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基本的な操作のしくみ

ホーム（Feel UXホーム）

本機のおもな操作は、Feel UXホームから行います。Feel UXホーム
は、アプリケーションを起動する「アプリシート」、ウィジェット
を操作したり、よく利用するアプリケーションなどのショートカッ
トを追加できる「デスクトップシート」の2つのシートで構成され
ています。詳しくは、「Feel UXホームのしくみ」を参照してくださ
い。

・各シートを左右にフリックすると、シートを切り替えることがで
きます。

・ほかの画面からFeel UXホームに戻るときは、画面下部の を
タップします。

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。

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される部分を、「ナビゲーションバー」
と呼びます。ナビゲーションバーのアイコンをタップすると、その
操作が行えます。

・アイコンの間隔は変更できます。詳しくは、「ナビゲーション
キーの設定」を参照してください。

アイコン
（名称）

はたらき

（バック
キー）

1つ前の画面に戻ります。

（閉じる
キー）

ソフトウェアキーボードを閉じます。

（ホーム
キー）

Feel UXホームに戻ります。

（メニュー
キー）

メニュー画面を表示します。

（アプリ使
用履歴キー）

クイックランチャーを起動／終了します（起
動／終了する画面を、アプリ使用履歴に変更
することもできます）。
ロングタッチすると通知パネルの表示／非表
示を切り替えます。

ナビゲーションバーからアシスト機能対応
のアプリケーションを起動する

ナビゲーションバーから上にドラッグ 表示されたアイコン
までドラッグして指を離す

・表示されたアイコンによっては、指を離すとアプリケーション
の選択画面が表示されるものもあります。
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アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分
を、「アクションバー」と呼びます。アクションバー右側には、そ
の画面でよく利用される機能のアイコンが表示されます。

・アクションバーに ／ が表示されているときは、アイ
コンをタップするとON／OFFを切り替えることができます。

・アクションバーに （全選択）／ （全解除）が表示されてい
るときは、アイコンをタップすると選択や解除を一括で行うこと
ができます。

メニュー操作

画面下部の 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。

・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。

片手で操作する

片手で操作をしやすくするために、画面表示を縮小することができ
ます。

ナビゲーションバーから上にドラッグ ／ までドラッグ
して指を離す

画面表示が縮小されます（縮小画面）。

・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。
・全画面に戻すときは、ナビゲーションバーから上にドラッグした

あと、 ／ までドラッグして指を離します。

画面縮小モード時の操作

縮小画面を移動する

縮小画面で 画面をドラッグして位置を移動 OK

縮小画面サイズを拡大／縮小する

縮小画面で 画面をピンチアウト／ピンチインして拡大

／縮小 OK
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端末設定と設定操作

アプリシートで （基本機能） （設定）の順にタップする
と、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

・設定項目には、右端にチェックボックス（ ／ ）が付いたも

のがあります。これらは、タップするたびに有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。

・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ／フリックして設定

するものもあります。また、 や などをタップすると、さら
に細かな設定が行えるものもあります。

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切り替わらない
場合があります。

・本機を持っている間は、縦表示から横表示に切り替わらないよう
に設定もできます。詳しくは、「グリップセンサーを利用する」
を参照してください。

スクリーンショットを撮影する

と音量Downキー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、コンテンツマネージャーの

Photo などから確認することができます。

・Clip Nowを利用して、本体の上の縁をなぞるだけでスクリーン
ショットを撮影することもできます。詳しくは、「Clip Nowを利
用する」を参照してください。
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グリップセンサーを利用する

グリップセンサーを利用すると、本機を手に持ったときにウェルカ
ムシート（ロック画面）を表示したり、本機を持っている間は画面
が縦表示から横表示に切り替わらないようにすることなどができま
す。

アプリシートで （基本機能） （設定）

便利機能

便利機能画面が表示されます。

グリップセンサー

グリップセンサー画面が表示されます。

・デスクトップシートで （グリップ設定）をタップしても、グ
リップセンサー画面が表示されます。

アクションバーの

グリップセンサーが有効になります（ 表示）。

・グリップセンサーを無効にするときには、 をタップします

（ 表示）。

各項目を設定

設定が完了します。

グリップセンサーについて

グリップセンサーは左右両方に触れることで反応します。片方だ
け触れてもセンサーは反応しませんので、左右両方に触れるよう
に本機を握ってご利用ください。また、手を離すときは左右両方
のセンサーから離してください。片方だけ触れていてもセンサー
は反応したままとなります。

グリップセンサー有効時の操作

画面消灯時に本機を手で持つと表示される画面を設
定する

グリップセンサー画面で 持ったときの表示 時計表示

／ ロック画面表示 ／ 表示しない

・ を押して画面を消灯させた直後（約2秒間）は、本機を
持っても、画面が表示されない場合があります。

・ 時計表示 に設定しているときは、時計表示中に を押す

と、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。
・ 時計表示 に設定しているときに Sweep ON を ON ／ 持っ

