートを合わせる 受信

赤外線受信待機中画面が表示されます。

相手機器でデータ送信の操作を実行

データが受信されます。

・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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メールデータの赤外線受信について

メールデータ（.vmg）を赤外線受信すると データフォルダ

ファイルマネージャー IrDA フォルダに保存されま

す。
メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場
所に保存してからインポートの操作を行ってください。インポー
トについて詳しくは、「メール／SMSデータをインポートする」
を参照してください。
・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/

Inbox.BCK
・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent

Messages/Sent Messages.BCK
・下書き／未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/

Mail/Drafts/Drafts.BCK

Bluetooth®を利用可能にする

設定 その他の設定 Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

Bluetooth （ 表示）

Bluetooth®機能が有効になります。

・Bluetooth®機能を無効にするときは、 Bluetooth （解

除）を押します（ 表示）。

Bluetooth®接続時の操作

ほかの機器から本機を検索できるようにする

Bluetooth®設定画面で 公開設定 （ 表示）

・ 公開設定 を押すたびに、選択（ ）／解除（ ）

が切り替わります。
・ Bluetooth がONのときに設定できます。

Bluetooth®機器を再検索する

Bluetooth®設定画面で （メニュー） 更新

ほかの機器に表示される本機の名称を設定する

Bluetooth®設定画面で （メニュー） この端末の名前

を変更 名前を入力 名前を変更

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・絵文字を入力すると、名前を変更できないときがあります。

Bluetooth®で受信したファイルを表示する

Bluetooth®設定画面で （メニュー） 受信済みファイ

ルを表示
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Bluetooth®で電話帳を全件受信する

Bluetooth®設定画面で （メニュー） 電話帳全件受信

こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードを設定していませんか。Bluetooth®機能を
ONにした状態で機内モードを設定すると、いったん、
Bluetooth®機能はOFFになります。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）しま
す。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できま
す。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能をONにしたうえで、ペア設定
するBluetooth®機器を本機で検出できる状態にしておいてくださ
い。

設定 その他の設定 Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示され、「使用可能な機器」欄に、近
くにあるBluetooth®機器が表示されます。

・目的の機器が表示されないときは、 （メニュー） 更新

と操作し、再検索をしてください。

ペア設定する機器を選択 画面に従って機器を認証

Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハ
ンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

・認証方法は、機器によって異なります。認証パスキーの入力が必
要な場合があります。

・認証パスキーとは、本機と接続する機器とを認証し合うための任
意の数字（1～16桁）または文字、記号のことです。

・同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが
表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表
示されていることをご確認ください。

・登録（ペア設定）済みの機器は、「ペアリングされた機器」欄に
表示されます。

ペア設定時の操作

ペア設定している機器の名前を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択

（編集） 名前を選択 名前を入力 名前を

変更

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・絵文字を入力すると、名前を変更できない場合があります。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択

（編集） 切断

・ Bluetooth がONのときに設定できます。



21
準

備
／

基
礎

知
識

DIGNO
® ケ

ー
タ

イ
 502KC

ペア設定している機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定している機器を選択

（編集） 使用目的を選択 （ 表示）

・使用目的を選択 を押すたびに選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・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。
・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・各サービスに対応している機器とペア設定したときに設定でき
ます。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

設定 その他の設定 Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

・「ペアリングされた機器」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表
示されます。

接続する機器を選択 （接続） 接続

選択した機器と接続されます。

相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続され
ます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機をほ
かの機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してく
ださい。接続要求を受けたあとは、画面に従って操作してくださ
い。
・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。

接続しているハンズフリー機器などを切断
する

Bluetooth®設定画面で接続済みの機器を選択 （切

断） OK

Bluetooth®でデータを受信する

ペア設定している機器からデータが送信されると、データの受信要
求を受信します。本機で次の操作を行うと、データを受信できま
す。

通知パネルが表示されます。

通知を選択

はい

データが受信されます。

受信完了後、 通知を選択
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読み込むデータを選択

画面に従って操作

データが登録されます。

・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。

Bluetooth®通信で電話帳を受信する

Bluetooth®画面で （メニュー） 電話帳全件受信

機器を選択 はい

画面の見かた

待受画面

待受画面は次のようなしくみになっています。待受画面の設定で、
ウィジェットやアプリを貼り付けることもできます。

ステータスバー

日付／時刻

ウィジェット／アプリ1

1　待受画面の設定をすると、貼り付けることができます。

インフォメーション

不在着信や新着メールなどがあるときに本機を開くと、待受画面の
下部にインフォメーションが表示されます。

・お知らせ内容（「新着メール」など）と件数が表示されます。

お知らせ内容を選択し、 を押すと、内容を確認できます。

／ を押すとインフォメーションを非表示にします。

画面自動消灯について

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が
消灯します。

・消灯した画面を点灯するときは、いずれかのボタン（通話中

は 以外）を押します。

バックライトについて

画面が自動消灯する前にバックライトが消えて、画面表示が暗く
なります。
・画面が見えづらいときは、いずれかのボタンを押すとバックラ

イトが点灯します。押したボタンの動作が行われますので、ご
注意ください。
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画面上部（ステータスバー）のマーク
の見かた

