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ウェルカムシート（ロック画面）のし
くみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消

灯（画面ロック設定）時に を押したときに表示される、本機へ
の入口となる画面です。
ウェルカムシート（ロック画面）では、画面ロックを解除したり、
電話やメールなど、よく利用するアプリケーションを起動したりす
ることができます。また、ウィジェットを貼り付けることもできま
す。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた

壁紙、ウィジェット1

画面ロックを解除（下にドラッグ）／アプリケーションなど

を起動（ をタップ）

所有者情報表示（ をタップすると表示）2

電話着信やメール受信などをお知らせ

時刻や天気、エモパーからのニュースや検索急上昇ワードな
どのお知らせ3、ウィジェット名1

1　左右にフリックすると表示を切り替えられます。
2　所有者情報を設定しているときに表示されます。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。
3　エモパーを設定しているときに表示されます。詳しくは、「エモ

パーを利用する」を参照してください。

アプリケーションを起動する

ウェルカムシート（ロック画面）からアプリケーションが起動でき
ます。

・起動するアプリケーションを変更することもできます。

ウェルカムシート（ロック画面）で、 をタップ

アプリケーションのメニューが表示されます。

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。

・ 機能紹介 をタップすると、シャープのサイトに接続し、使いか

たを動画で確認することができます。
・ ウェルカムシート設定 をタップすると、アプリシートで

（基本機能） （設定） 壁紙・ディスプレイ

ウェルカムシート（ロック画面） と操作したときと同じ画面が

表示され、ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジすること
ができます。詳しくは、「壁紙・ディスプレイの設定」を参照し
てください。

不在着信や新着メールなどがあるとき

ウェルカムシート（ロック画面）に電話番号やメールアドレスなど
が表示されます。電話帳に登録している相手から、不在着信や新着
メールなどがあったときは、登録した名前が表示されます。
電話番号やメールアドレス、名前などを下にドラッグすると、内容
を確認することができます。
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ウィジェットを貼り付ける

ウェルカムシート（ロック画面）で、画面下部のお知らせを左右に

フリックして ウィジェット追加 を表示

ウィジェットをタップ

ウィジェットが貼り付けられます。

・ウィジェットをロングタッチ 移動する位置までドラッグする
とウィジェットの順番を入れ替えることができます。

・ウィジェットをロングタッチ 削除 にドラッグするとウィ

ジェットを削除できます。

Feel UXホームのしくみ

Feel UXホームは、「アプリシート」、「デスクトップシート」、
「ドック」で構成される、本機の操作の中心となる画面です。
アプリケーションの起動やウィジェット操作、本機の設定などがこ
の画面から行えます。

シートを切り替える

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
と、すぐに起動したいアプリケーションのショートカットを各シー
ト共通で登録できる「ドック」で構成されています。

・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。

アプリシートの見かた

アプリケーションを起動（上フリックで隠れているページを
表示）

現在のページの位置を示します。タップするとページを切り
替えることができます。

ドック：Feel UXホームの各シートからすばやくアプリケー
ションを起動できます。
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デスクトップシートの見かた

ウィジェットを操作（上フリックで隠れているページを表
示1）

ショートカットからアプリケーションを起動（上フリックで
隠れているページを表示1）

現在のページの位置を示します。タップするとページを切り
替えることができます。1

ドック：Feel UXホームの各シートからすばやくアプリケー
ションを起動できます。

1　アプリケーションのショートカットやウィジェットを追加したと
きに利用できます。詳しくは、「ショートカットを追加する」、
「ウィジェットを追加する」を参照してください。

ステータスバーについて

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本
機の状態を示す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

お知らせや警告などを表示（通知アイコン）

本機の状態などを表示（ステータスアイコン）
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おもな通知アイコン