ているときON（グリップセンサー有効時） に設定している場

合は、時計表示中にディスプレイを指でフリックしても、ウェ

ルカムシート（ロック画面）を表示できます。 Sweep ON に

ついて詳しくは、「モーションによる画面ON／OFFの設定」を
参照してください。

・ ロック画面表示 に設定するときは、 画面のロック を な

し 以外に設定してください。 なし に設定している場合は、

ディスプレイは表示されますがロック画面は表示されません。

画面のロック について詳しくは、「ロックとセキュリティの

設定」を参照してください。
・手や物などによって誤動作防止／明るさセンサーが覆われてい

ると、グリップセンサーに触れても画面が表示されない場合や
操作できない場合があります。また、本機の設定にかかわらず
ディスプレイの表示が消える場合があります。
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着信中やアラームが鳴動中に本機を手で持ったと
き、音量を最小にしてバイブレータを動作させるか
どうかを設定する

グリップセンサー画面で 着信時音量ダウン

・ 着信時音量ダウン をタップするたびに、有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。

本機を手で持っている間、画面を縦表示から横表示
に切り替わらないようにするかどうかを設定する

グリップセンサー画面で 画面回転抑止

・ 画面回転抑止 をタップするたびに、有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。
・利用中のアプリケーションによっては、設定に従わない場合が

あります。

通知アイコンの表示があり、ディスプレイの表示が
消えている場合に本機を持つと、バイブレータでお
知らせするかどうかを設定する

グリップセンサー画面で バイブでお知らせ アクション

バーの （ 表示）

・バイブでお知らせを無効にするときは、 をタップします

（ 表示）。
・ お知らせ回数 1回 ／ 通知確認まで毎回 をタップする

と、バイブレータで通知する回数を設定できます。
・ 通知アプリ設定 アプリ登録 アプリを選択 アプ

リ登録 と操作すると、バイブレータで知らせる対象のアプリ

ケーションを登録できます。
・ 通知アプリ設定 アプリ解除 アプリを選択 アプ

リ解除 はい と操作すると、バイブレータで知らせる対

象のアプリケーションを解除できます。
・通知アイコンを消去した場合や、通知パネルを開いた場合はバ

イブレータは動作しません。

音楽や動画などを視聴中に本機を置いたときの音量
変化を設定する

グリップセンサー画面で メディア視聴中音量アップ 画面

に従って操作

・次の場合、音量は変化しません。
・メディア再生音量を「0」にしている場合
・テレビチャンネルサーチ中やデータ読み込み中、一時停止の
場合
・イヤホンマイクやBluetooth®機器を接続して再生している
場合

カバーを装着しているかどうかを設定する

グリップセンサー画面で カバー装着設定 カバーなし

／ カバーあり

・ カバーあり に設定する場合は、あらかじめ本機にケースやカ

バーを装着しておいてください。

シャープのサイトに接続して、グリップセンサーの
使いかたを動画で確認する

グリップセンサー画面で 機能紹介 アプリケーション（

Chrome 、 Y!ブラウザー 、 Yahoo! など）をタップ

常時 ／ 1回のみ

グリップセンサー利用時のご注意

次の場合はグリップセンサーが正しく動作しないことがありま
す。また、誤作動の原因となりますのでご注意ください。
・手袋をしたままでの操作
・本機にケースやカバーなどを装着したままでの操作

※ケースやカバーによっては、装着したまま使用できるものも
あります。ケースやカバーを装着したあと、グリップセンサー

の カバー装着設定 を カバーあり に設定してください。

・金属製のものがセンサーに触れたままでの操作
・手が濡れたままでの操作
・グリップセンサーが有効な状態で、カバー着脱をした場合
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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

アプリシートで、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。

・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終了する

アプリケーション起動中に をくり返しタップし、Feel UXホー
ムに戻ると、アプリケーションは終了します（一部、終了しないア
プリケーションもあります）。

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を紹介します。

アプリケーション はたらき

（AV家電リンク）

テレビやレコーダーとWi-Fi接続するこ
とで、手軽にホームネットワーク機能
を利用できる、スマートファミリンク
に対応しています。
スマートファミリンクの機能や設定方
法をわかりやすく案内したアプリケー
ションです。

（Chrome）

インターネットにアクセスして、検索
やウェブページの閲覧が可能です。
PC版Chromeアプリとの同期にも対応
し、ブックマーク等のデータを連携さ
せることができます。
また、シークレットタブなどプライバ
シー機能にも対応しています。

