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ブラウザを利用する
ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。
･ ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない
場合があります。

1 ホーム画面で「ツール」フォルダ→

aページ情報アイコン
現在表示中のウェブページの情報が表示されます。

bアドレスバー
タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェ
ブページのURLを入力します。キーワードを入力すると、
直接検索できます。

cメニューアイコン
メニューが表示されます。

dウィンドウアイコン
タップすると、現在ブラウザで表示中のウェブページが一
覧表示されます。表示するウェブページをタップすると、
ウィンドウを切り替えられます。
･ をタップすると、新しいウィンドウを追加できます。
･ 一覧表示のウィンドウは、 をタップするか、左右にフ
リックすると閉じることができます。
･ をタップすると、ブックマーク一覧画面が表示されま
す（rP.151）。

お知らせ

･ アドレスバーをタップした後や、アドレスバーに文字列を入力して
いる途中で、アドレスバーの下に入力履歴や入力候補が表示される
ことがあります。タップすると、履歴またはブックマークのウェブ
ページやキーワード検索したウェブページを表示します。

ブラウザを起動する

ブラウザ画面

a c

d

b
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ブラウザ画面では、次の操作ができます。
･ 表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。

ブラウザ画面で をタップすると、次のメニューが表示されます。

ブラウザ画面表示中の操作

目的 操作
ウェブページをスクロー
ルする

画面を上／下／左／右にスライドします。

前の画面に戻る Bをタップします。
ウェブページを縮小表
示／拡大表示する

画面をピンチイン／ピンチアウトしま
す。
･ ウェブページによっては、「ズームの
有効化を強制」（rP.154）を有効
にしないと操作できない場合がありま
す。

ウェブページを全体表示
する

画面をダブルタップします。
･ 全体表示している状態でダブルタップ
すると、拡大表示します。
･ ウェブページによっては、「ズームの
有効化を強制」（rP.154）を有効
にしないと操作できない場合がありま
す。

テキストを選択してコ
ピー／共有／検索する

テキストをロングタッチします。
･ ／ をドラッグして選択する範囲
を指定し、（コピー）／ （共有）／
（検索）をタップすると、選択した

テキストのコピーや共有、ウェブ検索
ができます。
･ 1回の操作でコピーできる件数は1件
です。

ブラウザ画面のメニュー

項目 説明
ホームページに戻る 「ホームページを設定」（rP.153）で

設定したホームページを表示します。
再読み込み／停止 ウェブページの情報を更新／更新停止し

ます。
進む 直前のウェブページに戻ります。
ブックマーク ブックマーク一覧画面を表示します

（rP.151）。
ブックマークへ登録 表示中のウェブページをブックマークに追

加します（rP.151）。
ページを共有 ウェブページのURLなどを、

Bluetooth®やメールなどを使って共有し
ます。

目的 操作
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1 ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

2 項目をタップ
･ リンクによって、表示される項目は異なります。

ページ内を検索 ウェブページ内のテキストを検索します。
検索する文字列を入力すると、一致する
文字列がハイライト表示されます。
･ 一致する文字列が複数ある場合は、 ／

をタップすると、前／後の一致項目
に進みます。

PC版サイトを表示 PC版のウェブページを開くように設定し
ます。

ページを保存 表示中のウェブページを保存して、オフラ
インで読めるようにします。
･ タップすると、保存ページ一覧画面が
表示されます（rP.152）。保存され
たウェブページをタップすると、内容
を確認できます。

設定 ブラウザの設定を行います
（rP.153）。

ブラウザ情報 ブラウザのバージョン情報などの詳細を表
示します。

終了 ブラウザを終了します。

ウェブページのリンクを利用する

項目 説明 項目 説明
開く 表示中のウィンドウでウェブページを開

きます。
新しいタブで開く 新しいウィンドウでウェブページを開き

ます。
･「バックグラウンドで開く」
（rP.154）にチェックを付けている
場合は、「新しいバックグラウンドタブ
で開く」と表示されます。

リンクを保存 ウェブページを保存します。
･ 保存したウェブページは、ホーム画面
で「ツール」フォルダ→「ダウンロー
ド」をタップして確認できます。

URLをコピー ウェブページのURLをコピーします。
画像を保存 画像を保存します。

･ 保存した画像は「ギャラリー」アプリ
ケーション（rP.202）、または「ダ
ウンロード」アプリケーション
（rP.240）で確認できます。

画像を表示 画像を表示します。
壁紙として設定 画像をホーム画面の壁紙に設定します。
テキストを選択 ウェブページ内のテキストを選択します。

･ ／ をドラッグして選択する範囲を
指定し、（コピー）／ （共有）／
（検索）をタップすると、選択した

テキストのコピーや共有、ウェブ検索
ができます。
･ 1回の操作でコピーできる件数は1件
です。



151 9. インターネット接続

1 ブラウザ画面でブックマークに追加するウェブペー
ジを表示→ →「ブックマークへ登録」

2 ラベル、アドレス、アカウント、追加先を確認／変
更→「OK」
ブックマークが保存されます。

1 ブラウザ画面で →

2 表示するウェブページをタップ

ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する

ブックマークからウェブページを開く

ブックマーク一覧画面
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1 ブックマーク一覧画面で「履歴」タブをタップ
閲覧履歴画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ
･ ／ をタップすると、ブックマークに追加／ブック
マークから削除できます。