画面上部のステータスバーには、新着メールなどをお知らせする通
知マークや、本機の状態を示すステータスマークが表示されます。

ステータスバーの見かた

お知らせや警告などを表示（通知マーク）

本機の状態などを表示（ステータスマーク）

おもな通知マーク

ステータスバーの左から表示されるマークには、次のようなものが
あります。

マーク 意味

緊急速報メール受信

着信中／発信中／通話中／保留中

不在着信あり

簡易留守録あり

新着伝言メッセージあり

新着メール／SMSあり

新着PCメールあり

アラーム動作中

カレンダーの通知あり

テレビ視聴予約動作中

データのダウンロード

Bluetooth®によるデータ受信要求

SDカードマウント解除

SDカード準備中

撮影したスクリーンショットあり

スクリーンショット失敗

エコモード制御中

隠れた通知あり

ブラウザ保護有効

迷惑電話の発着信ブロックあり
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おもなステータスマーク

ステータスバーの右から表示されるマークには、次のようなものが
あります。

マーク 意味

電池レベル

充電中

電波レベル

圏外

SIMカード未挿入

データ通信可（4G）

機内モード設定中

Bluetooth®利用可能

マナーモード設定中

サイレントモード設定中

ドライブモード設定中

オリジナルモード設定中

簡易留守録設定中

通話を「スピーカー」に設定中

通話のマイクを「OFF」に設定中

アラーム設定中

電話帳のシークレット一時表示中

メールのシークレット一時表示中

電話帳とメールのシークレット一時表示中

タッチポインターOFF

タッチポインターON

着信音量０

位置測位中

ローミング中

本機の状態やお知らせを確認する（通
知／設定パネル）

通知／設定パネルでは、通知の確認や機能の設定ができます。

通知パネルを利用する

通知パネルが表示されます。

で通知を選択

通知の詳細が表示されます。

・以降は画面に従って操作してください。
・通知パネルを閉じるときは、 ／ ／ を押しま

す。

通知パネル利用時の操作

通知を1件削除する

通知パネルで削除する通知を選択 （メニュー） 1

件削除 はい

通知をすべて削除する

通知パネルで （メニュー） 全件削除 はい
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設定パネルを利用する

設定パネルを利用すると、機内モードやBluetooth®などのON／
OFF、マナーモードの設定ができます。

・詳細に設定を変更するときは、待受画面で 設定 と操作

してください。

（長押し）

設定パネルが表示されます。

・ と操作しても設定パネルを表示できます。

機内モード ／ Bluetooth ／ エコモード ／ 位置情報 （

表示）

各機能が有効になります。

・機能を無効にするには、各機能を選択 （ 表示）と操作
します。

・ マナーモード を選択したときは、マナーモードの種類を選択

し を押します。
・設定パネルを閉じるときは ／ ／ を押します。

設定項目を並び替える

設定パネルで設定項目を選択 （並び替え） 移動先

を選択

サブディスプレイについて

サブディスプレイを利用して、クローズポジションのまま、電波状
態や電池残量などの本機の状態や時間、不在着信、新着メールのお
知らせなどの通知を確認できます。音声着信時、メール受信時など
に各種情報を表示します。