（Clip Now）

本体の上の縁をなぞるとスクリーン
ショットが撮れます。ウェブページで
はURLも保存できます。
撮影したスクリーンショットの確認や
共有も簡単にできます。

（Enjoyパック）

毎月500円分のパケットがもらえて、
さらに「Yahoo!プレミアム」の特典が
使い放題。
インターネットが思いきり楽しめる。
ワイモバイル限定のお得なサービスで
す。

（Facebook）

本機には、世界最大のSNSサービス
Facebookの公式アプリを搭載していま
す。
プロフィールの確認や、写真やメッ
セージの投稿ができます。また、友達
の写真や近況をチェックしたりもでき
ます。

（Gmail™）

Googleが提供しているメールサービス
であるGmailをいつでも、どこでも利用
することができます。
キーワードを入力しメールを検索した
り、メールにラベルを追加することに
よって、整理することができます。

（Google）

Google™ 検索を利用して、インター
ネット上の情報や、本機のアプリケー
ションを検索することができます。
世界のさまざまなWebページや地図、
動画、お店の住所や乗換案内など、さ
まざまな関連情報が表示されます。

（Google+™）

Googleが提供するソーシャルサービ
ス。
友達や家族、同じ趣味の仲間など自由
にグループ分けしてサークルに登録す
れば、そのサークルのユーザーとだけ
情報を共有することもできます。

（Google設定™）

Google+やGoogle+と連携させている
アプリへのアクセス、Google マップ
™やGoogle 検索など、Googleの各種
サービスの設定をまとめて行うことが
できます。
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（GYAO!）

日本最大級の動画アプリGYAO! 人気
アーティストのライブから、今クール
のテレビドラマやアニメ、ハリウッド
超大作、注目の日本映画まで、圧巻の
ラインナップをすべて無料で配信しま
す。

（Gガイド番組表）

地上波／BSデジタルのテレビ番組表の
閲覧ができます。
番組詳細からSNSサービスへの投稿
や、ワンセグ視聴アプリとの連携によ
り視聴予約／録画予約ができます。

（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）

着せ替えテーマを選ぶだけで、かんた
んにホーム画面を着せ替える事ができ
ます。
省電力でバッテリー長持ち、サクサク
動作の無料着せ替えホームアプリで
す。

（LOHACO）
ヤフーとアスクルがお届けするネット
通販アプリです。

（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。

（OfficeSuite）

パソコンなどで作成された
Microsoft®Word／Excel®／
PowerPoint®やPDFのファイルを表示
することに対応したアプリケーション
です。
対象ファイルを閲覧・確認したいとき
に、手軽に利用することができます。

（Play ゲーム）

Google Play™のゲームをまとめて楽し
むことができます。
新しいゲームの発見、実績やスコアの
管理、世界中の友達とのマルチプレイ
が簡単に行えます。

（Playストア）

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。

（Playブックス）

お気に入りの書籍や著者の作品をどこ
にいても読むことができます。
Google Playより、新作、New York
Timesのベストセラー、将来有望な著
者、無料書籍など、数百万もの書籍の
中から選ぶことができます。

（Playムービー＆
TV）

Google Playから動画をレンタルした
り、ダウンロード・インストールした
動画を視聴できます。

（SHカメラ）

オートフォーカスに対応したカメラで
静止画や動画の撮影を行うことができ
ます。
撮影サイズやホワイトバランスなど
様々な設定を変更して撮影が可能で
す。連写撮影などにも対応していま
す。また、各設定アイコンを表示させ
れば、簡単に設定を変更することがで
きます。

（Swipe Pair）

2台の端末を並べて画面をなぞるだけ
で、簡単にペアリングができます。写
真を共有したり1枚の写真を大きく表示
したりなど写真の楽しみ方が広がりま
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!天気 for SH）

設定した地域または現在地の天気予報
を確認できます。ステータスバーに天
気と降水確率を表示できるので、ほか
のアプリケーションを使用していると
きでも天気をチェックすることができ
ます。

（Y!カーナビ）

Yahoo!カーナビは、スマートフォン
にインストールするだけ。便利な機能
満載のカーナビが無料で手に入る上、
データ更新料も一切不要です。

（Y!ショッピン
グ）

アプリでサクサクお買い物。

（Y!地図）

見やすいデザインで施設の3D表示にも
対応。今空いてるお店や最適ルート案
内、雨雲レーダーなど便利な機能が満
載！

（Y!乗換案内）

全国の鉄道・飛行機・バス・フェリー
の乗換案内です。
駅やバス停が検索できるので、行き方
が変わらない所へのルートを案内して
くれるお出かけの際に便利なアプリで
す。
駅名が分からなくても建物名や会社名
を直接検索することもできます。
時刻表データも素早く更新されるので
出かける際はいつでも最新情報を利用
できます。

