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基本的な操作のしくみ

ホーム画面とランチャー画面

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。

ナビゲーションバーの操作

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と
呼びます。アイコンをタップして操作できます。

名称 説明

（戻る
キー）

1つ前の画面に戻ります。

（ホーム
キー）

ホーム画面を表示します。

（タスク
キー）

起動中のアプリケーション一覧を表示しま
す。また、ロングタッチすると各種設定がで
きます。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の
画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。
・ポップアップ画面が表示された場合に、ポップアップ画面以外の

領域をタップするとポップアップ画面を閉じます。

メニュー操作

各アプリケーションの画面に表示される をタップすると、その
画面で利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。

また、画面をロングタッチすると利用できる設定や項目が表示され
る画面もあります。

端末設定と設定操作

ホーム画面で をロングタッチ システム設定 をタップする

と、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。
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縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま
す。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない
場合があります。

スクリーンショットを撮影する

電源キーと音量キーの下を同時に長押しすると、表示されている画
面のスクリーンショットを撮影できます。

・撮影したスクリーンショットは、ギャラリーの「Screenshots」
アルバムなどから確認することができます。

アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

ホーム画面で

ランチャー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。

起動するアプリケーションをタップ

アプリケーションが起動します。
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アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりで
す。

・お買い上げ時のランチャー画面では「Google」のフォルダに格納
されているアプリケーションがあります。

アイコン 機能・サービス

（Book
Reader）

コミック、書籍、写真集、雑誌が楽しめる電
子書籍サービスです。

（Chrome） ウェブページが閲覧できます。

（COOKPAD）

毎日の料理を楽しみにしてくれる料理レシピ
検索サービス「COOKPAD」を起動します。料
理レシピの検索をはじめ、自分で作ったレシ
ピを投稿することもできます。

（Eメール）
Eメール（複数のアカウントを使用可）を送受
信します。

（Enjoy
パック）

Enjoyパックへの加入でご利用いただけるお得
なクーポンやエンタメコンテンツの紹介ペー
ジを起動します。

（Facebook）

SNSサービスFacebookの公式クライアントア
プリを起動します。

（Gmail）
Googleアカウントのメールを送受信できま
す。

（Google）
キーワードから本機内やウェブページを対象
に検索できます。

（Google
+）

Googleが提供するSNSのクライアントアプリ
であるGoogle+を起動します。

（Google設
定）

Googleアプリに関する設定をします。

（Internet
SagiWall）

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、お客様のス
マートフォンをお守りします。
危険なサイトを検知した場合、警告画面を表
示して、お知らせします。

（JoyHome）

ホーム画面をJoyHomeに切り替えると、テー
マを選ぶだけでホーム画面をかんたんに着せ
替えできます。

（My Y!
mobile）

ご契約内容の確認やご利用料金の照会などが
できる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」
に接続します。

（Play ゲー
ム）

Google Playからゲームをダウンロードして楽
しむことができます。

（Playスト
ア）

Google Playからさまざまなアプリケーション
のダウンロード・購入ができます。

（Playブッ
クス）

Google Playから新作、ベストセラーなどをダ
ウンロードして読むことができます。

（Playムー
ビー＆TV）

Google Play映画レンタルサービスにアクセス
して、鑑賞したい映画作品を選択してレンタ
ルできる動画アプリです。

（Qメモ+）
テキスト入力や画像などを挿入したメモを作
成できます。

（SmartWorld）
SmartWorldのサイトに接続します。

（ThinkFree
Viewer）

さまざまな文書フォーマットを簡単に読むこ
とができます。

（Twitter）

Twitterの公式クライアントアプリです。サ
イト上に短いメッセージを公開して、ほかの
人とコミュニケーションをとることができま
す。

（Wi-Fiス
ポット設定）

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、
ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ロ
グイン）することができるようになるアプリ
ケーションです。
ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサー
ビスへの加入が必要となります。

（Y!カーナ
ビ）

スマートフォン上でカーナビゲーションを利
用できます。渋滞情報、音声ナビや駐車場の
満車・空車情報、ガソリンスタンドの価格も
見ることができます。

（Y!ファ
イルマネー
ジャー）

本体内のデータやSDカード内のデータをド
ラッグ＆ドロップで簡単に操作・整理ができ
ます。

（Y!ブラウ
ザー）

ウェブページを閲覧することができるアプリ
です。最適化機能を搭載しており軽快に動き
ます。

（Y!ボック
ス）

写真や動画、テキストや音声データの保存や
閲覧、公開ができるストレージサービスで
す。

（Y!乗換案
内）

全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使っ
た乗り換えルートを調べられます。

（Yahoo!）

スマートフォン版のYahoo! JAPANが起動され
るアプリケーションです。「つぶやき」がわ
かる「リアルタイム」をはじめ、豊富な検索
メニューを用意しております。
また、ニュース、天気、災害など「いま知り
たい、知っておくべき」情報を確認すること
ができます。