1 ブックマーク一覧画面で「保存したページ」タブを
タップ
保存ページ一覧画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ
･ →「最新版を表示」をタップすると、ウェブページの情
報を更新できます。

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存ページ一覧画面でウェ
ブページをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。
･ ウェブページによって、表示される項目は異なります。

※1：ブックマーク一覧画面で表示されます。
※2：閲覧履歴画面で表示されます。
※3：保存ページ一覧画面で表示されます。

閲覧履歴からウェブページを開く

保存したウェブページを開く

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存
ページ一覧画面のメニュー

項目 説明
開く※1、2 表示中のウィンドウでウェブページを開きま

す。
新しいタブで開く
※1、2

新しいウィンドウでウェブページを開きま
す。

ブックマークの編集
※1

ブックマークの名前／URLなどを編集しま
す。

ホームにショート
カットを追加※1

ブックマークへのショートカットをホーム画
面に追加します。

ブックマークへ登
録※2

ブックマークに追加します。

ブックマークから削
除※2

ブックマークから削除します。

リンクを共有
※1、2

ウェブページのURLなどを、Bluetooth®や
メールなどを使って共有します。

URLをコピー※1、2 ウェブページのURLをコピーします。
履歴から削除※2 ウェブページを閲覧履歴から削除します。
ブックマークの削
除※1

ブックマークから削除します。

ホームページとして
設定※1、2

ウェブページをホームページとして設定しま
す。

保存したページを削
除※3

保存したウェブページを削除します。
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1 ブラウザ画面で →「設定」

2 項目を設定

ブラウザを設定する

項目 説明
全般 ホームペー

ジを設定
ホームページを設定します。

フォームの
自動入力

ウェブフォームの入力欄をタップしたと
き、「自動入力テキスト」に登録した内
容を自動的に入力するかどうかを設定し
ます。

プライ
バシー
とセ
キュリ
ティ

キャッシュ
を消去

キャッシュデータを消去します。

履歴消去 ウェブページの閲覧履歴を消去します。
セキュリ
ティ警告

ウェブページの安全性に問題がある場
合に、警告を表示するかどうかを設定
します。

Cookieを
受け入れる

Cookieの保存・読み取りを許可するか
どうかを設定します。

Cookieを
すべて消去

保存されているCookieをすべて消去し
ます。

フォーム
データを保
存

ウェブフォームに入力したデータを保
存して、後で呼び出せるようにするか
どうかを設定します。

フォーム
データを消
去

保存されているフォームデータをすべ
て消去します。

位置情報を
有効にする

ウェブサイトに、現在位置情報へのアク
セスを許可するかどうかを設定します。

位置情報ア
クセスを消
去

位置情報サービスにアクセスした際に
収集したデータを消去します。

パスワード
を保存

ウェブページに入力したユーザー名・
パスワードを記憶するかどうかを設定
します。

パスワード
を消去

記憶されているユーザー名・パスワード
を消去します。

項目 説明
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ユー
ザー補
助

ズームの有
効化を強制

「ユーザー補助」の設定を有効にして、
すべてのウェブページで拡大／縮小で
きるようにするかどうかを設定します。

テキストの
拡大縮小

文字のサイズを設定します。

ダブルタッ
プでズーム

ブラウザ画面をダブルタップしたとき
の拡大率を設定します。

最小フォン
トサイズ

文字の最小サイズを設定します。

詳細
設定

検索エンジ
ンの設定

アドレスバーで検索する際の検索エン
ジン（Google、Yahoo! JAPAN、
Bing、goo）を選択します。

バックグラ
ウンドで開
く

リンクをロングタッチして「新しい
バックグラウンドタブで開く」をタッ
プしたとき、表示中のウィンドウの後
ろに新しいウィンドウを開くかどうか
を設定します。

項目 説明
詳細
設定

JavaScript
を有効にす
る

JavaScriptを有効にするかどうかを設
定します。

1つのアプ
リに複数の
タブを許可

他のアプリケーションからブラウザを
起動する場合、起動のたびに新しい
ウィンドウでウェブページを表示する
かどうかを設定します。

プラグイン
を有効にす
る

プラグインを有効にするかどうかを設
定します。

ウェブサイ
ト設定

位置情報にアクセスしたウェブページ
などの詳細設定を行います。

ページを全
体表示で開
く

新しく開くウェブページを、全体表示す
るかどうかを設定します。

ページの自
動調整

画面に合わせて、ウェブページを調整
するかどうかを設定します。

ポップアッ
プをブロッ
ク

ポップアップウィンドウをブロックす
るかどうかを設定します。

テキストエ
ンコード

テキストエンコードを設定します。

初期設定に
リセット

ブラウザの設定を初期設定に戻します。

項目 説明
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Yahoo!ブラウザーを利用する
Yahoo!ブラウザーを利用して、ウェブページを閲覧できます。
･ ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない
場合があります。