サブディスプレイを利用する

クローズポジション時に （サイドボタン）を押すとサブ
ディスプレイが点灯します。

・ 日付と時刻 で24時間表示をOFFにしているときは、時計の右側

にAM／PMが表示されます。

サブディスプレイのマークの見かた

サブディスプレイに表示されるマークには、次のようなものがあり
ます。

マーク 意味

電波レベル

データ通信可（4G）

機内モード

圏外／SIMカード未挿入

電池レベル

充電中

マナーモード設定中

サイレントモード設定中

ドライブモード設定中

オリジナルモード設定中

不在着信あり

新着メール／SMSあり

メール／SMS送信失敗

緊急速報通知
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サブディスプレイの情報表示について

音声着信やメールなどの通知があると、サブディスプレイに情報が
表示されます。表示される情報は次のようなものがあります。

表示 説明

登録名
電話帳に登録された相手からの電話／メール
／SMSのとき

電話番号
電話帳に登録されていない相手からの電話／
SMSのとき

メールアドレス
電話帳に登録されていない相手からのメール
のとき

「着信中」
壁紙・ディスプレイ設定の 相手表示 が無効

で着信したとき／ダミー着信中

「メール　受信
しました」

壁紙・ディスプレイ設定の 相手表示 が無効

でメール、SMSを受信したとき

「簡易留守録応
答」

簡易留守録応答中

「緊急速報メー
ル　受信しまし
た」

緊急速報が届いたとき

「マナーモー
ドに設定しまし
た」／「サイレ
ントに設定しま
した」／「ドラ
イブに設定しま
した」／「オリ
ジナルに設定し
ました」

マナーモード／サイレントモード／ドライブ
モード／オリジナルモードを設定したとき

「マナーモー
ドを解除しまし
た」

マナーモード／サイレントモード／ドライブ
モード／オリジナルモードを解除したとき

時間　アラーム
名／用件

アラーム／タイマーが鳴動しているとき

「LINE」
　メッセージ
情報

LINEが届いたとき

「充電して下さ
い」

電池残量が少なくなったとき

「キーロック中
　操作できませ
ん」

クローズポジション時の （サイドボ

タン）操作のロック中に （サイドボ
タン）を長押ししたとき

「メール　サー
バーにメールが
あります」

メールサーバーにメールがあるとき

「テレビ　予約
お知らせ」

テレビ視聴予約の機能が動作しているとき

暗証番号／操作用暗証番号について

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。操作用
暗証番号は本機の操作で登録、変更できます。

暗証番号 説明

操作用暗証番号
セキュリティに関わるアプリケーションや機
能を利用するときに使用する暗証番号です。
お買い上げ時は設定されていません。

ロックNo.／パ
スワード

画面ロックの解除を行うときに使用する暗証
番号です。お買い上げ時は設定されていませ
ん。

暗証番号
ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、
オプションサービスを一般電話から操作する
ときに使用します。

暗証番号未登録のまま利用すると

暗証番号が必要なアプリケーションや機能を利用するとき、暗証
番号登録の画面や暗証番号登録が必要である旨のメッセージが表
示されます。

暗証番号についてのご注意

暗証番号、画面ロック解除に設定したロックNo.／パスワード
は、メモに控えておくなどして、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。
また、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。
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操作用暗証番号を設定する

4～8桁の英数字を設定できます。

設定 ロック・セキュリティ 操作用暗証番号設

定

・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。

登録する操作用暗証番号を入力

再度登録する操作用暗証番号を入力

操作用暗証番号が設定されます。

・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。

操作用暗証番号入力時の操作

操作用暗証番号を変更する

オールリセットや機能別ロック、各種設定での操作用暗証番号入

力画面で 操作用暗証番号変更 画面に従って操作

・操作用暗証番号には、現在の操作用暗証番号の入力が必要で
す。

操作用暗証番号をリセットする

設定 オールリセット 携帯端末をリセッ

ト 操作用暗証番号リセット OK 画面に従って

操作

・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。
My SoftBank認証はMy Y!mobileのホームページから設定でき
ます。
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PINコードについて

PINコードとUSIMカードロック

USIMカードロックを設定すると、本機の電源を入れたとき、PIN
コード（USIMカード用の暗証番号）を入力しないと本機が使用でき
なくなります。第三者の無断使用を防ぐために有効です。

・USIMカードロックは、PINコードを有効にすることで設定されま
す。

・USIMカードお買い上げ時、PINコードは「9999」に設定されてい
ます（変更することもできます）。

PINコード入力時のご注意

PINコードを操作するときや、USIMカードロック設定時に電源を
入れたときは、PINコードの入力が必要になります。
・PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態となりま

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、ワイモバイルショッ
プにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。

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
態で電源を入れたとき、PINコード（USIMカード用の暗証番号）を
入力しないと本機が使用できなくなります。

設定 ロック・セキュリティ セキュリティ

PIN認証

PIN認証画面が表示されます。

SIMカードをロック PINコードを入力 （確定）（

表示）

PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

USIMカードロックを解除する

PIN認証画面で SIMカードをロック PINコードを入力

（確定）（ 表示）

電源を入れたときの操作

USIMカードロック設定時に電源を入れると、PINコード入力画面が
表示されます。次の操作を行うと、本機が使用できます。

PINコードを入力 （確定）

本機が使用できるようになります。
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PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えま
す。詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照してください。

設定 ロック・セキュリティ セキュリティ

PIN認証

USIMカードロック設定画面が表示されます。

PINコードの変更 現在のPINコードを入力 （確定）

新しいPINコードを入力 （確定） 新しいPINコー

ドを再度入力 （確定）

PINコードが変更されます。
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