（Yahoo!
ショッピング）

インターネット上でお買い物や自分のお店を
開くことができる、無料通販サービスです。

（YouTube）

動画を再生したり、録画した動画をアップ
ロードしたりできます。

（あんしん
バックアップ）

ご利用のスマートフォンの電話帳／ブック
マーク／カレンダー／Y!メールのそれぞれの
データをクラウドサーバーやSDカードなど
に保存したり、サーバーのデータをスマート
フォンに読み込むことができます。
スマートフォンの機種変更時に、これまでお
使いの機種から新たな機種にデータを移動し
たい場合にも便利です。

（位置ナビ
Link）

本機の現在地をほかのユーザーから検索がで
きるようになるアプリケーションです。
本アプリケーションの利用には、検索をす
るユーザーが、位置ナビに関するオプション
サービスに加入する必要があります。

（インター
ネット）

ウェブページを閲覧することができます。

（遠隔サ
ポート）

ワイモバイルカスタマーセンターでの電話サ
ポート用のアプリです。オペレーターにお客
様のスマートフォンの画面を共有し、操作を
サポートします。
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（音楽） 保存している音楽を再生できます。

（音声検
索）

Google音声検索を利用できます。

（カメラ） 写真や動画の撮影ができます。

（カレン
ダー）

カレンダーを表示して、予定の管理をしま
す。

（かんたん
設定）

My Y!mobileとYahoo! JAPAN IDの初期設定
や各Yahoo! JAPANアプリの設定をかんたんに
行えるアプリです。

（ギャラ
リー）

静止画／動画などを再生します。

（緊急速報
メール）

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を
受信することができます。
対象エリア内にいて速報をキャッチした場
合、警報音やバイブレーション、画面表示で
すぐにお知らせします。
また、国や地方公共団体からの災害・避難情
報なども受信できます。

（災害用伝
言板）

震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生し
た場合に、安否情報の登録、確認、削除がで
きます。
また、あらかじめ設定したEメールアドレスに
対して、安否情報が登録されたことを自動送
信することができます。

（写真）
写真や動画を閲覧できます。Google+にログ
インして、バックアップすることもできま
す。

（スマート
カスタム）

壁紙、ライブ壁紙、ウィジェット、アプリ、
着信音などをパッケージとしてダウンロード
できるアプリケーションです。

（スマート
セキュリティ）

「スマートセキュリティpowered by
McAfee®」はお客さまのスマートフォンを
ウイルス被害や個人情報の漏えいから守りま
す。
インストール済みのアプリケーション、メー
ル添付ファイル、SDカードを介して侵入した
ウイルスの削除を行います。

（スマホガ
イド）

Yahoo! JAPANが運営するスマホがもっと便利
で楽しくなる情報サイトを起動します。

（設定） 本機の各種設定を行います。

（ダウン
ロード）

ブラウザを利用してダウンロードしたファイ
ルの履歴をリストで確認することができま
す。
時間順に並べられているファイルをサイズ順
に並べ替えたり、ダウンロードしたファイル
をまとめて選択して削除したりすることがで
きます。

（タスク） タスクを管理できます。

（使い方ガ
イド）

ワイモバイルスマートフォンの操作に迷った
とき、疑問があったとき、すぐに使い方を確
認できるアプリケーションです。

（テザリン
グ）

4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルー
ターとして利用するためのアプリケーション
です。
ご利用にはテザリングオプションの加入が必
要です。

（天気）
設定した地域または現在地の天気予報を表示
するアプリケーションです。

（天気）
天気予報や雨雲レーダーを確認することがで
きるアプリです。

（電卓）
四則演算をはじめ、いろいろな計算ができま
す。

（電話）
電話を利用したり、電話の設定を行ったりで
きます。

（時計）
アラーム、タイマー、ワールドクロック、ス
トップウォッチを利用することができます。

（ドライ
ブ）

Googleドライブに保存したファイルを閲覧・
編集できます。

（ニュー
ス）

重要なニュースから話題のネタまで、世の中
の「今」がわかるニュースアプリです。

（ハングア
ウト）

写真や絵文字、動画などを使ってチャットが
できます。

（ファイル
マネージャー）

本体内のデータやSDカード内のデータの表示
や管理ができます。

（ペタット
カレンダー）

可愛いスタンプを貼り付けながら楽しく予定
を管理できるカレンダーアプリです。

（ボイスレ
コーダー）

音声を録音したり、再生したりできます。

（防災速
報）

地震、津波、豪雨など、災害情報をいち早く
お届けするアプリケーションです。
※「防災速報」の「地震・津波予報」の通知
をONに設定した場合、「緊急速報メール」の
通知を受信しづらくなることがあります。