（Y!バックアッ
プ）

あんしん、かんたん、わかりやすい！
写真や動画、連絡先など大切なデータ
はボタンひとつでかんたんバックアッ
プ！

（Y!ファイルマ
ネージャー）

写真や音楽など、端末にあるファイル
をドラッグ＆ドロップで簡単に操作・
整理できる新感覚のファイル管理アプ
リです。

（Y!ブラウザー）
Yahoo!検索を利用して、インターネッ
ト上の情報を検索できます。
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（Yahoo!）

いつものヤフーに簡単アクセス。
検索機能に最新ニュース、天気情報な
ど、いつも必要な情報はもちろん、災
害速報通知も備えたポータルアプリで
す。

（YouTube™）

YouTubeにアップロードされている、
さまざまな動画コンテンツを視聴する
ことができます。
本機からも高画質モードで再生するこ
とができます。
本機のカメラで撮影した動画のアップ
ロードを行うこともできます。

（アラーム・時
計）

アラーム、世界時計、ストップウォッ
チ、タイマーを利用することができま
す。
世界時計では世界のさまざまな地域の
時間を確認することができます。
また、地域を追加して同時に複数の地
域を確認することができます。

（アルバム）

本機のカメラで撮影したり、本体メモ
リやSDカードに保存した静止画や動画
などを自動的に人物タブ、イベントタ
ブ、地図タブに整理して表示します。
また、自動的に整理された静止画や動
画を手動で再整理することやPicasa™
／mixi等のオンライン画像を表示する
こともできます。

（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／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。

（エンタメパッ
ク）

GYAO!の映画、ドラマ、アニメなど5万
本以上の映像がCMなしで見放題！
さらに、コミック、雑誌、書籍の2.5万
冊以上の電子書籍が読み放題、音楽も
聴ける総合エンタメサービス。
※サービス内容が一部変更となる場合
がございます。

（おサイフケータ
イ）

電子マネーとして、コンビニエンスス
トアなどで利用したり、チケットとし
て使える、おサイフケータイ®のサー
ビスを利用することができます。
モバイルSuica®などのサービスが充実
しています。

（音声検索）

検索キーワードをキー操作入力するこ
となく、本機に向かって話すだけで、
インターネット上のさまざまな情報を
検索することができます。
Webサイトや地図、動画、お店の住所
や乗換案内など、さまざまな関連情報
が表示されます。

（カメラ）
Google標準のカメラアプリです。全天
球撮影であるPhoto Sphere™に対応し
ています。

（カレンダー）

カレンダーを確認したり、予定を管理
したりすることができます。
カレンダー画面の表示は、日／週／月
に切り替えることができます。
インターネット上のGoogle カレンダー
™と同期することもできます。

（かんたん設定）

My Y!mobileへの登録と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ツールで
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。

（検索ファイン
ダー）

カメラで写した単語や文章をなぞるこ
とで、関連する単語／動画／静止画を
検索することができます。検索結果は
なぞった文字列の周辺に配置して、
検索ファインダー画面上で表示されま
す。

（コンテンツマ
ネージャー）

端末／SDカードに保存されている静止
画、動画、音楽やその他のファイルを
確認することができます。
コンテンツマネージャーからmicroSD
と端末容量の設定を確認することもで
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。

（辞書）

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べ
ることができます。
調べた単語は、単語カードに登録する
ことができます。
ネット辞書（インターネット上の辞
書）を利用して、最新の、さまざまな
情報を検索することもできます。

（写真）
撮影した静止画や動画を表示・編集し
たり、Google+にバックアップするこ
とができます。

（初期設定）

Googleアカウントの設定やWi-Fiの設
定など、本機をご利用いただくにあ
たって必要な設定を一括して行えるア
プリケーションです。
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（スマートカスタ
ム）

アプリ、ウィジェット、壁紙、着信音
をパッケージとしてダウンロード＆適
用できるAndroid™端末向けカスタマイ
ズサービスです。

（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。
お使いの端末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したり、
アプリが扱うことができる個人情報の
内容を評価します。

（スマホガイド）

操作方法や便利な使い方、気をつけた
いことなど、スマートフォン利用の知
恵を紹介します。
スマホユーザーが知っておきたい情報
を掲載しています。

（設定）

サウンド・バイブ設定、壁紙・ディス
プレイ設定、省エネ設定などの基本設
定や、通話／メール／使い方ガイドな
どの各アプリ設定など、本機のさまざ
まな設定を変更したり確認することが
できます。

（体験しよう！）

本機に搭載されている機能を、画面を
見ながら実際に体験できます。便利だ
と思えば、設定画面に切り替えること
なく、その場ですぐに設定できます。

（ダウンロード）

Chromeなど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。

（使い方ガイド）
スマートフォンの操作に迷ったとき、
疑問があったとき、すぐに取扱説明書
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。

