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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。

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
設定したホームページを表示します。お買い
上げ時はYahoo! JAPANが表示されます。

ブックマーク
ブックマークからウェブページにアクセスし
ます。

URL入力・Web
検索

URLを入力したり、検索用語を入力してウェ
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。

使ってみよう
～タッチクルー
ザーEXのスス
メ～

タッチクルーザーEXの使いかたを確認できま
す。

（長押し）

ブラウザメニュー画面が表示されます。

ホームページにアクセスする

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。
・ （長押し） ホームページ と操作してもホームページにア

クセスできます。
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閲覧履歴からアクセスする

（長押し） 履歴

履歴画面が表示されます。

履歴の種類を選択 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。

履歴利用時の操作

履歴からブックマークに登録する

履歴画面で履歴を選択 （メニュー） ブックマーク

に登録 （保存）

・履歴がブックマークに登録済みのときは ブックマークから削

除 を押すと、ブックマークから削除できます。

履歴の情報を確認する

履歴画面で履歴を選択 （メニュー） プロパティ

・タイトルやURLの確認をしたり、履歴の情報を送信することが
できます。

履歴を1件削除する

履歴画面で履歴を選択 （メニュー） 削除

履歴を全件削除する

履歴画面で （メニュー） 全件削除 はい

URL入力やWeb検索からアクセスする

（長押し） URL入力・Web検索

閲覧したいページのURL／検索する用語を入力

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。
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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

データを並び替える

ダウンロードデータ一覧画面で （メニュー） 並べ替

え 名前順 ／ 更新日順 ／ サイズ順

画面の表示方法を切り替える

ダウンロードデータ一覧画面で （メニュー） グリッ

ド表示 ／ リスト表示

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） 一件削除 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） 選択

削除 データを選択 （ 表示） （削

除） はい

・ダウンロードデータを選択時に （メニュー） 全選択

／ 全解除 と操作すると、すべてのダウンロードデータを選択

／解除できます。

データをメールや赤外線、Bluetooth®通信などで送
信する

ダウンロードデータ一覧画面でデータを選択 （メ

ニュー） 送信 メール添付 ／ 赤外線送信 ／

Bluetooth送信 ／ すべて表示 画面に従って操作

・ すべて表示 を選択した場合は、送信に使用する機能をさらに

選択します。

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。
・ブラウザ画面で （メニュー） 停止 と操作しても読み

込みを停止できます。

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。

ブックマーク一覧を利用する

ブラウザ画面で （メニュー） ブックマーク一覧

・ブックマーク一覧について詳しくは、「ブックマークからアク
セスする」を参照してください。

閲覧履歴を利用する

ブラウザ画面で （メニュー） 履歴

・履歴について詳しくは、「閲覧履歴からアクセスする」を参照
してください。

URL入力／Web検索を利用する

ブラウザ画面で （メニュー） URL入力／Web検索

・URL入力／Web検索について詳しくは、「閲覧履歴からアクセ
スする」を参照してください。

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

ブラウザ画面の画像を保存する（画像保存モード）

ブラウザ画面で （メニュー） 画像保存モード

でポインタ（ ）を移動して画像を選択

画像がダウンロードされます。
・保存できる画像にポインタをあてるとアイコンが に変わり

ます。
・ダウンロード完了後に 表示・再生 を押すと、画像

を確認できます。 ダウンロード履歴 を押すとダウン

ロードデータ一覧画面が表示されます。

ブラウザ画面の文字をコピーする（テキストコ
ピー）

ブラウザ画面で （メニュー） テキストコピー

でポインタ（ ）を移動してコピーする文章の始点を選

択 でコピー範囲を設定

・コピー範囲を設定時に （始点／終点）を押すと、操作する
カーソルの始点側／終点側を切り替えることができます。

・コピー範囲を設定時に （メニュー） 全選択 と操作す

ると、すべてのテキストを選択できます。
・コピー範囲を設定時に （メニュー） 検索 を押すと選

択している範囲のテキストをWeb検索します。

音声／動画などの再生時の音量を変更する

ブラウザ画面で ／

・ブラウザ画面で （メニュー） 音量変更 ／

／ と操作しても音量の変更ができます。
・音声／動画などの再生中のみ操作できます。

画像を拡大／縮小する

ブラウザ画面で ／

・ブラウザ画面で （メニュー） 拡大縮小 ／

／ と操作しても画像の拡大／縮小ができま
す。

・画像表示時のみ操作できます。

表示する文字のサイズを変更する

ブラウザ画面で ／

・ブラウザ画面で （メニュー） 文字サイズ変更

／ ／ と操作しても文字サイズの変更
ができます。

・ （リセット）を押すと文字サイズをリセットします。
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ホームページを表示する