（マップ）
現在地の表示、ほかの場所の検索や経路の検
索などが行えます。

（メール）
Y!mobile メール(@yahoo.ne.jp)を利用するた
めのアプリです。

（ヤフオ
ク!）

国内最大級のネットオークションサイト
「Yahoo!オークション」の公式アプリケー
ションです。

（連絡先）
よく連絡する連絡先の電話番号・メールアド
レスを登録したり、登録済の連絡先を閲覧・
管理することができます。
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電話番号について

自分の電話番号を確認する

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「一般」タブをタップ 端末情報

ステータス

電話番号を確認できます。

マナーモード／機内モードについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないよう
に設定できます。

・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時
の撮影開始／終了音、動画・音楽などの音声などは鳴ります。

電源キー（2秒以上長押し）

（サイレント）／ （バイブレート）

マナーモードが設定されます。

・音量キーの下を押し続けるとバイブレートに、バイブレート設定
中に音量キーの下を押すとサイレントに設定できます。
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機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

電源キー（2秒以上長押し）

携帯電話オプションメニューで 機内モードON OK

機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内
モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字の入力は、ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボード
を使用します。
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てら
れている「10キーキーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当
てられている「QWERTYキーボード」があります。また、「音声入
力」も利用できます。

・文字の入力方法は、あらかじめ日本語入力の「LG 日本語キーボー
ド」に設定されています。

キーボードを切り替える

文字入力画面で をロングタッチ

／

キーボードが切り替わります。
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10キーキーボード画面の見かた

文字入力キーをタップするたびに文字を切り替えて入力したり、
キーを上下左右にフリックすることで、各行の入力したい文字を入
力したりします。

音声入力モードに切り替えます。ロングタッチするとキー
ボードの切り替え、クリップボード、キーボード設定の選択
画面が表示されます。文字入力中は、同じキーに割り当てら
れた文字を逆順に表示します。

カーソルを左に移動します。

数字／絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。

入力する文字種を切り替えます。ロングタッチするとキー
ボードスタイル、入力言語を選択できます。

現在の文字種が表示されます。

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。

カーソルを右に移動します。

スペースを入力します。ひらがな入力中は文字を変換しま
す。

次の入力項目に移動、カーソルの位置で改行、入力中の文字
を確定します。

各キーに割り当てられた文字を入力します。

QWERTYキーボード画面の見かた

文字入力キーをタップして、表示されている文字を入力します。
「ひらがな漢字」の場合は、ローマ字で文字を入力します。

各キーに割り当てられた文字を入力します。

大文字／小文字入力を切り替えます。

入力する文字種を切り替えます。ロングタッチするとキー
ボードスタイル、入力言語を選択できます。

数字／絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。

音声入力モードに切り替えます。ロングタッチするとキー
ボードの切り替え、クリップボード、キーボード設定の選択
画面が表示されます。

現在の文字種が表示されます。

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。

次の入力項目に移動、カーソルの位置で改行、入力中の文字
を確定します。

カーソルを左／右に移動します。

スペースを入力します。ひらがな入力中は文字を変換しま
す。

文字種（文字入力モード）を切り替える

をタップするたびに、「英字」「数字」「ひらがな漢字」に切
り替わります。

文字入力画面で

文字種（文字入力モード）が切り替わります。ステータスバーに
文字種（文字入力モード）が表示されます。
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ひらがなを入力する（10キーキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で （4回） （2回） （1

回） （2回）

文字が入力されます。

・同じキーに割り当てられている文字を入力するときは、入力した
文字の背景が消えたあとに、そのまま次の文字を入力します。す

ぐに次の文字を入力したいときは、 をタップしてカーソルを
移動し文字を入力します。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボー
ド）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で