ステータスバーの左から表示されるアイコンには、次のようなもの
があります。

アイコン 意味

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

Bright Keepが有効

緊急速報メール受信

着信中／通話中

保留中

不在着信あり

新着簡易留守録あり

新着伝言メッセージあり

新着Y!mobile メールあり

新着SMS／MMSあり

新着eメールあり

新着Gmailあり

未確認のアラームあり

カレンダーの予定

ワンセグ視聴中

ワンセグ録画中

アプリケーションの更新可能

アプリケーションのインストール完了

文字入力中（入力方法の選択）

データのダウンロード

Bluetooth®によるデータ受信要求

SDカードマウント解除

SDカード読み込み中

USB接続中

スクリーンショットを撮影

スクリーンショット失敗

スクリーンショットを撮影（Clip Now）

隠れた通知あり

モバイルライト点灯中

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右から表示されるアイコンには、次のようなもの
があります。

アイコン 意味

電池レベル

充電中

電波レベル

圏外（4G LTE／4G／3G）

データ通信中（4G LTE／4G）1

データ通信中（3G）

機内モード設定中

Wi-Fiネットワーク接続中

Bluetooth®利用可能

Bluetooth®接続中

マナーモード（通常マナー）設定中

マナーモード（ドライブマナー）設定中

マナーモード（サイレントマナー）設定中

位置情報取得中

簡易留守録設定中

簡易留守録設定中（用件あり）

アラーム設定中

NFC／おサイフケータイ®ロック設定中

NFC／おサイフケータイ®ロック設定中
（USIMカードのみ）2

ひらがな入力時

半角英字入力時

半角数字入力時

全角英字入力時

全角数字入力時

区点入力時

1　本機はFDD-LTEおよびAXGPに対応しており、どちらに接続して
いてもこのアイコンが表示されます。また、AXGPに優先的に接
続します。

2　ほかの携帯電話でNFCをロックしたあと、取り付けられている
USIMカードを本機に取り付けし直すと表示されます。
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通知パネルを利用する

通知パネルでは、通知やステータスの詳細を確認したり、各種設定
を変更したりすることができます。

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。

・通知パネルを閉じるときは、 をタップします。

通知パネル利用時の操作

通知パネルから通知を選んで削除する

通知パネルで、削除する通知を左または右にフリック

・通知によっては削除できないものもあります。

通知パネルから通知を拡大／縮小表示する

通知パネルで、通知をピンチアウト／ピンチイン

・通知によっては拡大／縮小表示できないものもあります。

通知パネルからアプリケーションの情報を表示する

通知パネルで、情報を表示する通知をロングタッチ アプリ

情報

通知パネルの見かた

各種項目を設定（機能ボタン）

機能ボタンの2行目以降を表示

着信などの通知や実行中の機能を表示

通知内容を利用

本機の状態を表示1

設定を起動

通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる

通知パネルを閉じる（上フリック）

1　タップすると、各種設定画面が表示されます。
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機能ボタンのはたらき

マナーモード設定を切り替え

Wi-Fi設定のON／OFFを切り替え

Bluetooth®機能のON／OFFを切り替え

画面の自動回転の有効／無効を切り替え

画面の明るさを切り替え

機能ボタンの2行目以降を表示

エコ技設定のON／OFFを切り替え

Bright Keepの設定を切り替え

位置情報機能を設定

アカウント同期の有効／無効を切り替え

ワイヤレス出力画面を表示

Reader／Writer, P2Pの有効／無効を切り替え

機内モードの有効／無効を切り替え

モバイルライトの点灯／消灯を切り替え

機能ボタンを1行表示

グリップセンサー機能のON／OFFを切り替え

機能ボタンのカスタマイズ画面を表示

機能ボタンを並べ替え／追加／削除する

通知パネルで カスタマイズ アイコンをドラッグして並べ

替え／追加／削除 アクションバーの （完了）

・削除する場合は、画面下部の未使用ボタンエリアまでドラッグ
します。追加する場合は、未使用ボタンエリアから移動する位
置までドラッグします。

クイックランチャーを利用する

最近使用したアプリケーションの一覧からアプリケーションを起動
できます。また、あらかじめ登録したアプリケーションやミニアプ
リ／ミニウィジェットを起動することもできます。

