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ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れたときに表示される、本機の操作の中心と
なる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーション
のショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることがで
きます。

ホーム画面の見かた

名称 説明

ステータス
バー

下にドラッグすると、通知パネルを表示しま
す。

画面表示位
置

複数のホーム画面のうち現在の表示位置を示
します。

クイックメ
ニュー

アイコンをタップすると、アプリケーション
や機能を起動できます。お好みのアプリケー
ションのショートカットを最大6つまで設定
できます。フォルダを設定することもできま
す。

ナビゲー
ションバー

アイコンをタップして操作します。ナビゲー
ションバーについては「ナビゲーションバー
の操作」を参照してください。

カスタマイ
ズエリア

アプリケーションのショートカットやフォル
ダ、ウィジェットを自由に配置できます。

ランチャー
ボタン

ランチャー画面を表示します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、最大7つのシートに分かれています。各ホーム画面を
アプリケーションのショートカットやウィジェットなどでカスタマ
イズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックする
と、ホーム画面シートを切り替えることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに をタップする
と、最初のホーム画面に戻ります。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの
通知アイコンや、本機の状態をお知らせするステータスアイコンが
表示されます。

ステータスバーの見かた

通知アイコン

ステータスアイコン

おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものが
あります。

アイコン 説明

ステータスバーを下にドラッグすると表示さ
れる通知パネルから、使い方ガイドを起動で
きます

不在着信あり

着信中

通話中1／発信中1

新着ボイスメールあり

新着Gmailあり

新着eメールあり

新着Y!mobile メールあり

新着メッセージあり（ハングアウト）

緊急速報メール受信

USB接続中

データのアップロード

データのダウンロード

アプリケーションのアップデート通知

アプリケーションのインストール完了

スクリーンショットあり

音楽を再生中

カレンダーの予定通知あり

スヌーズ中／未確認のアラームあり

SDカードの取り付け／取り外し

1　ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。
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おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のような
ものがあります。

アイコン 説明

電池パック残量十分

電池パック充電中

電池パック残量が少ない状態（3%～15%以
下）

電池パック残量が少ない状態（2%以下）

電波レベル

データ通信中（4G）

データ通信中（3G）

圏外

機内モード設定中

Wi-Fiネットワーク接続中

Bluetooth®をONに設定中

Bluetooth®デバイスに接続中

マナー（バイブレート）モード設定中

マナー（サイレント）モード設定中

アラーム設定中

現在地取得中

NFC機能利用中

通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、通知パネルを開くことがで
きます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容を確認できま
す。

通知パネルを開く

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。通知アイコンとその内容を確認でき
ます。

通知パネルを閉じる

通知パネルを上にドラッグ

・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。
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通知パネルの見かた

名称 説明

各種項目を
設定

各機能のオン／オフなどを設定できます。

左にスライドし 編集 をタップすると、項目

を変更することができます。

Qスライド
アプリ

マルチタスクでアプリケーションを起動でき
ます。

左にスライドし 編集 をタップすると、項目

の表示順を入れ替えることができます。

画面の明る
さ

画面の明るさを変更します。

ボリューム 着信音を調節します。

通知／実行
中の項目

通知の内容や実行中の項目などを確認できま
す。

設定 各種設定を行うことができます。

消去
通知パネル内の表示を消去します。ただし通
知内容によっては消去できない場合がありま
す。

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、
フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで
きます。

ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 移動したい場
所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 「削除」まで
ドラッグ

壁紙を変更する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 壁紙

・ホーム画面で をロングタッチ ホーム画面設定 壁

紙 をタップしても表示できます。

壁紙を選択

壁紙が設定されます。

・選択した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。
画面に従って操作してください。
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テーマを変更する

ホーム画面やロック画面の壁紙などのテーマを変更できます。

ホーム画面で をロングタッチ テーマ

・ホーム画面で をロングタッチ ホーム画面設定

テーマ をタップしても表示できます。

テーマをタップ

・ Download ／ + をタップすると、SmartWorldのサイトに接続

し、テーマをダウンロードすることができます。

適用

テーマが設定されます。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ アプリ

ショートカットを作成するアプリケーションをタップ

ショートカットが追加されます。

・設定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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ウィジェットを追加する