1 ホーム画面で
･ 初回利用時は、「Yahoo!ブラウザーの使い方」画面が表示
されます。「次へ」をタップして説明を確認します。

帯域幅
の管理

検索結果の
プリロード

ブラウザが信頼度の高い検索結果をバッ
クグラウンドでプリロードできるように
設定します。

ウェブペー
ジのプリ
ロード

ブラウザがリンク先のウェブページを
バックグラウンドでプリロードできるよ
うに設定します。

画像の読み
込み

ウェブページの画像を表示するかどう
かを設定します。

Labs クイックコ
ントロール

クイックコントロールを表示してブラ
ウザを操作できるようにするかどうか
を設定します。
･ 画面の左端／右端をロングタッチす
るとクイックコントロールが表示さ
れ、そのまま実行したい操作アイコ
ンまで指をドラッグして離すと、各
種操作ができます。
･ チェックを付けると、アドレスバー
やウィンドウアイコンが表示されな
くなります。

全画面 ステータスバーの表示を消して、ウェ
ブページを全画面表示するかどうかを
設定します。

項目 説明

Yahoo!ブラウザーを起動する

Yahoo!ブラウザー画面

a f

b

c

d

e

h

i

j

g
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aページ関連メニュー
タップすると、表示中のページに関連するメニューが表示
されます。

bアドレスバー
タップすると、表示中のウェブページのURLやウェブペー
ジの共有などの操作を行えます。

cブックマーク
ブックマークが表示されます。

d進む
次のページへ進みます。

e戻る
前のページに戻ります。

f検索窓
タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェ
ブページのキーワードを入力して検索できます。カテゴリ
を選択することもできます。

g再読み込み
タップすると、ウェブページの情報を更新します。

hログイン
Yahoo! JAPANへのログインを行います。
･ 初回利用時は、Yahoo! JAPANウィジェットのダウン
ロード画面が表示されます。内容をご確認のうえ、「ダウ
ンロード」または「キャンセル」をタップしてください。

iウィンドウアイコン
タップすると、現在ブラウザで表示中のウェブページが一
覧表示されます。表示するウェブページをタップすると、
ウィンドウを切り替えられます。
･ をタップすると新しいウィンドウを追加できます。

をタップするとウィンドウを閉じることができます。
jメニューアイコン

メニューが表示されます。

お知らせ

･ 画面上下にあるアドレスバーやメニューアイコンなどのツールエ
リアは、画面下部の をタップするたびに表示／非表示を切り替え
られます。

Yahoo!ブラウザー画面では、次の操作ができます。
･ 表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。

Yahoo!ブラウザー画面表示中の操作

目的 操作
ウェブページをスクロー
ルする

画面を上／下／左／右にスライドします。

前の画面に戻る Bをタップします。
ウェブページを縮小表
示／拡大表示する

画面をピンチイン／ピンチアウトしま
す。

ウェブページを全体表示
する

表示をパソコン用に設定しているとき
は、画面をダブルタップします。
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Yahoo!ブラウザー画面で をタップすると、次のメニューが表示さ
れます。
･ メニューエリアで左右にスワイプすると、表示されていないメ
ニューを表示できます。