クイックランチャーを開く

クイックランチャー画面が表示されます。

・ アプリ使用履歴キー を アプリ使用履歴 に設定している場合

は、アプリ使用履歴画面が表示されます。 アプリ使用履歴キー

について詳しくは、「アプリ使用履歴キーの設定」を参照してく
ださい。

クイックランチャー／アプリ使用履歴利用
時の操作

使用履歴を選んで削除する

クイックランチャー画面で 履歴 削除する履歴を下にフ

リック

・アプリ使用履歴画面では、削除する履歴を左または右にフリッ
クします。

・起動中のときは、アプリケーションが終了します。

クイックランチャーのお気に入りによく使うアプリ
ケーションやショートカットなどを追加する

クイックランチャー画面で お気に入り 追加する

アプリケーション／ショートカットを選択

アプリ使用履歴画面のアプリケーションやショート
カットを変更する

アプリ使用履歴画面でアプリケーション／ショートカットをロン

グタッチ アプリ・ショートカット選択 変更

するアプリケーション／ショートカットを選択

・アプリ使用履歴画面でアプリケーション／ショートカットをロ

ングタッチ 購入時に戻す はい と操作する

と、アプリケーションやショートカットを購入時の状態に戻す
ことができます。
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アプリケーションやショートカットを削除する

クイックランチャー画面で お気に入り アプリケーション

／ショートカットをロングタッチ はがす

・アプリ使用履歴画面では、アプリケーション／ショートカッ

トをロングタッチ はがす はい と操作しま

す。
・アプリケーションによっては、アプリケーションをロングタッ

チ アプリ削除 OK と操作すると、アンインストー

ルすることができます。

クイックランチャーのお気に入りのアプリケーショ
ンやショートカットを並べ替える

クイックランチャー画面で お気に入り アプリケーション

／ショートカットをロングタッチ 移動する位置までドラッ
グ

ミニアプリ／ミニウィジェットを追加する

クイックランチャー画面で ミニアプリ ミニアプ

リ追加 ／ ウィジェット追加 追加するミニアプリ／ミニ

ウィジェットをタップ

・アプリ使用履歴画面では、 アナザービュー ミニ

アプリ追加 ／ ウィジェット追加 追加するミニアプリ／

ミニウィジェットをタップします。

ミニアプリ／ミニウィジェットを削除する

クイックランチャー画面で ミニアプリ ミニアプリ／ミニ

ウィジェットをロングタッチ はがす

・アプリ使用履歴画面では、 アナザービュー ミニアプリ／

ミニウィジェットをロングタッチ はがす と操作します。

・アプリケーションによっては、ミニアプリをロングタッチ

アプリ削除 OK と操作すると、アンインストールする

ことができます。アンインストールしたアプリケーションは、

ミニアプリ追加 の Playストアから追加 で再インストール

することができます。

ミニウィジェットの名前を変更する

クイックランチャー画面で ミニアプリ ミニウィジェット

をロングタッチ 名前を変更 ミニウィジェット名を入

力 OK

・アプリ使用履歴画面では、 アナザービュー ミニウィ

ジェットをロングタッチ 名前を変更 ミニウィジェッ

ト名を入力 OK と操作します。

ミニアプリ／ミニウィジェットを並べ替える

クイックランチャー画面で ミニアプリ ミニアプリ／ミニ

ウィジェットをロングタッチ 移動する位置までドラッグ

・アプリ使用履歴画面では、 アナザービュー ミニアプリ／

ミニウィジェットをロングタッチ 移動する位置までドラッ
グします。

クイックランチャー画面の見かた

最近使用したアプリケーションを起動

最近使用したアプリケーションの履歴をすべて削除

起動状態（バックグラウンドで起動中のアプリケーションは
青く表示）

最近使用したアプリケーションの履歴を表示

よく使うアプリケーションやショートカットなどを表示

ミニアプリ／ミニウィジェットを表示

アプリ使用履歴画面の見かた

アシスト機能対応のアプリケーションを起動

アプリケーションやショートカットの一覧からアプリケー
ションを起動

最近使用したアプリケーションの履歴をすべて削除

最近使用したアプリケーションを起動

起動状態（バックグラウンドで起動中のアプリケーションは
青く表示）
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ミニアプリ／ミニウィジェットを利用
する