文字が入力されます。

漢字を入力する

「けいたい」を「携帯」と入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で、「けいたい」と入力

変換候補リストが表示されます。

・変換候補リストに表示しきれない変換候補は、変換候補リスト

の ／ をタップすると、表示／非表示を切り替えることがで
きます。

携帯

「携帯」が入力されます。

カタカナを入力する

10キーキーボードで「ケイタイ」と入力する方法を例に説明しま
す。

文字入力画面で （4回） （2回） （1

回） （2回） ケイタイ

「ケイタイ」が入力されます。
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英字を入力する

10キーキーボードで「keitai」と入力する方法を例に説明します。

・半角英字入力モードでの入力例です。

文字入力画面で

英字入力モードになります。

（2回） （2回） （3回）

（1回） （1回） （3回）

「keitai」が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

文字入力画面で

絵文字 ／ 記号 ／ 顔文字

絵文字などの一覧が表示されます。

絵文字や記号、顔文字をタップ

絵文字や記号、顔文字が入力されます。

・絵文字や記号、顔文字は連続して入力できます。
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フリック入力について

10キーキーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリックする
ことで、キーを繰り返してタップすることなく、入力したい文字を
表示することができます。

文字入力画面で を上下左右にフリック

フリックした方向の文字が入力されます。

・「あ」を入力するときは、 を1回タップします。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

文字入力画面で編集したい文字を2回タップしたり、ウェブページな
どでコピーしたいテキストをロングタッチすると、画面にテキスト
の編集メニューが表示されます。表示されるメニューアイコンは、
アプリケーションによって異なります。

文字入力画面で入力済みの文字を2回タップ、またはウェブページな
どでコピーしたい文字をロングタッチ

文字列が選択され、青色でハイライト表示されます。

・ すべて選択 をタップして、テキストをすべて選択することもで

きます。

／ を左右にドラッグして範囲を選択

切り取り ／ コピー

文字入力欄をロングタッチ 貼り付け

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。
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文字入力の設定を行う

LG 日本語キーボードで文字入力をする際の動作を設定できます。お
もな設定項目は次のとおりです。

項目 説明

入力モード切替 入力する文字種を切り替えます。

キーボードテー
マ

キーボードの表示テーマを変更します。

キーボード設定
キーボードに関する設定や辞書の編集、リ
セットなどができます。

入力拡張プラグ
イン

入力拡張プラグインを利用して、いろいろな
文字入力に関する機能を拡張します。

入力方法 文字入力ソフトを切り替えます。

文字入力画面で をロングタッチ

各項目をタップして設定

文字入力の設定が完了します。

Googleアカウントを利用する

Googleアカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活用
できます。Googleアカウントがないと利用できなかったり、機能が
制限されるアプリケーションがあります。

Googleアカウント利用時のご注意

GoogleアカウントのIDや暗証番号はお忘れにならないようご注
意ください。

Googleアカウントを取得する

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「一般」タブをタップ アカウントと同期

アカウントを追加

Google

Googleアカウントの追加画面が表示されます。
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新しいアカウント

名を入力 次へ 姓を入力

メールアドレスを入力

・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。

パスワードを入力 次へ パスワードを再度入力（確認

用）

後で バックアップと復元を有効にするかどうかを設定

Google Playから最新情報を受信するかどうかを設定

・再設定オプションを設定する場合は、 再設定オプションをセット

アップ をタップします。以降は、画面に従って操作してくださ

い。

同意する

歪んでいる文字を入力

・歪んだ文字が読みづらいときは、何か文字を入力して をタッ
プしてください。別の歪んだ文字が表示されます。

今は設定しない

・Google＋を利用する場合は、 ご利用開始 の順にタップ

します。以降は、画面に従って操作してください。
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スキップ

アカウントの取得が完了します。

・お支払い情報について設定する場合は、項目を選択して 次へ を

タップし、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。

Googleアカウントでログインする

Googleアカウントが必要なアプリケーションを起動すると、Google
アカウントの追加画面が表示されます。取得したGoogleアカウント
でログインすると、アプリケーションが利用できます。

Googleアカウントの追加画面で 既存のアカウント

Googleアカウントのログイン画面が表示されます。

メールアドレスを入力 次へ パスワードを入力

画面に従って操作

Googleアカウントのログインが完了します。

Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダ
ウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーショ
ンは、設定を変更することによって手動または自動で更新すること
ができます。あらかじめ、Googleアカウントでログインしておいて
ください。

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さま
ざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自
身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品
質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）
およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきま
して、当社は一切の保証を致しかねます。

無料アプリケーションをインストールする

ホーム画面で （Playストア）

Google Play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。

無料アプリケーションをタップ インストール 同意する

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。
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有料アプリケーションを購入する

ホーム画面で （Playストア）

Google Play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。

有料アプリケーションをタップ 金額をタップ 画面に従っ
て操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは1度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの
際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogleアカウントを設定しているAndroid搭載機器であれ
ば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要
求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されませ
ん。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、1度だけ有効
です。

