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電池カバー

スピーカー

電源キー：
電源ON（長押し）、
画面消灯／点灯

文字を確定前に戻す

カーソルを左に移動

絵文字／記号／
顔文字を入力

文字種を切り替え

文字を逆順に表示

カタカナ／英数字変換

文字を削除

カーソルを右に移動

文字入力に関する
設定項目を表示

改行

変換方法を切り替え

文字の確定

イヤホンマイク端子

送話口

受話部

充電／着信ランプ

音量Upキー

音量Downキー

グリップセンサー

誤動作防止／
明るさセンサー
外部接続端子

インカメラ

カメラ

FeliCaマーク

　  を下にドラッグする
と画面ロック前の画面
が表示されます。

　  をタップすると、
ショートカットが表示さ
れ、アプリケーションな
どを起動することがで
きます（ショートカット
は変更も可能です）。

インフォエリア
エモパーの設定をする
と、時計表示のあとに
エモパーのメッセージ
が表示されます。
天気やニュース、検索
急上昇ワードや周辺の
お店情報など、さまざ
まな情報をお知らせし
ます。

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。

画面に軽く触れて、すぐに指を離し
ます。

※画面やアイコンはイメージです。実際の表示とは異なる場合があります。

画面に軽く触れて、上下左右に指を
軽くはじきます。

アイコンなどに軽く触れたまま、目
的の位置までなぞり、指を離します。

タップ フリックドラッグ

初期設定画面では、Google™アカウントやWi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。
初期設定の再実行について
アプリシートで　　（基本機能）
S　　（初期設定）の順にタップ
すると、再実行できます。

初期設定の手順について
お使いの端末の環境により、手
順が異なる場合があります。
画面に従って操作してくださ
い。

ウェルカムシート（ロック画面） 壁紙切り替え
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。

デスクトップシートで　 （エモパー設定）S     （     表示）の順に
タップすると、エモパーが有効になります。
初めて利用するときは、　 （エモパー設定）をタップするとエモパー
の初期設定画面が表示されます。
※エモパーをご利用になる場合は、パケット通信料がかかります。

エモパーについて
本機がパートナーとなり、何も操作しなくても、知りたい情報を最適
なタイミング／方法でお知らせします。
・外出時
ウェルカムシート（ロック画面）の画面表示でお知らせします。

・自宅にいるとき
画面表示や音声でお知らせします。情報のお知らせだけでなく、挨
拶なども行います。

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源キーを押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

ソフトウェアキーボードの見かた

文字入力中

文字入力画面
文字を入力

［例：                 （2回）］

変換候補から目的の
文字をタップ［例：愛］
（そのまま入力：確定）

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。

初期設定画面
進むをタップ

進むをタップS進むを
タップS進むをタップ

設定するを
タップして設定

進むをタップ 設定するを
タップして設定

設定するを
タップして設定

進むをタップ

タッチパネル操作

ウェルカムシート（ロック画面） 文字入力

初期設定各部の名前／キーのはたらき
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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。

ウィジェット

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。

本機のウィジェット（常駐型アプリケーション）を利
用できます。また、よく利用するアプリケーションを
ショートカットとして追加し、簡単に起動できます。

アプリケーションを起動できます。

左右にフリック

電話やメールなどの着信お知らせ
や、本機の状態を表示します。また、
ステータスバーを下にドラッグす
ると、通知パネルが開きます。

本機の状態を確認／設定したり、
お知らせ内容などを確認できます。

アイコンをタップすると、次のはたらきをします。

クイックランチャーを起動／終了

1つ前の画面に戻る

ソフトウェアキーボードを閉じる

Feel UXホームに戻る

メニューを表示

デスクトップシートアプリシート

ステータスバー 通知パネル ナビゲーションバー

設定する項目をタップして設定デスクトップシート
    （グリップ設定）をタップ

本機を持つことで画面を表示させたり、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。

■ ワイモバイル カスタマーセンター
総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルの携帯電話から 151
一般電話、他社携帯電話から 0570-039-151
受付時間 : 9:00～20:00（年中無休）