ブラウザ画面で （メニュー） ホーム

ブラウザ画面のリンクの情報を確認／利用する

ブラウザ画面でリンクを含む表示／文字列を選択 （メ

ニュー） このリンク 新しいタブで開く ／ リンク

先を保存 ／ URLをコピー 画面に従って操作

表示しているブラウザ画面の情報を確認する

ブラウザ画面で （メニュー） ページ情報 項目

を選択

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。

ブラウザ操作のヘルプを確認する

ブラウザ画面で （メニュー） ヘルプ

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。タッチクルーザーEXに切り替えて操作ください。タッチク

ルーザーEXが無効になっているときは、 （長押し）と操作
すると有効になります。

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を簡単に行えます。

情報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

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）

タブが2つ以上あるときに、新しいタブを作成する

ブラウザ画面で （メニュー） タブ一覧 （メ

ニュー） 新規タブ作成

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
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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。

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。

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。

ユーザー補助
テキストの倍率や最小フォントサイズを設定
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。

（長押し） 設定

ブラウザ設定画面が表示されます。

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

・ デフォルトページ を選択したときは、Yahoo! JAPANを表示

します。
・ その他（URL入力） を選択したときは、手動でURLを入力し

ます。

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。

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 ／

microSD

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

キャッシュを削除 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

削除 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の許可

・ Cookieの許可 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をすべて削除 はい

ブラウザ画面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

情報を使用

・ 位置情報を使用 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

ブラウザ画面からの位置情報アクセスをすべて削除
する

ブラウザ設定画面で プライバシーとセキュリティ 共有

設定のリセット はい

ブラウザ画面に表示する文字の大きさを拡大／縮小
する

ブラウザ設定画面で ユーザー補助 テキストの倍率 を

選択 で倍率を選択
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ブラウザ画面に表示する文字の最少サイズを設定す
る

ブラウザ設定画面で ユーザー補助 最小フォントサイ

ズ を選択 でサイズを選択

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。

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

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

サイトを選択 画面に従って操作

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を使用

・ JavaScriptを使用 を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

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 ポップアップを制限

・ ポップアップを制限 を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

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 ページ全体表示

・ ページ全体表示 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

追加したブックマークを削除し、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 ブックマーク初期化

はい

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
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よく利用するサイトを登録する

ブックマークを登録する

登録するブラウザ画面を表示

（メニュー） ブックマークへ登録 （保存）

ブックマークの登録が完了します。

ブックマークからアクセスする

（長押し） ブックマーク

ブックマーク画面が表示されます。

ブックマークを選択

ブラウザ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。

ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

ブックマーク画面でブックマークを選択 （メニュー）

編集・移動 タイトル／URLを選択 内容

を編集 （保存）

ブックマークを移動する

ブックマーク画面でブックマークを選択 （メニュー）

編集・移動 フォルダ名を選択 移動する

フォルダを選択 （保存）

・フォルダ名は、ブックマークがフォルダに格納されていない場

合、 フォルダなし と表示されます。

タイトルやURLを手動で入力してブックマークを登
録する

ブックマーク画面で （メニュー） 新規登録 タ

イトル／URLを選択 内容を入力 フォ

ルダなし 登録するフォルダを選択 （保

存）

フォルダを作成する

ブックマーク画面で （メニュー） フォルダ作成

フォルダ名を入力

ブックマークを並び替える

ブックマーク画面で （メニュー） 並べ替え 項

目を選択
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ブックマークの情報を確認する

ブックマーク画面でブックマークを選択 （メニュー）

プロパティ

・タイトルやURLの確認をしたり、ブックマークの情報を送信す
ることができます。

ブックマークを赤外線／Bluetooth®通信で全件送信
する

ブックマーク画面で （メニュー） ブックマーク全件

送信 赤外線送信 ／ Bluetooth送信 画面に従って

操作

ブックマークを削除する

ブックマーク画面でブックマークを選択 （メニュー）

削除 はい

ブックマークを全件削除する

ブックマーク画面で （メニュー） 全件削除 は

い
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