Google Play画面の左端を右にフリック マイアプリ

アプリケーションをタップ 払い戻し

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリ
ケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた
場合、当社は責任を負いかねます。

アプリケーションを更新する

ホーム画面で （Playストア）

Google Play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。

Google Play画面の左端を右にフリック マイアプリ 更新

するアプリケーションをタップ 更新 画面に従って操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされます。

・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。

アプリケーションを自動的に更新する

Google Play画面の左端を右にフリック マイアプリ

アプリケーションをタップ 自動更新 （ 表

示）

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも
あります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインス
トールすることもできます。

ホーム画面で （Playストア）

Google Play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。

Google Play画面の左端を右にフリック マイアプリ アン

インストールするアプリケーションをタップ アンインストー

ル OK

アプリケーションがアンインストールされます。
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Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面の左端を右にフリック ヘルプ

ヘルプのウェブページが表示されます。

画面に従って操作

各項目の説明が表示されます。

暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用暗証番号（発着信規制用暗証
番号）が必要になります。ご契約時の4桁の暗証番号で、オプション
サービスを一般電話から操作する場合や、インターネットの有料情
報申し込みに必要な番号です。

・交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）はお忘れにならない
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。

・交換機用暗証番号（発着信規制用暗証番号）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。

・入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更がで
きなくなります。この場合、交換機用暗証番号（発着信規制用暗
証番号）の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳しく
は、お問い合わせ先までご連絡ください。

・以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様
は、発着信規制を設定する際に、その変更された番号を入力して
ください。
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PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の
無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設
定されています。

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コードを入力する画面を表示するように
設定できます。

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「一般」タブをタップ セキュリティ

USIMカードのロック設定 USIMカードのロック PINコー

ドを入力 OK

PINコードが有効になります。

PINコードについてのご注意

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、サポート店にて
USIMカードの再発行（有償）が必要となります。

PINコードを変更する

PINコードを有効にしている場合のみ操作できます。

ホーム画面で をロングタッチ システム設定

「一般」タブをタップ セキュリティ

USIMカードのロック設定 USIM PINの変更 現在のPIN

コードを入力 OK 新しいPINコードを入力 OK

新しいPINコードを再度入力 OK

PINコードが変更されます。
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画面をロックする

一定時間何も操作しないと、画面がロックされます。電源キーを押
して手動で画面をロックすることもできます。電池パックの消耗を
抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤動作を防ぐ
ことができます。

画面ロックを解除する

スリープモード中（画面ロック設定時）に電源キーを押す

ロック画面が表示されます。

画面をフリック

画面ロックが解除されます。

・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解
除方法の設定については「画面のロック」を参照してください。

ソフトウェアの更新について

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認
し、必要なときには更新ができます。

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されて
いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ
トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。
なお、データ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。
ソフトウェア更新を行うと設定の一部はお買い上げ時の状態に戻
ります。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新
には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、バッ
テリー残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波
状態が悪くなったり、バッテリー残量がなくなると、更新に失敗
することがあります。更新に失敗すると本機が使用できなくなる
ことがあります。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

メモリの空き容量が不足している場合

ソフトウェア更新に必要なメモリの空き容量が不足している状態
で、ソフトウェア自動更新が行われた場合、ダウンロードできな
かった旨の通知情報は表示されませんのでご注意ください。

ソフトウェアを更新する

お買い上げ時は、ソフトウェア更新が必要な場合に自動で最新のソ
フトウェアに更新するように設定されています。手動でソフトウェ
ア更新を行う場合は、次の操作を行います。

ホーム画面で をロングタッチ システム設定
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「一般」タブをタップ 端末情報

更新センター

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新画面が表示されます。

・ソフトウェア更新についての確認画面が表示されたときは、 「ソ

フトウェア更新」に同意します にチェックを付けて 同意する

をタップしてください。

アップデートを確認 画面に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新設定時の操作

更新ソフトウェアを自動でインストールするように
設定する

ソフトウェア更新画面で 更新ソフトウェアの自動インストー

ル 「ダウンロードした更新内容の自動インストール」に

同意します 同意する

・「更新ソフトウェアの自動インストール」のチェックを外した
場合、ダウンロードしたソフトウェアを手動でインストールす
る必要がありますのでご注意ください。

ソフトウェア更新を自動確認し、ダウンロードする
ように設定する

ソフトウェア更新画面で 更新内容を自動で確認し、ダウンロー

ドします 「更新内容の自動確認およびダウンロード」に

同意します 同意する

・「更新内容を自動で確認し、ダウンロードします」のチェック
を外した場合、本機を最新の状態に保つことができなくなる場
合がありますのでご注意ください。
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