各種お手続き（通話料無料）
ワイモバイルの携帯電話から 116
一般電話、他社携帯電話から 0120-921-156
受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）
+81-44-382-0800
受付時間 : 9:00～20:00（日本時間／年中無休）

※ お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話番号
と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた
4桁の番号）が必要となります。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合が
あります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810
（通話料有料）」をご利用ください。

■ワイモバイルホームページ
http://ymobile.jp/

Clari-Fi
圧縮時に失われた音の情報を復元し、音質を向上させる機能です。

Clari-Fiビジュアライザー
音を視覚的に表示します。また、「Clari-Fi」をON／OFFできます。

LiveStage
リアルで臨場感のあるサウンドにする機能です。

※ハイレゾコンテンツを再生中は、上記の機能はすべて無効になります。

※ウェブブラウザアプリケーションやウェブページによっては、URLを保
存できない場合があります。

イヤホンまたはBluetooth®接続時に、音楽や動画、ゲームなどの圧縮時に失われた音を復元したり、リアルなサウンドにできます。

アプリシート
　 （基本機能）をタップ
S　 （設定）をタップ

harman／kardon audioを
タップS有効にする項目を

タップ（　  表示）

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

アプリケーション
を起動

本体の上の角に触れる
（画面が縮小されます。）

本体の上の縁をなぞる

本体の上の縁をなぞるとスクリーンショットを撮影できます（ウェブページを表示しているときは、URLも保存できます※）。

Clip NowのON／OFFについて
デスクトップシートで　  （Clip Now設定）
SClip Now ON／OFF設定の順にタップすると、Clip Nowの
ON／OFFを切り替えることができます。

撮影したスクリーンショットを確認する
アプリシートで     （ツール）S     （Clip Now）の順にタップしたあ
と、撮影したスクリーンショットをタップすると確認できます。

なぞって起動する機能を設定する
縁をなぞる向きによって、スクリーンショットを撮影するか、ビュー
アを起動して撮影したスクリーンショットを表示するかを設定でき
ます。
デスクトップシートで　  （Clip Now設定）をタップしたあと、
なぞり動作設定S左から右／右から左Sスクリーンショット取得／
ビューア起動の順にタップすると設定できます。

主な設定項目
持ったときの表示
画面消灯時に本機を持つと、ウェルカムシート（ロック画面）や時計を表
示させることができます。
着信時音量ダウン
着信中やアラーム鳴動中に本機を持つと、音量を最小にしてバイブレー
タを動作させることができます。
画面回転抑止
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す
ることができます。
バイブでお知らせ
画面消灯時に本機を持つと、設定したアプリケーションの通知をバイブ
レータでお知らせすることができます。
メディア視聴中音量アップ
メディア視聴中に、持っていた本機を置くと音量を変化させることができます。

PHSメールアドレス引き継ぎ
PHSを利用していたときのメールアドレスを引き継ぐことができます。
引き継ぎ方法についてはワイモバイルのホームページ
（http://www.ymobile.jp/service/mail/inherit/index.html）を
ご参照ください。

ショートカットから
起動

Y!mobile メール
 　（メール）はY!mobile メールを利用するためのアプリ
ケーションです。
「@yahoo.ne.jp」のメールアドレスを使い、メールの送受信
ができます。スマートフォンやパソコン、タブレットなど複数の
端末から利用するときに便利なメールです。
設定、操作方法などの詳細はワイモバイルのホームページ
（http://faq.ymobile.jp/faq/200412）を参照してくだ
さい。

SMS／MMS
　 （メール）はSMS／MMSを利用するためのアプリケーショ
ンです。
携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージの送受信をし
たり、「@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、デコレメールや絵文字などの送受信もできます。

本書で紹介されていない機能や操作方法については、
「ユーザーガイド」をご確認ください。
ユーザーガイドは、本機もしくはパソコンから確認すること
ができます。

■ 本機から
使い方ガイド（アプリ）
アプリシートで    （基本機能）S    （使い方ガイド）

Chromeのブックマーク「オンラインマニュアル」
アプリシートで    （Google）S    （Chrome）S　　
SブックマークSオンラインマニュアル

■ パソコンから
次のURLから、PDFファイルがダウンロードできます。
http://www.ymobile.jp/lineup/402sh/support/torisetu/