1 Yahoo!ブラウザー画面でリンクをロングタッチ

2 項目をタップ
･ リンクによって、表示される項目は異なります。

テキストを選択してコ
ピー／共有／検索する

テキストをロングタッチします。
･ ／ をドラッグして選択する範囲を
指定し、（コピー）／ （共有）／
（検索）をタップすると、選択した

テキストのコピーや共有、ウェブ検索
ができます。
･ 1回の操作でコピーできる件数は1件
です。

Yahoo!ブラウザー画面のメニュー

項目 説明
最適化 メモリ最適化を実行します。本機の動作

が重くなった場合のメモリ最適化の動作
を設定します。

読み上げ 「音声アシスト」をインストールすると、
読み上げ機能を利用できます。

一番上へ 表示中のウェブページの一番上にスク
ロールします。

スタートページ スタートページ（rP.160）を表示し
ます。

全画面表示 全画面表示に切り替えます。

目的 操作
ページ内検索 ウェブページ内のテキストを検索します。

検索する文字列を入力すると、一致する
文字列がハイライト表示されます。

一番下へ 表示中のウェブページの一番下にスク
ロールします。

終了 Yahoo!ブラウザーを終了します。
有効にする／無効にす
る

クイックコントロールの有効／無効を設
定します。

パソコン／モバイル 表示をパソコン用／モバイル用に設定し
ます。

画面メモ 画面メモ一覧を表示します。
ダウンロード履歴 ダウンロードの履歴を表示します。
設定 Yahoo!ブラウザーの設定を行います

（rP.160）。
ガイド Yahoo!ブラウザーのガイドを表示しま

す。

ウェブページのリンクを利用する

項目 説明
開く 表示中のウィンドウでウェブページを開

きます。

項目 説明
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1 Yahoo!ブラウザー画面でブックマークに追加する
ウェブページを表示→ →「現在のページを追加」

2 タイトル、フォルダーを選択して「OK」
ブックマークが保存されます。

お知らせ

･ ページ関連メニューで「ブックマークに追加」をタップしても、
ブックマークに追加できます。

新規ウィンドウで
開く

新しいウィンドウでウェブページを開き
ます。

バックグランドで
開く

表示中のウィンドウの後ろに新しいウィ
ンドウでウェブページを開きます。

リンクをブック
マークに追加

リンクをブックマークに追加します。

リンクを共有 ウェブページのURLなどをBluetooth®

やメールなどを使って共有します。
URLをコピー ウェブページのURLをコピーします。
テキストをコピー リンクのテキストをコピーします。
画像を保存 画像を保存します。

･ 保存した画像は「ギャラリー」アプリ
ケーション（rP.202）で確認でき
ます。
･「ダウンロード履歴」（rP.157）で
確認する場合は、「Yahoo!ファイルマ
ネージャー」をダウンロードします。

壁紙に設定 画像をホーム画面の壁紙に設定します。
画像を共有 画像をBluetooth®やメールなどを使っ

て共有します。
Twitterに画像を
共有

画像をTwitterに共有します。

Facebookに画
像を共有

画像をFacebookに共有します。

Yahoo!ボックス
に画像をアップ
ロード

画像をYahoo!ボックスにアップロード
します。

項目 説明 ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する
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1 Yahoo!ブラウザー画面で

2 表示するウェブページをタップ

お知らせ

･ をタップしたまま上下にスワイプすると、並べ替えができます。
･「新規フォルダー」をタップするとフォルダを作成できます。
･「一括編集」をタップすると、削除／移動するブックマークを選択
してまとめて操作できます。

1 ブックマーク一覧画面で「よく見る」タブ／「履歴」
タブをタップ
閲覧履歴画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ
･ ／ をタップすると、ブックマークに追加／ブック
マークから削除できます。

お知らせ

･「よく見る」画面で「すべて削除」をタップすると、「よく見る」画
面の閲覧履歴が削除されます。「履歴」画面で「すべて削除」をタッ
プすると、「よく見る」画面も含んですべての閲覧履歴が削除され
ます。

1 ブックマーク一覧画面で「画面メモ」タブをタップ
画面メモ一覧が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ
･「最新のページを表示」をタップすると、ウェブページの情
報を更新できます。

ブックマークからウェブページを開く

ブックマーク一覧画面

閲覧履歴からウェブページを開く

画面メモを開く
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お知らせ

･ 画面メモ一覧画面で「現在のページを追加」をタップすると、表示
中のウェブページを画面メモとして保存します。
･「すべて削除」をタップすると、画面メモがすべて削除されます。

ブックマーク一覧画面／よく見る一覧画面／履歴一覧画面／画面メ
モ一覧画面でウェブページをロングタッチすると、次のメニューが表
示されます。
･ ウェブページによって、表示される項目は異なります。

※1：ブックマーク一覧画面で表示されます。
※2：よく見る一覧画面で表示されます。
※3：履歴一覧画面で表示されます。
※4：画面メモ一覧画面で表示されます。

1 Yahoo!ブラウザー画面で →「設定」

2 タブを選択→項目を設定
･ タブを左右にスワイプすると、表示されていないタブを表
示できます。

ブックマーク一覧画面／よく見る一覧画面／履
歴一覧画面／画面メモ一覧画面のメニュー

項目 説明
開く※1、2、3 表示中のウィンドウでウェブページを開きま

す。
新しいウィンドウで
開く※1、2、3

新しいウィンドウでウェブページを開きま
す。

編集※1 ブックマークの名前／URLなどを編集しま
す。

ページを共有※1、
2、3

ウェブページのURLなどを、Bluetooth®や
メールなどを使って共有します。

URLをコピー※1、
2、3

ウェブページのURLをコピーします。

削除※1、4 ブックマーク一覧／画面メモ一覧から削除し
ます。

Yahoo!ブラウザーを設定する

項目 説明
全般 スタート

ページを設
定

スタートページを「スピードダイヤ
ル」／「ホーム」から選択します。

ホームペー
ジを設定

スタートページを「ホーム」に設定し
たときに表示するホームページを設定
します。

ブックマー
クのイン
ポート

他のブラウザやファイルからブックマー
クをインポートします。

ブックマー
クのエクス
ポート

Yahoo!ブラウザーのブックマークを
ファイルにエクスポートします。
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全般 通知バーへ
の表示

