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各部の名前とはたらき

本体について

名称 説明

空気抜き穴
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。

ディスプレ
イ

各種画面を表示します。

受話口 通話相手の声が聞こえます。

タッチエリ
ア

タッチクルーザーEX利用時に指で触れてタッ
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。

外部接続端
子

ACアダプタなどを接続します。

名称 説明

お知らせラ
ンプ

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。

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。

ストラップ
取り付け穴

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。

スピーカー
音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえま
す。

赤外線ポー
ト

赤外線通信時に利用します。

カメラ 静止画や動画を撮影します。

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。
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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）

発信履歴を表示

（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）

（お気に
入り／文字ボタ
ン）

お気に入りリストを表示

（マル
チガイド下ボタ
ン）

電話帳を表示

（開
始ボタン）

ダイヤル画面を表示

（ ボタン）

「 」を入力、アプリ起動制限のON／OFF
を切り替え（長押し）

（履
歴／ベール
ビューボタン）

履歴一覧を表示、のぞき見防止のON／OFFを
切り替え（長押し）

～
（ダイヤルボタ
ン）

電話番号入力／クイックオペレーション、各
ボタンに対応した機能を起動（長押し）1

（セン
ターボタン）

メインメニューを表示

（マル
チガイド右ボタ
ン）

着信履歴を表示

（ブラウ
ザボタン）

ホームページを表示、ブラウザメニューを表
示（長押し）

（カメ
ラ／テレビボタ
ン）

カメラを起動、テレビを起動（長押し）

（ク
リア／バックボ
タン）

簡易留守録リストを表示、簡易留守録を設定
（長押し）
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（電
源／終了ボタ
ン）

待受画面の情報の表示／非表示、電源ON／電
源OFFまたは再起動（長押し）、機内モード
などの設定表示（長押し）

（＃
ボタン）

「#」を入力、マナーモード設定／解除（長押
し）

（マ
ナーボタン）

マナーモード切り替えメニューを表示、マ
ナーモード設定／解除（長押し）

1　詳しくは、「ボタンを長押しして機能を呼び出す」を参照してく
ださい。

名称 説明

（サ
イドボタン）

・クローズポジション
サブディスプレイ点灯、マナーモードON／
OFF（長押し）
・オープンポジション
かんたん発信を起動（長押し）

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.....

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

・電池カバーの中央部を押さえながら（ ）、凹部（〇の位置）

に指先をかけて、矢印の方向（ ）にひいて取り外してくださ
い。

・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、
指で少しずつ電池カバーを浮かせ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

・突起部（〇の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り
外してください。

USIMトレイを引き出す

・USIMトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破
損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平
に引き抜いてください。

USIMカードをUSIMトレイに取り付ける

・USIMカードの向き（切り欠き部分／IC（金属）部分を上）に注意
して、ゆっくりと取り付けます。

USIMカード挿入口（下段）に、USIMトレイを差し込む

・USIMトレイを無理に差し込むと破損の原因となります。取り付
けの際はUSIMカード挿入口の位置をよく確認し、USIMトレイの
端を軽く押さえ、先端を軽く浮かせながら、奥までまっすぐに、
ゆっくりと差し込んでください。

電池パックを取り付ける

・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

電池カバーを取り付ける

・電池カバーを本体に合わせて置き、〇の位置をしっかりと押し
て、本体との間にすき間がないことを確認してください。
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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

・電池カバーの中央部を押さえながら（ ）、凹部（〇の位置）

に指先をかけて、矢印の方向（ ）にひいて取り外してくださ
い。

・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、
指で少しずつ電池カバーを浮かせ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

・突起部（〇の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り
外してください。

USIMトレイを引き出す

・USIMトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると、破
損の原因となります。USIMトレイに指をかけて、ゆっくりと水平
に引き抜いてください。

USIMカードを取り外す

・取り外したUSIMカードは、紛失しないようご注意ください。

USIMカード挿入口（下段）に、USIMトレイを差し込む

・USIMトレイを無理に差し込むと破損の原因となります。取り付
けの際はUSIMカード挿入口の位置をよく確認し、USIMトレイの
端を軽く押さえ、先端を軽く浮かせながら、奥までまっすぐに、
ゆっくりと差し込んでください。

電池パックを取り付ける

・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

電池カバーを取り付ける

・電池カバーを本体に合わせて置き、〇の位置をしっかりと押し
て、本体との間にすき間がないことを確認してください。

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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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。

電池パックを取り付ける

電池カバーを取り外す

・電池カバーの中央部を押さえながら（ ）、凹部（〇の位置）

に指先をかけて、矢印の方向（ ）にひいて取り外してくださ
い。

・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、
指で少しずつ電池カバーを浮かせ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

・電池パックの先を合わせて、矢印の方向に取り付けてください。

電池カバーを取り付ける

・電池カバーを本体に合わせて置き、〇の位置をしっかりと押し
て、本体との間にすき間がないことを確認してください。
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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

・電池カバーの中央部を押さえながら（ ）、凹部（〇の位置）

に指先をかけて、矢印の方向（ ）にひいて取り外してくださ
い。

・取り外しにくいときは、凹部のすき間から本体の外周に沿って、
指で少しずつ電池カバーを浮かせ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

・突起部（〇の位置）に指先をかけて矢印の方向に持ち上げて取り
外してください。

電池カバーを取り付ける

・電池カバーを本体に合わせて置き、〇の位置をしっかりと押し
て、本体との間にすき間がないことを確認してください。

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。

お知らせランプについて

充電中は、お知らせランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなる
と緑色に点灯します。
充電が完了すると、消灯します。
・充電中にお知らせランプが点滅しているときは、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です。必ずオプション品（別売）のACア
ダプタ 1.0A（AC02-MU-K）［ZSDAY2］をお使いください。