（テレビ）

本機では、日本国内の地上デジタルテ
レビ放送、移動体通信向けサービス
「ワンセグ」を楽しむことができま
す。ワンセグを視聴するだけではな
く、視聴
予約を番組表からや、手動で入力して
行うこともできます。

（電子書籍
GALAPAGOS）

電子書籍サービス「GALAPAGOS
STORE」を利用できるアプリケーショ
ンです。
電子書籍の購入、閲覧ができます。購
入した書籍はネット書庫で一元管理さ
れます。
定期配信／辞書連携機能なども使用す
ることができます。

（電卓）

四則演算（足し算、引き算、かけ算、
割り算）、百分率（パーセント）や
ルートの計算ができます。
メモリ機能も搭載されているので、メ
モリ機能を使用してさまざまな計算を
行うことができます。

（電話）

電話をかけたり、受けたりすることが
できます。海外に電話をかけるときも
使用します。
発着信履歴を表示して発着信を確認し
たり、履歴から相手に発信することも
できます。

（電話帳）

電話番号やメールアドレスを登録する
ことができます。
メールアドレスだけではなく、誕生
日、ニックネームなどを登録すること
もできます。
また、登録した電話帳ごとに着信音を
設定することもできます。

（ドライブ）

Google ドライブ™は、Googleのオンラ
インストレージサービスです。ファイ
ルをGoogle ドライブに保存したり、共
有したりすることができます。

（ニュース）

毎日知っておきたい重要なニュースか
ら、息抜きにもっと知りたい話題の
ネタまで、あなたが知りたい世の中の
「今」をまとめてお届けします。

（ハングアウト）
写真や絵文字、ビデオハングアウトな
どを無料で使用して、1対1やグループ
での会話を楽しむことができます。

（ブックストア）

3,500冊以上の無料漫画や、Yahoo!
ブックストアで購入済みの本がオフラ
インで楽しめます。
また、Yahoo!ブックストアで提供中の
20万冊以上の本が立ち読みできます。
エンタメパックの読み放題サービスも
本アプリで利用可能です。

（ボイスレコー
ダー）

会議や取材などの音声を、端末に録音
することができます。録音した音声の
再生も行うことができます。再生中に
は早送り、早戻し操作が可能です。ま
た、再生画面から録音したファイルの
一覧を確認することもできます。

（歩数計）

歩数などを記録することができます。
歩数だけでなく、歩行距離、消費カロ
リー、脂肪燃焼量なども表示されま
す。
これまでの履歴を確認することができ
ます。

（翻訳ファイン
ダー）

カメラをかざすだけで、英語を日本語
へリアルタイムに翻訳することができ
ます。翻訳ファインダーの画面を撮影
することも可能で、撮影画面上の文字
を選択して、ネット検索や辞書検索な
どをすることもできます。
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（マップ）

現在地の地図を表示したり、目的地ま
での経路を調べたりすることができま
す。
交通情報を表示したり、航空写真で景
色を確認したりもできます。
ストリートビューや立体表示のほか、
コンパスモードも搭載されています。

（ミュージック）

端末／SDカードに保存されている音楽
を再生することができます。
アルバム別、アーティスト別に表示す
ることができます。
また、自分で好きな曲でプレイリスト
を作ることもできます。

（メーカーアプ
リ）

シャープのAndroid搭載端末専用サイ
ト「SHSHOW」に手軽に接続すること
ができます。
おすすめのアプリケーションやウィ
ジェットなどの最新情報が紹介されて
います。

（メール）

ワイモバイルのスマートフォンでSMS
／MMSを利用するためのアプリケー
ションです。
「@ymobile.ne.jp」「@y-
mobile.ne.jp」「@willcom.com」
「@pdx.ne.jp」などのメールアドレス
を使い、デコレメール、絵文字などの
送信や受信が可能です。

（メール）

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式
メールアプリです。
コミュニケーションがよりスムーズに
楽しめる、これからのケータイメール
です。

（メール）

メールアカウントを登録することで、
外出先にいても自宅や会社のeメール
を送信したり、受信することができま
す。
本機には複数のeメールのアカウントを
登録することができます。

（メモ帳）

よく利用する文章や覚え書きなどを、
手軽に登録することができます。
登録したメモは、後から確認したり、
メールの本文へ挿入したり、メールに
添付したり、テキストファイルに変換
したりすることができます。

（ヤフオク）

日本最大級のネットオークションサイ
ト「ヤフオク!」の公式アプリケーショ
ンです。商品の検索や入札、出品、マ
イ・オークションの管理ができます。

（リモートサポー
ト）

ワイドサポートにご加入いただいた方
向けのアプリケーションです。
このアプリをご利用することでお客さ
まの端末の画面を共有しながら、操作
や設定などのサポートを受けることが
できます。