ミニアプリ／ミニウィジェット利用時のご
注意

ミニアプリ／ミニウィジェット利用中にほかのアプリケーション
を使用して動画を再生した場合、動画が正しく表示されないこと
があります。

ミニアプリ／ミニウィジェットを起動する

アプリケーションを利用しながら、ミニアプリ画面／ミニウィ
ジェット画面でワンセグ視聴や動画視聴、地図表示などができま
す。

・表示中のアプリケーションによっては、利用できない場合があり
ます。

クイックランチャー画面が表示されます。

ミニアプリ ミニアプリ／ミニウィジェットをタップ

ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

ミニアプリ／ミニウィジェット利用時の操
作

ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面を移動する

ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面の外枠に触れ、移動する
位置までドラッグ

ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面を最小化す
る

ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面で 最小化

・アプリケーションによっては、 をタップしても同様の操作
ができます。

ミニアプリ／ミニウィジェットのデータや情報をほ
かのアプリケーションで利用する

ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面をロングタッチ 利
用するデータや情報をほかのアプリケーションにドラッグ

・ミニアプリ画面（アルバム）で 選択貼付 利用する

データをタップ（ 表示） 貼付 と操作すると、複数の

データを同時に挿入できます。

ミニアプリ画面（動画再生中）からデータ選択画面
を表示する

ミニアプリ画面（動画再生中）で

ミニウィジェット画面内にミニウィジェットを追加
する

ミニウィジェット画面で ウィジェット追加 追加す

るウィジェットをタップ

ミニウィジェット画面からミニウィジェットを削除
する

ミニウィジェット画面で ウィジェット削除 削除す

るウィジェットをタップ（ 表示） 削除

ミニウィジェットの背景色を設定する

ミニウィジェット画面で 背景色設定 黒 ／ 白

／ 半透明
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ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面の
見かた

コンテンツ再生時に操作バーなどが表示されていないときは、ミニ
アプリ画面／ミニウィジェット画面をタップします。

・アプリケーションやウィジェットによって表示内容は異なりま
す。

通常サイズのアプリケーションを表示1

アプリケーション／ウィジェット名

メニューを表示

ミニアプリ／ミニウィジェットを終了1

操作バー

ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面のサイズを変更（サ
イズ変更後の位置までドラッグ）

1　ミニアプリ画面／ミニウィジェット画面のサイズを縮小している
ときはアイコンが表示されません。この場合、メニューより同様
の操作を行うことができます。

Feel UXホームをアレンジする

テーマや壁紙を設定したり、アプリシートやデスクトップシート、
ドックのレイアウトを設定することができます。また、配置の変更
や複数のアイコンをフォルダにまとめることもできます。

テーマや壁紙を設定する

Feel UXホームで

メニューが表示されます。

ホーム設定

テーマ（ 標準 ／ ポップカラー ／ ナチュラル ）をタップ
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壁紙の画像やカラー、パターンなどをタップ