通知バーに表示するかどうかを設定しま
す。
･ チェックを付けると、Yahoo!ブラウ
ザーの通知アイコンがステータス
バーに表示され、通知パネルから
Yahoo!ブラウザーが利用できるよう
になります。

検索ウィ
ジェットを
ホーム画面
に設置する

Yahoo!検索ウィジェットをホーム画面
に設置するかどうかを設定します。
･ 初回利用時、Yahoo!検索ウィジェッ
トをダウンロードするかどうかの画
面が表示されます。

カラーテー
マ設定

Yahoo!ブラウザーのカラーテーマを設
定します。

ボリューム
キーの割り
当て

音量キーに機能を割り当てます。

プライ
バシー
とセ
キュリ
ティ

キャッシュ
を削除

キャッシュデータを削除します。

安全性に問
題のあるサ
イトへのア
クセスを禁
止

ウェブページの安全性に問題がある場
合に、警告を表示するかどうかを設定
します。

フィッシン
グ警告を表
示

Yahoo! JAPAN独自の偽サイト情報を
もとにして危険なサイトへのアクセス
警告を表示するかどうかを設定します。

項目 説明
プライ
バシー
とセ
キュリ
ティ

Cookieを
受け入れる

Cookieの保存・読み取りを許可するか
どうかを設定します。

Cookieを
削除

保存されているCookieを削除します。

フォーム
データを保
存

ウェブフォームに入力したデータを保
存して、後で呼び出せるようにするか
どうかを設定します。

フォーム
データを削
除

保存されているフォームデータをすべ
て削除します。

位置情報を
有効にする

ウェブサイトに、現在位置情報へのアク
セスを許可するかどうかを設定します。

位置情報ア
クセス許可
履歴を削除

位置情報サービスにアクセスした際に
収集したデータを削除します。

検索履歴を
保存

検索履歴を保存するかどうかを設定し
ます。

検索履歴を
削除

検索履歴を削除します。

閲覧履歴を
保存

閲覧履歴を保存するかどうかを設定し
ます。

閲覧履歴を
削除

閲覧履歴を削除します。

パスワード
を保存

ウェブページに入力したユーザー名・
パスワードを記憶するかどうかを設定
します。

項目 説明
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プライ
バシー
とセ
キュリ
ティ

パスワード
を削除

記憶されているユーザー名・パスワード
を削除します。

終了時に
キャッシュ
を削除する

終了時にキャッシュを削除するかどうか
を設定します。

終了時に
Cookieを
削除する

終了時にCookieを削除するかどうかを
設定します。

終了時に
フォーム
データを削
除する

終了時にフォームデータを削除するかど
うかを設定します。

終了時に位
置情報アク
セス許可履
歴を削除す
る

終了時に位置情報アクセス許可履歴を削
除するかどうかを設定します。

終了時に検
索履歴を削
除する

終了時に検索履歴を削除するかどうかを
設定します。

終了時に閲
覧履歴を削
除する

終了時に閲覧履歴を削除するかどうかを
設定します。

終了時にパ
スワードを
削除する

終了時にパスワードを削除するかどうか
を設定します。

項目 説明
高度な
設定

バックグラ
ウンドで開
く

リンクをロングタッチして「バックグ
ランドで開く」をタップしたとき、表
示中のウィンドウの後ろに新しいウィ
ンドウを開くかどうかを設定します。

JavaScript
を有効にす
る

JavaScriptを有効にするかどうかを設
定します。

Adobe 
Flash 
Playerの
設定

Adobe Flash Playerを有効にするかど
うかを設定します。

拡大・縮小
ボタンを有
効にする

画面をピンチ操作したときに拡大・縮
小ボタンを表示するかどうかを設定し
ます。

最適化の通
知設定

本機の動作が重くなった場合のメモリ
最適化の動作を設定します。

文字サイズ 文字サイズを設定します。
画面の縦横
切り替え

本機の縦／横の向きを感知して、自動
的にディスプレイの表示方向を切り替
えるかどうかを設定します。
･ 一部のアプリケーションでは、本設
定にかかわらず自動的にディスプレ
イの表示方向が切り替わります。