アプリケーションの入手について

アプリケーションは、 （Playストア）から入手できます。

電話番号について

自分の電話番号を確認する

アプリシートで （基本機能） （設定） プロ

フィール

プロフィール画面が表示されます。

・自局電話番号欄に自分の電話番号が表示されます。
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マナーモードについて

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。

・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、
ビデオカメラ撮影時の撮影開始／終了音、音楽・動画・ゲームの
音などは鳴ります。

ウェルカムシート（ロック画面）またはFeel UXホームで音量Down
キーを長押し

マナーモードが設定されます。

・マナーモードを解除するときは、マナーモード設定中にウェルカ
ムシート（ロック画面）またはFeel UXホームで音量Downキーを
長押しします。

マナーモードの種類を切り替える

（長押し） アイコン（ など）をタップ

機内モードについて

機内モード利用時のご注意

Wi-Fi機能やBluetooth®通信を有効にしているときに 機内モー

ド に設定すると、その時点でそれぞれの通信が無効になりま

す。データ通信中に操作すると切断されますので、ご注意くださ
い。

また、 機内モード を設定したあとにWi-Fi機能や

Bluetooth®機能を有効にすると、機内モード設定中でもWi-Fi接
続やBluetooth®通信を行うことができます。通信が許可されて
いる場所であるか確認のうえ、操作してください。

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無効にすることができま
す。

（長押し）

機内モード

機内モードが設定されます。

・機内モードを解除するときは、機内モード設定中に を長押し

したあと、 機内モード をタップします。
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文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行
います。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「12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。

・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示され

ます。非表示にするには、 をタップします。
・お買い上げ時の入力方法（iWnn IME - SH edition）で説明しま

す。

キーボード（入力方式）を切り替える

文字入力画面で 入力方式

QWERTYキーボード ／ 12キーボード

キーボードが切り替わります。

12キーボード画面の見かた

文字を入力

文字を確定前に戻す（文字を確定前は、文字を逆順に表示）

カーソルを左に移動

キーボードを矢印の方向に移動

現在の文字種（文字入力モード）

文字を削除

カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）

文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、変換）

改行（文字入力中は、文字確定）

絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英
数字変換）

文字種（文字入力モード）を切り替え

スペース入力（文字入力中は、大文字⇔小文字変換／゛゜入
力）
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QWERTYキーボード画面の見かた

文字を入力

大文字⇔小文字を切り替え

文字種（文字入力モード）を切り替え

絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英
字変換）

文字を確定前に戻す

文字入力に関する設定項目を表示

現在の文字種（文字入力モード）

文字を削除

改行（文字入力中は、文字確定）

カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）

カーソルを左に移動

スペース入力（文字入力中は、変換）

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、「半角英字入力」→「半角数字入
力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種（文字入力モード）を切

り替えることができます。 を右にフリックすると、逆順に切り
替わります。「全角英字入力」など、ほかの文字種（文字入力モー
ド）を入力するときは、次の操作で文字種（文字入力モード）を切
り替えます。

文字入力画面で を上にフリック

文字種（文字入力モード）をタップ

文字種（文字入力モード）に応じたソフトウェアキーボードが

表示されます。また、 （ひらがな漢字）や （半角英字）な
ど、入力できる文字を示す文字種（文字入力モード）アイコンが、
ステータスバーに表示されます。
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ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で （4回：て） （1回：て→で）

（3回：ん） （1回：わ）

「でんわ」が入力されます。

・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最

初の文字の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力しま
す。入力した文字の背景が消えたあとは、そのまま次の文字が入
力できます。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボー
ド）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で （で） （ん）

（わ）

「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明
します。

文字入力画面で、「でんわ」と入力

・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフト
ウェアキーボード上部に表示されます。

電話

「電話」が入力されます。

・ひらがなを入力し をタップすると、入力したひらがなに該当
する漢字や単語だけが表示されます。

・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し を
タップすると、ほかの変換候補が表示されます。上下にフリック
すると、隠れている変換候補が表示されます（変換候補一覧を閉

じるときは、 をタップします）。また、 外部変換 をタップ

するとネット上の変換辞書を利用することができます。
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英字を入力する

12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 （ 表示）

（2回：k） （2回：e） （3回：i）

（1回：t） （1回：a） （3回：i）

「keitai」が入力されます。

・小文字⇔大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと、

をタップします。タップするたびに、小文字⇔大文字が切り
替わります。

・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキー（「H」を

入力するときは を2回）をタップしてひらがなを入力したあ

と、 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示
されます。

・文頭の英字は、自動的に大文字になるよう設定できます。

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、顔文字は続けて入力することができます。
・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができま

す。
・文字入力状態に戻るときは、 をタップします。
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フリック入力について

12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、キーをくり返しタップすることなく、入力したい文字を入力で
きます。

・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。
キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力し
ます。