テーマや壁紙が設定されます。

・ 表示 ／ 非表示 をタップすると、アイコンの背景の表示／非表

示を設定できます。
・ リストから をタップすると、画像を設定できます。画面に従っ

て操作してください。
・ 壁紙設定連動 をタップすると、 壁紙・ディスプレイ の 壁紙

で設定した画像を設定できます。

Feel UXホーム設定の操作

シャープのサイトに接続して、使いかたを動画で確
認する

Feel UXホームで ホーム設定 「機能紹介」の

表示する

ナビゲーションバーの上にドックを表示するかどう
かを設定する

Feel UXホームで ホーム設定 「ドック表示設

定」の ／

・ をタップするとON（ ）に、 をタップする

とOFF（ ）に切り替わります。
・ドックにはよく利用するアプリケーションなどのショートカッ

トを追加することができます。

アプリシート／デスクトップシートを切り替えたと
きに、ガイドタブを表示させるかどうかを設定する

Feel UXホームで ホーム設定 「ガイドタブ表示

設定」の ／

・ をタップするとON（ ）に、 をタップする

とOFF（ ）に切り替わります。

ホームポジションを設定する

Feel UXホームで ホーム設定 「ホームポジショ

ン設定」の アプリシート ／ デスクトップシート

アイコンやウィジェットの配置を変更する

Feel UXホームで、アイコン／ウィジェットをロングタッチ

移動する位置までドラッグ

指を離すと、アイコン／ウィジェットが移動します。

・アイコンをフォルダにドラッグすると、フォルダ内に移動するこ
とができます。

Feel UXホームのアイコンアレンジの操作

アプリケーションを強制停止／無効にする

アプリシートで、アイコンをロングタッチ アプリ情報

強制停止 ／ 無効にする

・以降は、画面に従って操作してください。
・アプリケーションによっては無効にできないものもあります。

アプリケーションを非表示にする

Feel UXホームで アプリの表示設定 非表示にす

るアプリケーションの

・再度、表示するときは、 をタップします。アイコンは、
アプリシートの末尾に表示されます。
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アイコンのレイアウトを変更する

アプリシートのアイコンのレイアウト（1画面あたりの列数／行数）
を変更することができます。

Feel UXホームで

メニューが表示されます。

ホーム設定

「レイアウト設定」の Simple ／ 3×4 ／ 4×5 ／ 5×6

レイアウトが変更されます。

・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。
・ Simple に設定するとデスクトップシートを表示しないで、アイ

コンと文字を大きく表示します。

アプリシートにGoogle検索ウィジェットを
表示させるかどうかを設定する

Feel UXホームで ホーム設定 「Google検索表示

設定」の ／

・ をタップするとON（ ）に、 をタップする

とOFF（ ）に切り替わります。

フォルダを追加する

フォルダを追加し、アイコンをまとめることができます。

Feel UXホームで、まとめたいアイコンをロングタッチ

新規フォルダに入れる

フォルダが追加され、アイコンがフォルダ内に保存されます。

ほかにまとめたいアイコンをフォルダにドラッグ

2つのアイコンがフォルダ内に保存されます。

・Feel UXホームのアイコンがない場所をロングタッチして フォル

ダ作成 をタップしてもフォルダを作成できます。

・ドックにもフォルダを作成できます。

フォルダ名を変更する

Feel UXホームで、フォルダをタップ ウィンドウ上部の

フォルダ名入力欄をタップ フォルダ名を入力 次へ

／ ／Feel UXホームのウィンドウ以外の場所を
タップ
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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。

Feel UXホームで

メニューが表示されます。

ショートカットを貼付け

アプリ 追加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。

Feel UXホームのショートカットアレンジ
の操作

アプリシートからデスクトップシートにショート
カットを追加する

アプリシートでアイコンをロングタッチ ショートカットを

貼付け

ショートカットを削除する

デスクトップシートでアイコンをロングタッチ はがす ま

たは までドラッグ

ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

ウィ
ジェット名

説明

"4×1" Yahoo!
ニュース
／"4×2"
Yahoo!ニュー
ス

Yahoo!ニュースを見ることができます。

"4×1" Y!天気
for SH

設定した地域または現在地の天気予報を常時
表示するウィジェットです。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。