解像度 画面の解像度を設定します。
ページを全
体表示で開
く

新しく開くウェブページを、全体表示す
るかどうかを設定します。

項目 説明
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高度な
設定

ポップアッ
プをブロッ
ク

ポップアップウィンドウをブロックす
るかどうかを設定します。

画像の読み
込み

ウェブページの画像を表示するかどう
かを設定します。

起動時に全
画面モード
で表示する

起動時に、ステータスバーの表示を消
してウェブページを全画面表示するか
どうかを設定します。

前回終了時
のウィンド
ウを表示す
る

前回終了時のウィンドウを表示するか
どうかを設定します。

キーワード
入力補助機
能を利用す
る

アドレスバーに文字列を入力したとき
に、関連性の高いキーワードや人気の
ウェブサイトを表示するかどうかを設
定します。

検索した
キーワード
を検索窓に
表示する

検索したキーワードを検索窓に表示す
るかどうかを設定します。

バルーン検
索の表示

話し言葉による音声検索の結果をバ
ルーンで表示するかどうかを設定しま
す。

項目 説明
高度な
設定

Yahoo!検
索の結果
ページから
開いたペー
ジで、ペー
ジ内検索を
表示する

Yahoo!検索の結果から開いたページで
ページ内検索を表示するかどうかを設
定します。

ショート
カットを有
効にする

ウェブページ内のテキスト検索して一
致する文字列が複数ある場合、ハイラ
イト表示された文字列をスクロール移
動するかどうかを設定します。

クイックコ
ントロール
メニューを
有効にする

クイックコントロールメニューを有効
にするかどうかを設定します。

クイックコ
ントロール
メニューの
カスタマイ
ズ

クイックコントロールメニューをカス
タマイズします。

ブックマー
クを削除

ブックマークを削除します。

ブックマー
クの表示位
置を記憶す
る

ブックマークの前回表示位置を記録し
て次回表示時に表示位置を復元するか
どうかを設定します。

項目 説明
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高度な
設定

ダイアログ
を初期設定
に戻す

非表示にしたダイアログを初期値に戻
します。

初期設定に
戻す

Yahoo!ブラウザーの設定を初期値に戻
します。

情報 バージョン
情報

Yahoo!ブラウザーのバージョンを確認
します。

Yahoo! 
JAPAN利
用規約

Yahoo! JAPANの利用規約を確認しま
す。

プライバ
シーポリ
シー

Yahoo! JAPANのプライバシーポリ
シーを確認します。

ライセンス 音声認識ライセンスのバージョン情報な
どを確認します。

ソフトウエ
アガイドラ
イン

Yahoo! JAPANのソフトウェアガイド
ラインを確認します。

ヘルプ ヘルプを確認します。
Yahoo!ブ
ラウザーの
更新を確認
する／評価
する

「Playストア」でYahoo!ブラウザーの
更新を確認します。

項目 説明
情報 Yahoo!ブ

ラウザーを
共有する

Yahoo!ブラウザーをBluetooth®や
メールなどを使って共有します。

項目 説明
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Google Chromeを利用する
Google Chromeを利用して、ウェブページを閲覧できます。
･ ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない
場合があります。

1 ホーム画面で「Google Apps」フォルダ→
「Chrome」
･ 初回利用時は、Google Chromeの利用規約が表示されま
す。内容をご確認のうえ、「同意して続行」をタップしてく
ださい。
･ Google Chromeのログインに関する説明画面が表示され
た場合は、内容をご確認のうえ、「ログイン」または「ス
キップ」をタップしてください。 aアドレスバー

タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェ
ブページのURLを入力します。キーワードを入力すると、
直接検索できます。

b再読み込み
タップすると、ウェブページの情報を更新します。

cメニューアイコン
メニューが表示されます。

dウィンドウアイコン
タップすると、現在ブラウザで表示中のウェブページが一
覧表示されます。表示するウェブページをタップすると、
ウィンドウを切り替えられます。

Google Chromeを起動する

Chrome画面

a c

b

d
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お知らせ

･ アドレスバーなどがあるツールエリアが画面上に表示されていな
い場合は、画面を下にスライドしてスクロールすると表示できま
す。
･ アドレスバーに文字列を入力している途中で、アドレスバーの下に
入力履歴や入力候補が表示されることがあります。タップすると、
履歴またはブックマークのウェブページやキーワード検索した
ウェブページを表示します。
･ ウィンドウアイコンをタップ→「新しいタブ」をタップすると、新
しいウィンドウを追加できます。
･ 一覧表示のウィンドウは、 をタップするか、左右にフリックする
と閉じることができます。