入力する文字 操作

あ を1回タップ

い に触れたまま左にフリック

う に触れたまま上にフリック

え に触れたまま右にフリック

お に触れたまま下にフリック

・フリック入力時のキー入力ガイド表示の有効／無効を 表示・レイ

アウト の キー入力ガイド表示 で設定することができます。詳

しくは、「文字入力の設定を行う」を参照してください。

音声で文字を入力する

文字入力画面で 入力方式

音声入力

音声入力画面が表示されます。

送話口に向かって話す

話した内容が文字として入力されます。
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文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方
法を例に説明します。

文字入力画面で ／ をタップして、修正する文字の右に

カーソルを移動

カーソル左の文字が消えます。

正しい文字を入力

修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する
方法を例に説明します。

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ

／ を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択

・全選択するときは、 （全選択）をタップします。

アクションバーの （切取り）／ （コピー）

貼り付ける位置をタップ 貼り付け ／ 履歴から

切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

・ をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
・ 履歴から を選んだときは、貼り付ける文字列をタップします。
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文字入力の設定を行う

文字入力に関する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

表示・レイア
ウト

キーボードのサイズやイメージ、キー入力ガ
イドを表示するかどうかなどを設定
できます。

フリック設定・
入力補助

フリックの感度、自動カーソル移動などを設
定できます。

その他の設定

・変換機能
各種変換方法の有効／無効や、外部変換エン
ジンの利用などを設定できます。
・辞書
ユーザー辞書の登録／編集やダウンロード辞
書の利用などを設定できます。
・スライド切替
キーボードをフリックしたときの動作を設定
できます。
・各種リセット
文字入力に関する設定や顔文字などをお買い
上げ時の状態に戻すことができます。

入力方式
キーボード（入力方式）を切り替えることが
できます。詳しくは、「キーボード（入力方
式）を切り替える」を参照してください。

ユーザー辞書登
録（日本語）

ユーザー辞書（日本語）の登録ができます。

アプリ連携・
引用（マッシュ
ルーム）

いろいろなアプリケーションから文字を引用
して入力できます。

文字入力画面で

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
制限されたりするアプリケーションもあります。

Googleアカウント利用時のご注意

Googleアカウントのメールアドレスやパスワードに
ついて

Googleアカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにな
らないようご注意ください。

Googleアカウント利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更され
ることがあります。

Googleアカウントを取得する

アプリシートで （基本機能） （設定） 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。

新しいアカウント
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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から最新の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

歪んで表示されている文字を入力

・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。

スキップ

アカウントの取得が完了します。

・お支払情報について設定する場合は、 クレジットカードまたはデ

ビットカードの追加 ／ SoftBankのキャリア決済を有効にする

／ コードを利用 次へ 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。
・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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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

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アカウントで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。

Google Play利用時のご注意

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。

Google Play利用時の操作や表示について

アプリケーションの自動更新などにより、操作や表示が変更され
ることがあります。

無料アプリケーションをインストールする

アプリシートで （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

アプリシートで （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画面で、アクションバーの マイアプリ

アプリケーションをタップ 払い戻し

・詳しくは、「Google Playヘルプの使いかたを確認する」を参
照してください。

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

アプリシートで （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。

アクションバーの 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画面で、アクションバーの 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。
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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。

アプリシートで （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。

アクションバーの 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。

Google Playヘルプの使いかたを確認する

Google Play画面でアクションバーの ヘルプ

アプリケーション（ Chrome 、 Y!ブラウザー 、 Yahoo! な

ど）をタップ 常時 ／ 1回のみ

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／操作用暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、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。

・操作用暗証番号、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。

・操作用暗証番号、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。
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操作用暗証番号を設定する

暗証番号はメモに控えておくなどして、お忘れにならないようご注
意ください。

アプリシートで （基本機能） （設定） その他

の設定 ロックとセキュリティ

操作用暗証番号設定 OK 操作用暗証番号を入力

OK

操作用暗証番号を再度入力（確認用） OK OK

操作用暗証番号が設定されます。

・操作用暗証番号を変更するときも、操作は同様です（現在の操作
用暗証番号の入力が必要です）。

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。USIMカードお買い上げ時には
「9999」に設定されています。

USIMカードをロックする

アプリシートで （基本機能） （設定） その他

の設定 ロックとセキュリティ

USIMカードロック設定 USIMカードをロック PINコード

を入力 OK （ 表示）

PINコードが有効となり、USIMカードがロックされます。

PINコードのご注意

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、ワイモバイルショッ
プにてUSIMカードの再発行（有償）が必要となります。
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PINコードを変更する