・ACアダプタ 1.0A（AC02-MU-K）［ZSDAY2］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。
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本機の外部接続端子に、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、お知らせランプが点灯します。

・充電が完了すると、お知らせランプが消灯します。

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

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です。必ずオプション品
（別売）の卓上ホルダー［SHEFS1］／ACアダプタ 1.0A（AC02-
MU-K）［ZSDAY2］をお使いください。

・卓上ホルダー［SHEFS1］／ACアダプタ 1.0A（AC02-MU-K）
［ZSDAY2］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、お知らせランプが点灯します。

・矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。
・充電が完了すると、お知らせランプが消灯します。



14

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

電源を入れる／切る

電源を入れる

画面に「SHARP」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）

電源を切る

電源が切れます。
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画面の見かた

待受画面について

待受画面は次のようなしくみになっています。

ステータスバー

検索

日付／時刻

お知らせマーク
不在着信や新着メールなどがあると表示されます。

かんたん発信アイコン
表示中はかんたん発信（音声認識）で電話をかけることがで
きます。

インフォメーションについて

不在着信や新着メールなどがあると、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。

カーソルの操作について

画面内のカーソルは で操作することができます。

ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、該当するボタンを押したときに操作
できる内容を示しています。

・タッチクルーザーEX有効時も、該当するボタンを押したときと同
様に動作します。

・画面によっては、一部割り当てが変わることがあります。

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（通話中のと

きは 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。



16

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）

主な通知マーク

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／通話中

保留中

不在着信あり

新着簡易留守録あり

新着伝言メッセージあり

新着SMS／メールあり

アラーム設定中

カレンダーの通知あり

テレビ視聴中

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

カードリーダーモードでUSB接続中

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

タッチクルーザーEX有効

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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主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（3G）

データ通信可（3G）

機内モード設定中

Bluetooth®利用可能

Bluetooth®接続中

マナーモード（通常マナー）設定中

マナーモード（サイレントマナー）設定中

マナーモード（ドライブマナー）設定中

簡易留守録設定中

簡易留守録設定中（用件あり）

通話を「スピーカー」に設定中

通話のマイクを「ミュート」に設定中

アラーム設定中

漢字（ひらがな）入力時

半角英字入力時

半角数字入力時

半角カタカナ入力時

全角英字入力時

全角数字入力時

全角カタカナ入力時

区点入力時

本機の状態やお知らせを確認する（通
知パネル）

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認できます。

通知パネルを開く

ステータスバーを選択

通知パネルが表示されます。

・通知パネルを閉じるときは、 を押します。

通知／ステータスを選択

通知やステータス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） 通

知1件消去

通知を全件削除する

通知パネルで （メニュー） 通知全件消去
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電池残量の詳細を表示する

ステータスバーを選択

通知パネルが表示されます。

・ 電池 の項目に電池残量が表示されます。電池残量表示は、あく

までも目安です。

電池残量表示について

本機は、電池パックの性能劣化を軽減するように、充電を制
御しています。そのため充電が完了しても、電池残量表示は
「100％」にならないことがあります。

電池の使用状況を確認する

通知パネルで 電池

・時間経過による電池の消費量、電池を消費した機能が表示され
ます。

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。

・サブディスプレイ点灯中に （サイドボタン）を押すと表示
を切り替えることができます。

・着信やメールの通知が表示されているときは、表示の切り替えは
できません。

・ 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

電池レベル

機内モード設定中

不在着信あり（数字は件数）

新着SMS／メールあり（数字は件数）

アラーム鳴動中

スヌーズ動作中
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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
／差出人名称

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」

待受画面で 設定 壁紙・ディス

プレイ サブディスプレイ 着信相

手表示 が 表示しない に設定されていると

き

「伝言メモガイ
ダンス中」

簡易留守録のガイダンス中

「伝言メモ録音
中」

簡易留守録を録音中

「通話中」 通話中

「音声メモ録音
中」

音声メモを録音中

「保留中」 通話を保留している時

「応答保留中」 応答保留しているとき

「緊急速報」 緊急速報が届いたとき

「通常マナーを
設定しました」
／「ドライブマ
ナーを設定しま
した」／「サイ
レントマナーを
設定しました」

通常マナーモード／ドライブマナーモード／
サイレントマナーモードを設定したとき

「通常マナーを
解除しました」
／「ドライブマ
ナーを解除しま
した」／「サイ
レントマナーを
解除しました」

通常マナーモード／ドライブマナーモード／
サイレントマナーモードを解除したとき

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

暗証番号
ご契約時の4ケタの番号です。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
するときに使います。

操作用暗証番号
セキュリティや個人情報などにかかわる機能
を使用するときに必要な暗証番号です。お買
い上げ時には設定されていません。

暗証番号未登録のまま利用すると

暗証番号が必要な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ケタの番号を設定できます。

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。

OK 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 OK

操作用暗証番号が設定されます。

操作用暗証番号について

操作用暗証番号を変更するには

設定時と同様の操作を行います。ただし、現在の操作用暗証番号
の入力が必要です。

操作用暗証番号を入力する画面で、 操作用暗証番号変更

OK と操作しても変更できます。

操作用暗証番号をリセットするには

操作用暗証番号を入力する画面で 操作用暗証番号リセット

OK 画面に従って操作します。

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

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。
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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 USIMカードロッ

ク設定

USIMカードロック設定画面が表示されます。

USIM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

USIMカードロック設定中に、USIMカードロック設定画面で

USIM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 OK

本機が使用できるようになります。

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 USIMカードロッ

ク設定

USIMカードロック設定画面が表示されます。

USIM PIN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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