（1×1）メー
カーアプリ／
（4×1）メー
カーアプリ

メーカーアプリの「SHSHOW」へ簡単にアク
セスできます。

（4×1）
Yahoo!検索

Yahoo!で情報検索ができます。

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確認で
きます。

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。

カレンダー カレンダーを表示します。

コンテンツ
（2×1）／コン
テンツ（4×1）
／コンテンツ
（4×1）ニュー
ス専用

Yahoo!ニュース内の各ジャンルのニュースコ
ンテンツを表示します。

ドライブ Google ドライブを利用できます。

ハングアウト ハングアウトを起動します。

ブックマーク Chromeのブックマーク一覧を表示します。

ミュージック 音楽を再生できます。

メール eメールを確認できます。

メール（簡易表
示）／（詳細表
示）

メールを起動します。

株価
Y!ファイナンスの株価情報をすぐに確認でき
ます。

時計・インフォ
メーション／
時計・インフォ
メーション（カ
レンダー付）

時計を確認したり、不在着信や簡易留守録な
どの通知を確認したりできます。

世界時計 世界時計を確認できます。

体験しよう！ 体験しよう！を起動します。

電源管理
Wi-FiやBluetooth®、位置情報や画面の明る
さなどをワンタッチでON／OFFできます。

電子書籍
GALAPAGOS

GALAPAGOS STOREへ簡単にアクセスできま
す。

歩数計 歩数計を設定すると、歩数を確認できます。



64

Facebook
Buttons

近況の投稿、写真のアップ、チェックインを
行うことができます。

Facebook
Status

友達の近況を確認したり、自分の近況を投稿
することができます。

Gmail
選択したラベルのメールをすぐに確認できま
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

Playブックスで読むことができる書籍の表紙
を表示する書棚です。
書棚は回転式になっており、読みたい書籍に
直接アクセスすることができます。

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。

NFC／おサイフ
ケータイ 設定

NFCのON／OFF設定を簡単に切り替えること
ができます。

OfficeSuite最
近の履歴

OfficeSuiteで最近利用したファイルを参照す
ることができます。

Play - 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。

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。

SHカメラ
よく使用する撮影モードを登録し、シーンに
応じて素早く起動することができます。

Social Board
Facebook／Twitter／mixiなどの投稿を一度
に確認できます。

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。
また、Yahoo! JAPANトップページをワンタッ
プで開くこともできます。

YouTube 話題の動画などを確認できます。

Feel UXホームで

メニューが表示されます。

ウィジェットを貼付け

ウィジェットをタップ

ウィジェットが追加されます。

ウィジェットを削除する

デスクトップシートでウィジェットをロングタッチ はが

す または までドラッグ
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タッチ操作を一時的に無効にする

チャイルドロックを設定すると、タッチ操作を一時的に無効にし、
意図しない操作を防止できます。

チャイルドロック設定時の操作について

画面のタッチ操作が無効となります。ただし、かかってきた電話
は、通常の着信操作で受けることができます。

チャイルドロックを設定する

お気に入り （チャイルドロック）

OK

チャイルドロックが設定されます。

チャイルドロックを解除する

チャイルドロックは、 を押す、または本機を一定時間何
も操作しないで画面が消灯すると自動的に解除されます。

画面の文字を手軽にコピーする（どこ
でもコピー）

どこでもコピーを利用する

・あらかじめ、コピーしたい内容を画面に表示しておいてくださ
い。

お気に入り （どこでもコピー）

どこでもコピー画面が表示されます。

コピーする範囲をなぞって選択 枠をドラッグして読み取る範囲
を指定

文字が読み取られます（読み取り結果画面）。

（コピー）

文字がコピーされます。

どこでもコピー利用時の操作

読み取った文字を編集する

読み取り結果画面で （編集） 文字を修正 OK
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読み取った文字を辞書で調べる

読み取り結果画面で （辞書）

「書」メモを利用する

画面にメモを書き込み、画像として保存することができます。保存
した画像は、メールに添付したり共有したりできます。

画面にメモを書き込む

・あらかじめ、メモを書き込みたい内容を画面に表示しておいてく
ださい。

お気に入り （「書」メモ）

筆箱が表示されます。

・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。
・筆箱が小さくなったときは、 が付いているペンやツールを

タップすると元のサイズに戻ります。 筆箱の簡易表示へ

の遷移時間 と操作すると、筆箱が小さくなるまでの時間を設定で

きます。
・筆箱は、画面上部／下部にドラッグすると移動することができま

す。

ペン（ など）をタップ 画面をなぞってメモを作成

・操作中は筆箱が半透明になります。

メモが完成すれば

メモを書き込んだ画面が、画像として保存されます。

・保存された画像は、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。
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筆箱の見かた

1つ前の操作を取り消し

ペンを利用1

画面の一部を切り取り1

テキストを入力

メモを保存

消しゴムを利用

スタンプを利用1

背景を切り替え

メモを保存し共有／PDF形式のファイルで保存

1　使用中に再度タップすると、ペンの色や太さ、切り取り範囲の方
法、スタンプの種類などを変更できます。
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