Chrome画面でできる操作は、Yahoo!ブラウザーとほぼ同じです。
「Yahoo!ブラウザー画面表示中の操作」（rP.156）をご参照くだ
さい。

Chrome画面で をタップすると、次のメニューが表示されます。

Chrome画面表示中の操作

Chrome画面のメニュー

項目 説明
前の画面に戻ります。
Bをタップしてウェブページを表示中の
場合に、直前のウェブページに戻ります。

表示中のウェブページをブックマークに
追加します。

新しいタブ 新しいウィンドウでウェブページを開き
ます。

新しいシークレットタ
ブ

新しいシークレットウィンドウでウェブ
ページを開きます。

ブックマーク ブックマークの一覧画面を表示します。
その他のデバイス パソコンなどで開いているウェブページ

にアクセスできます。
履歴 閲覧履歴画面を表示します。
共有... ウェブページのURLなどを、

Bluetooth®やメールなどを使って共有
します。

印刷... ウェブページを印刷したり、Googleド
ライブに保存したりできます。

ページ内検索 ウェブページ内のテキストを検索します。
検索する文字列を入力すると、一致する
文字列がオレンジ色でハイライト表示さ
れます。
･ 一致する文字列が複数ある場合は、

／ をタップすると、前／後
の一致項目に進みます。

ホーム画面に追加 ショートカットをホーム画面に追加しま
す。

PC版サイトを見る PC版のウェブページを開くかどうかを設
定します。

項目 説明
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1 Chrome画面で →「設定」
Chromeの設定画面が表示されます。

2 項目を設定

設定 Google Chromeの設定を行います
（rP.167）。

ヘルプとフィードバッ
ク

ヘルプを確認したり、フィードバックを
送信します。

Google Chromeを設定する

項目 説明
（オン
ライン
アカウ
ント
名）※1

同期 Chromeとの同期のオン／オフや、同
期するデータタイプ（ブックマークや
履歴など）を設定します。また、同期
のリセットを実行できます。

Chrome
モバイル転
送

パソコンで使用しているChromeから、
ウェブページを送信できるようにする
かどうかを設定します。

自動ログイ
ン

Googleサイトに自動的にログインする
かどうかを設定します。

GOOGLE
アカウント
を切断

Googleアカウントとの同期を停止しま
す。

項目 説明
検索エンジン アドレスバーで検索する際の検索エン

ジン（Google、Yahoo! JAPAN、
Bing）を選択します。

フォームの自動入
力

ウェブフォームの入力欄をタップしたと
き、プロフィールやクレジットカードの
情報を自動的に入力するかどうかを設定
します。

パスワードの保存 ウェブページに入力したパスワードを
記憶するかどうかを設定します。

プライ
バシー

アクセスエ
ラー時の候
補表示

接続などのエラーが起きた場合に、代
わりの方法を表示するかどうかを設定
します。

検索と
URL候補

アドレスバーに文字列を入力したとき
に、関連性の高いキーワードや人気の
ウェブサイトを表示するかどうかを設
定します。

ネットワー
クアクショ
ン予測

チェックを付けると、ページの表示速
度が向上します。

利用状況と
障害レポー
ト

利用状況と障害レポートの送信につい
て設定します。

トラッキン
グ拒否

トラッキング（閲覧行動の追跡）を拒
否するかどうかを設定します。

閲覧履歴
データの消
去

閲覧履歴を消去します。

項目 説明
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※1：Chromeにログインしているときに表示されます。
※2：Chromeにログインしていないときに表示されます。

お知らせ

･ Chromeの設定画面で をタップすると、ヘルプの確認、「ブラウ
ザ」アプリケーションからのブックマークのインポートなどができ
ます。
･ 選択した項目によって、画面下部に が表示されます。 をタップ
すると選択した項目のヘルプを表示したりすることなどができま
す。

