各部の名前／キー のはたらき

タッチパネル 操 作

イヤホンマイク端子

マイク

充電／着信ランプ

受話口
インカメラ

近接／明るさ
センサー

カメラ

タップ
画面に軽く触れて、
すぐに指を
離します。

音量Upキー

ロングタッチ
画面に軽く触れたまま、
しばら
くそのままにしておきます。

モバイル
ライト

音量Downキー
電源キー：
電源ON
（長押し）、
画面消灯／点灯

ストラップ
取り付け穴／
空気穴

ドラッグ

フリック

アイコンなどに軽く触れたまま、
目的
の位置までなぞり、指を離します。

画面に軽く触れて、上下左右に
指を軽くはじきます。

電源操作
■ 電源を入れる

SIM／SDカード挿入口

■ 電源を切る

スピーカー

防水・防塵のため、SIM／SDカードトレイのキャップを完全に閉めてご利用ください。

送話口／マイク
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として使用できます。
「使いこなしガイド」
をお読みいただき、本機
能をよく理解のうえ、
ご使用ください。
・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。
・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。
本書の内容はAndroid 7.0 Nougatで記載しています。
画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。

外部接続端子
本機が濡れている状態では
絶対に充電しないでください。
差し込み時には端子の向きに
ご注意ください。

電源キーを長く押す

電源キーを長く押す

電源を切るをタップ

初期設定
電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fiの設定やGoogle アカウントの登録など、本機の初期設定を行うことができます。
かんたん設定について
（かんたん設定）
から
Y!mobileサービス
の初期登録を行う

初期設定画面
言語を設定S始める

セットアップ方法をタップ
S画面に従って操作

接続先をタップ
S画面に従って操作

ロック画 面

または新しいアカウントを
作成S画面に従って操作

Y!mobileサービスの 初 期 登 録

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。
電源キーを押すと、
ロック画面が表示されます。

通知
2回タップすると、
通知に対応する画面が
表示されます。

Google 音声検索ボタン
上にドラッグすると、
Google 音声検索が
起動します。

か ん た ん 設 定 か ら、Y!mobile
サービスの初期登録や各
Yahoo! JAPANア プリの 設 定
を行うことができます。
詳しくは、下記の「Y!mobileサー
ビスの初期登録」
を参照してくだ
さい。

Yahoo! JAPAN ID
（電話番号）
でログインすることで、Y!mobile メールのメールアドレス
（@yahoo.ne.jp）
を取得できたり、
パケットマイレージなどのサービスをご利用いただけます。

ロック解除ボタン
上にドラッグすると、
画面ロックが解除されます。

ロック画面

カメラボタン
上にドラッグすると、
カメラが起動します。

ホーム画面
Y!mobileをタップS
（かんたん設定）
をタップ

かんたん設定
画面に従って操作

Y!mobileサービスへ
ログイン
画面に従って操作

ホーム画 面／ランチャー画 面
本機のおもな操作は、電源を入れると表示される
「ホーム画面」
と、アプリケーションを一覧表示した「ランチャー画面」から行います。

■ ホーム画面

■ ランチャー画面

左右にフリックすると、ホーム画面のシートを切り替えられます。

ホーム画面で

ステータスバー

Google 検索バー

着信のお知らせや、本機の設定
状態などをマークで表示します。
新着メールあり
電話着信あり

をタップして表示します。
アプリ検索

ショートカット／ウィジェット

アプリケーション一覧

アプリケーションのショートカットやウィジェットを自由
に配置できます。

電池残量
電波状態

アイコンをタップしてアプリ
ケーションを起動します。
アイコンをロングタッチする
と、
ホ ー ム 画 面 にショート
カットを作成できます。

ステータスバーを下にドラッグす
ると通知パネルが表示されます。

通知パネル
通知パネルを下にドラッグすると
クイック設定パネルが表示され
ます。本 機 の 機 能 のON／OFF
などを設定できます。

アイコンをロングタッチし、 ホーム画面の空いている場
ドラッグして重ねるとフォル 所をロングタッチするとウィ
ダを作成したり、
フォルダへ ジェットを追加できます。
格納したりできます。

お気に入りトレイ

ナビゲーションバー

よく利用するアプリケーションを登録し、ホーム画面のど
のシートからもタップしてすぐにアプリケーションを起動
できます。

・

電話

電話をかけるときに使います。

連絡先 連絡先を登録したり、連絡先から電話をかけたりできます。
Play ストア アプリケーションをインストールします。

各アイコンのはたらきは、次のとおりです。

クイック設定パネル

■ よく使うアプリケーション

1つ前の画面に戻る

ホーム画面に戻る

ソフトウェアキーボードを閉じる

最近使用したアプリケーションの画面を表示

を繰り返しタップしてホーム画面に戻ると、
アプリケーションが終了します。

Chrome インターネットを利用できます。
カメラ 静止画や動画を撮影できます。
フォト 撮影した静止画や動画を確認できます。

文 字入 力

Y!mobile メール

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボード
で行います。

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。
会話型表示／リスト型表示について

■ 利用開始

文字入力画面
文字を入力
［例：
（2回）］

変換候補から目的の
文字をタップ［例：愛］
（そのまま入力：
）

ソフトウェアキーボードの見かた
文字を逆順に表示／
文字を確定前に戻す

文字を削除
カーソルを右に移動

カーソルを左に移動

ホーム画面
Y!mobileをタップS
（メール）をタップ

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。
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、
「使いこなしガイド」
を参照してく
ださい。

画面に従って操作S
リスト型／会話型を
タップ

利用する色を選択S
Y!mobile メールをはじめる
をタップ

メールを受信すると

ロック画面に通知が表示されます。通知
を2回続けてタップすると、メールを確
認できます。

改行／文字の確定

文字種を切り替え

新着メッセージの通知

ソフトウェアキーボードを閉じる

ナビゲーションバーの

リスト型

■ メール送信（表示方法：会話型）

スペースを入力／
変換候補のカーソル
を次へ移動

数字／記号／絵文字／
顔文字キーボードに
切り替え

会話型

をタップします。

ホーム画面
Y!mobileをタップS
（メール）をタップ

をタップS宛先を
選択S決定をタップ

件名、本文を入力S
をタップ

•ロック画面以外で受信したときは、ス
テータスバー部分に通知が表示されま
す。このときは、通知を1回タップする
と、メールを確認することができます。

電話応答

お問い合わせ先 一覧
本機を操作中に電話がかかっ
てくると、画面上部に通知が
表示されます。
電話に出るをタップすると応
答できます。

を右（ ）に
ドラッグ

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）が必要となります。
•ホームページ http://ymobile.jp/

総合窓口（通話料有料）

取扱説明書

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
0570-039-151
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（年中無休）

このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

各種お手続き（通話料無料）

■ Android One ヘルプ

Androidの標準的な機能およびサービスについて説明しています。
パソコンから
https://support.google.com/android-one/

■ 使いこなしガイド

Android One ヘルプ を補足する取扱説明書となります。
Android One S1 独自のアプリ等について説明しています。
Android One ヘルプ とあわせてご確認ください。
スマートフォンから
ブラウザのブックマークに登録されている
「オンラインマニュア
ル」
を選択
パソコンから
http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-s1/support/
※PDF版もダウンロードできます。

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

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