PINコードの変更は、USIMカードをロックしている場合のみ行えま
す。詳しくは、「USIMカードをロックする」を参照してください。

アプリシートで （基本機能） （設定） その他

の設定 ロックとセキュリティ

USIMカードロック設定 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。

画面をロックする

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が
消灯します（画面ロック状態）。タッチパネル操作も受け付けなく
なるので、誤動作を防ぐことができます。

音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面ロック中に を押すと、ウェ
ルカムシート（ロック画面）に操作パネルが表示され、操作する
ことができます（利用するアプリケーションによっては、動作が
異なる場合があります）。

手動で画面ロックを設定する

画面点灯時に

画面が消灯し、画面ロックが設定されます。



46

画面ロックを解除する

画面消灯（画面ロック設定）時に を押すと、ウェルカムシート
（ロック画面）が表示されます。

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を下にドラッグ

画面ロックが解除されます。

・画面ロック解除方法は変更できます。詳しくは、「ロックとセ
キュリティの設定」を参照してください。

画面ロック解除のパターンを忘れたとき

パターン入力で画面ロックを解除するときに、Googleアカウン

トが設定されている場合、5回連続して間違えると パターンを

忘れた場合 が表示されます。

パターンを忘れた場合 をタップしGoogleアカウントでログイ

ンすると、画面ロックを解除できます。

画面ロックについてのご注意

画面ロック解除に設定したパターン／ロックNo.／パスワードは
メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。
お忘れになった場合は、最寄りのワイモバイルショップにて所定
の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設定した内
容が消失しますのでご了承ください。

電話帳のデータを見られないようにす
る

電話帳のデータをシークレットに設定し、操作用暗証番号を入力し
ないと確認できないようにできます。

電話帳をシークレットに設定する

シークレットに設定した電話帳は、電話帳画面や宛先選択画面など
で表示されなくなります。

・着信中は、電話番号が表示されます。

アプリシートで （基本機能） （設定） その他

の設定

シークレット設定

操作用暗証番号を入力 OK

シークレット設定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。

連絡先シークレット設定

連絡先シークレット設定画面が表示されます。
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シークレットに設定する相手をタップ（ 表示）

・複数の相手を選択することもできます。

確定

電話帳のシークレット設定が完了します。

・このあと、画面ロック状態になると、シークレットモードが設定
されます。

シークレット設定の使い方ガイドを確認す
る

シークレット設定画面で 使い方ガイド シークレット

モード一時解除の仕方 ／ 連絡先のシークレット機能

・各項目をタップすると、方法の詳細が表示されます。

シークレットモードを一時解除する

シークレットモードを一時的に解除し、電話帳を確認したり、利用
したりできるようにします。

・電話帳のシークレット設定も、シークレットモード一時解除中に
行えます。

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。

をロングタッチ

操作用暗証番号入力画面が表示されます。

操作用暗証番号を入力 OK

シークレットモードが一時解除されます。

シークレット設定利用時の操作

シークレット設定を一時解除するときの操作用暗証
番号を設定する

シークレット設定画面で シークレットモード一時解除の設定

操作用暗証番号設定 OK 現在の操作用暗証番号

を入力 OK OK 新しい操作用暗証番号を入力

OK 新しい操作用暗証番号を再度入力 OK

OK

・ここでの設定は、ロックとセキュリティ画面の 操作用暗証番

号設定 に反映されます。
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シークレット設定をICカード（NFC）で一時解除で
きるように設定する

ウェルカムシート（ロック画面）でのみ有効な一時解除方法で
す。

シークレット設定画面で シークレットモード一時解除の設定

ICカード（NFC）設定 NFCでのシークレット一時

解除 （ 表示） NFCでの画面ロック解除設定

NFCでの画面ロック解除 （ 表示） 画面ロック解除

用カード登録 画面に従って操作

・ここでの設定は、ロックとセキュリティ画面の NFCでの画面

ロック解除設定 に反映されます。

・ 画面のロック が なし 以外のとき設定できます。

・ Reader／Writer, P2P が有効のとき設定できます。

・ 登録済カードの登録解除 をタップすると、画面ロック解除用

カードの登録を解除できます。
・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。

ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）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。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中の操作について

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

電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池
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、電池残量がなくなると、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。

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要
かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されて
います。手動で更新するときは、次の操作を行います。

アプリシートで （基本機能） （設定） 端末情

報

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。
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ソフトウェア更新 はい 画面に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新時の操作

自動でソフトウェア更新をするかどうかを設定する

ソフトウェア更新画面で 自動更新設定 自動更新しない

／ 自動更新する OK

自動更新の開始時刻を変更する

ソフトウェア更新画面で 更新時刻設定 時刻を選択

OK OK

メーカーサイトを利用する

シャープのAndroid搭載端末専用サイト「SHSHOW」に手軽に接続
することができます。

メーカーサイトにアクセスする

アプリシートで （エンタメ） （メーカーアプリ）

メーカーサイトにアクセスされます。

・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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