ユー
ザー補
助

テキストの
拡大／縮小

文字のサイズを設定します。

強制的に
ズームを有
効にする

すべてのウェブページで拡大／縮小で
きるようにするかどうかを設定します。

コンテ
ンツの
設定

Cookieの
許可

Cookieの保存・読み取りを許可するか
どうかを設定します。

JavaScript
の有効化

JavaScriptを有効にするかどうかを設
定します。

ポップアッ
プのブロッ
ク

ポップアップウィンドウをブロックする
かどうかを設定します。

保護された
コンテンツ

著作権保護されているコンテンツにアク
セスするときにデバイス認証を許可する
かどうかを設定します。

Google翻
訳

「言語」（rP.259）で設定した言語以
外で入力されたウェブページを表示した
とき、画面下部に翻訳バーを表示して翻
訳できるようにするかどうかを設定しま
す。

現在地の設
定

位置情報へのアクセスを許可するかどう
かを設定します。
･「位置情報アクセス」をタップする
と、「位置情報サービス」の設定を変
更できます（rP.173）。

ウェブサイ
ト設定

ウェブページの詳細設定を行います。

項目 説明
帯域幅
の管理

ウェブペー
ジのプリ
ロード

Google Chromeがリンク先のウェブ
ページをバックグラウンドでプリロー
ドできるように設定します。

データ使用
量を節約

画像ファイルのサイズを圧縮したり、
その他の最適化を行ってデータ使用量
を節約するかどうかを設定します。

Chromeについて Chromeのバージョンや法的情報など
を確認できます。

CHROMEにログ
イン※2

本機に設定したGoogleアカウントでロ
グインします。

項目 説明
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LTE／3Gパケット通信を使って接続する
LTE／3Gパケット通信を利用してインターネットへ接続できます。
･ お買い上げ時は、次のアクセスポイントが設定されています。

本機に新しいアクセスポイントを追加します。
･ アクセスポイントの設定内容は、ご契約されている通信事業者にご
確認ください。

1 ホーム画面で「設定」

2 「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」
APN画面が表示されます。

3 →「新しいAPN」

4 アクセスポイントの設定を編集→「保存」
･ 編集を中止する場合は、「破棄」をタップします。

1 APN画面で利用するアクセスポイントの をタップ

アクセスポイントの設定を編集／削除します。
･ お買い上げ時に設定されているアクセスポイントの設定は、編集／
削除できません。

1 APN画面で編集／削除するアクセスポイント名を
タップ

2 アクセスポイントの設定を編集／削除
■ 編集する場合

aアクセスポイントの設定を編集→「保存」
･ 編集を中止する場合は、「破棄」をタップします。

■ 削除する場合
a →「APNを削除」

お知らせ

･ アクセスポイントの設定の際に、MCC／MNCを440／00以外
に変更すると、APN画面にアクセスポイントの設定が表示されな
くなりますので、変更しないでください。APN画面に表示されな
くなった場合には、APN画面で →「初期設定にリセット」をタッ
プするか、APN画面で →「新しいAPN」をタップして、再度ア
クセスポイントの設定を行ってください。

em.lite 通常は本アクセスポイントをご利用ください。
プライベートIPアドレスで接続されます。

新しいアクセスポイントを作成する

利用するアクセスポイントを切り替える

アクセスポイントを編集／削除する
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アクセスポイントの設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

1 APN画面で →「初期設定にリセット」

お知らせ

･ リセットすると、お客様が追加したアクセスポイントの設定は削除
されます。

1 ホーム画面で「設定」→「モバイルネットワーク」

2 「データローミング」にチェックを付ける
→注意内容を確認→「OK」
■ データローミングを許可しない場合

a「データローミング」のチェックを外す

お知らせ

･ 海外でのパケット通信のご利用は、高額となる場合がありますの
で、ご注意ください。
･ LTEネットワークは日本国内のみのご利用となります。

VPNに接続する
VPN（Virtual Private Network）は、保護されたローカルネット
ワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPN
は一般に企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構
内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。
本機からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセ
キュリティに関する情報を入手する必要があります。
･ 本機で対応しているVPNプロトコルは次のとおりです。ただし、
すべての環境で動作を保証するものではありません。
PPTP、L2TP/IPSec PSK、L2TP/IPSec RSA、IPSec Xauth
PSK、IPSec Xauth RSA、IPSec Hybrid RSA
･ あらかじめ、画面ロックの解除セキュリティを「パターン」「暗証
番号」「パスワード」に設定しておく必要があります。

1 ホーム画面で「設定」→「その他．．．」

2 「VPN」
VPN設定画面が表示されます。
･ 画面ロックの解除セキュリティを「パターン」「暗証番号」
「パスワード」以外に設定している場合は、注意画面が表示
されます。「OK」をタップし、画面ロックの解除セキュリ
ティを設定しなおしてください。

3 「VPNネットワークの追加」
･ VPN設定画面で をタップしても、ネットワークを追加
できます。

アクセスポイントの設定をリセットする

国際ローミング中にデータ通信を使用できるよ
うにする

VPNを追加する
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4 ネットワーク管理者の指示に従って項目を設定
･「キャンセル」をタップすると、設定を中止します。

5 「保存」

1 VPN設定画面で接続するVPNをタップ

2 必要な認証情報を入力→「接続」
VPNに接続するとステータスバーに が表示されます。

1 VPN設定画面で切断するVPNをタップ→「切断」
VPNが切断されます。

お知らせ

･ VPN接続中に通知パネルを開く→「VPNが有効になりました」→
「切断」をタップしても、VPNを切断できます。

VPN設定画面でVPNをロングタッチすると、次のメニューが表示さ
れます。

VPNに接続する

VPNを切断する

VPN設定画面のメニュー

項目 説明
ネットワークの編集 VPN設定の各項目を編集します。
ネットワークを削除 VPNを削除します。
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