追加できるおもなウィジェットは次のとおりです。

項目 説明

"4x1"／"4x2"
Yahoo!ニュー
ス

Yahoo!ニュースを表示します。

（1x1）／
（2x1）／
（4x1）Y!天
気・災害

天気・災害情報を表示します。

（4x1）Yahoo!
検索

Yahoo検索を利用できます。

（大）／（中）
／（小）ヤフオ
ク!ウィジェッ
ト

ヤフオク!を表示します。

おすすめのコン
テンツを楽しむ

Google Playのおすすめコンテンツを表示しま
す。

お気に入り お気に入りの連絡先が表示されます。

カレンダー
（月）／（週）
／（予定リス
ト）

カレンダーの予定を表示します。

コンテンツ
（2x1）／
（4x1）

Yahoo! JAPANのコンテンツを表示します。

ショートカット
設定

設定メニューの任意の設定項目を起動できま
す。

ドライブ Google ドライブを利用できます。

ハングアウト
写真や絵文字、動画などを使ってチャットを
します。

ブックマーク
インターネット／Chrome／Y!ブラウザーの
ブックマーク一覧を表示します。

フラッシュラ
イト

フラッシュライトを点灯／点滅させます。

ミュージック
（プレイリス
ト）

「音楽」アプリケーションのプレイリストを
貼り付けます。

メッセージを
送る

ハングアウトでメッセージを送信できます。

音楽 音楽を再生します。

経路を検索 ナビを利用できます。

再生-マイライ
ブラリ

動画や書籍などのコンテンツを表示すること
ができます。

時計
時計を表示します。タップすると「時計」ア
プリケーションを起動できます。

書籍
Google Playからダウンロードした書籍を貼り
付け、閲覧できます。

天気 天気を表示します。

発信 登録している連絡先に電話を発信します。

連絡先 登録している連絡先を表示します。

COOKPAD 検索
ボックス

「COOKPAD」アプリケーションの検索ボック
スを表示します。

COOKPAD 話題
のレシピ

「COOKPAD」アプリケーションの話題のレシ
ピを表示します。

Eメール
Eメールのアカウントやフォルダを選択して表
示します。

Facebook
Buttons

Facebookにコメントを投稿したり、画像を選
択してアップロードできます。

Facebook
Status

Facebookのコメントを表示したり、投稿した
りできます。

Gmail Gmailの新着メールなどを表示します。

Gmailのラベル
Gmailのラベルを貼り付けて、すぐに内容の確
認ができます。

Google Now
時間帯や現在地、ロケーション履歴に基づい
てそのときに必要と思われる情報を自動的に
表示します。

Google Play
ブックス

Google Playブックスで購入した電子書籍を閲
覧します。

Google+ユー
ザーの場所

Google+ユーザーの位置情報を表示します。

Google+投稿 Google+の投稿などを確認できます。

Google検索 ウェブページや本機内を検索できます。

Playストア
Playストアで配信されているアプリケーショ
ンをランダムに表示します。

Pocket WiFi
（1x1）／
（2x1）／
（4x1）

Wi-FiテザリングのON／OFFを行います。

Qメモ+
「Qメモ+」のアプリケーションを表示しま
す。

Twitter（小）
／（大）

Twitterのツイートを表示します。ダイレクト
にツイートすることもできます。

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。駅やバ
ス停だけでなく、住所や施設名で指定できま
す。
また、時刻表や運行情報、路線図も見られま
す。

Yahoo! JAPAN

ホーム画面をもっと便利にする、Yahoo!
JAPAN公式ウィジェットです。
検索窓からすぐにYahoo!検索をしたり、
ニュースや天気を簡単に確認することができ
ます。

YouTube YouTubeのおすすめ動画を表示します。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ウィジェッ

ト

ウィジェット一覧画面が表示されます。
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対象のウィジェットをタップ

ウィジェットが追加されます。

・設定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。

フォルダを追加する

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ

フォルダが追加されます。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ ウィンドウ上部のタ

イトルバーをタップ フォルダ名を入力 OK
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