アプリケーションの起動やウィジェット操作、本機の設定などはFeel UXホームから行えます。
Feel UXホームとは、アプリシートとデスクトップシートで構成される、本機の操作の中心となる画面です。

クイックランチャー
「履歴」、「お気に入り」、「ミニアプリ」
からアプリケーションを起動すること
ができます。

基本操作／アプリケーション起動 グリップセンサー harman／kardon audio

Clip Nowメール
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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。

ウィジェット

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。

本機のウィジェット（常駐型アプリケーション）を利
用できます。また、よく利用するアプリケーションを
ショートカットとして追加し、簡単に起動できます。

アプリケーションを起動できます。

左右にフリック

電話やメールなどの着信お知らせ
や、本機の状態を表示します。また、
ステータスバーを下にドラッグす
ると、通知パネルが開きます。

本機の状態を確認／設定したり、
お知らせ内容などを確認できます。

アイコンをタップすると、次のはたらきをします。

クイックランチャーを起動／終了

1つ前の画面に戻る

ソフトウェアキーボードを閉じる

Feel UXホームに戻る

メニューを表示

デスクトップシートアプリシート

ステータスバー 通知パネル ナビゲーションバー

設定する項目をタップして設定デスクトップシート
    （グリップ設定）をタップ

本機を持つことで画面を表示させたり、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。

■ ワイモバイル カスタマーセンター
総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルの携帯電話から 151
一般電話、他社携帯電話から 0570-039-151
受付時間 : 9:00～20:00（年中無休）

各種お手続き（通話料無料）
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本機を持つことで画面を表示させたり、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。

■ ワイモバイル カスタマーセンター
総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルの携帯電話から 151
一般電話、他社携帯電話から 0570-039-151
受付時間 : 9:00～20:00（年中無休）

各種お手続き（通話料無料）
ワイモバイルの携帯電話から 116
一般電話、他社携帯電話から 0120-921-156
受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）
+81-44-382-0800
受付時間 : 9:00～20:00（日本時間／年中無休）

※ お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話番号
と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただいた
4桁の番号）が必要となります。

※ 一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場合が
あります。ご利用いただけない場合は、「044-382-0810
（通話料有料）」をご利用ください。

■ワイモバイルホームページ
http://ymobile.jp/

Clari-Fi
圧縮時に失われた音の情報を復元し、音質を向上させる機能です。

Clari-Fiビジュアライザー
音を視覚的に表示します。また、「Clari-Fi」をON／OFFできます。

LiveStage
リアルで臨場感のあるサウンドにする機能です。

※ハイレゾコンテンツを再生中は、上記の機能はすべて無効になります。

※ウェブブラウザアプリケーションやウェブページによっては、URLを保
存できない場合があります。

イヤホンまたはBluetooth®接続時に、音楽や動画、ゲームなどの圧縮時に失われた音を復元したり、リアルなサウンドにできます。

アプリシート
　 （基本機能）をタップ
S　 （設定）をタップ

harman／kardon audioを
タップS有効にする項目を

タップ（　  表示）

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、
お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

アプリケーション
を起動

本体の上の角に触れる
（画面が縮小されます。）

本体の上の縁をなぞる

本体の上の縁をなぞるとスクリーンショットを撮影できます（ウェブページを表示しているときは、URLも保存できます※）。

Clip NowのON／OFFについて
デスクトップシートで　  （Clip Now設定）
SClip Now ON／OFF設定の順にタップすると、Clip Nowの
ON／OFFを切り替えることができます。

撮影したスクリーンショットを確認する
アプリシートで     （ツール）S     （Clip Now）の順にタップしたあ
と、撮影したスクリーンショットをタップすると確認できます。

なぞって起動する機能を設定する
縁をなぞる向きによって、スクリーンショットを撮影するか、ビュー
アを起動して撮影したスクリーンショットを表示するかを設定でき
ます。
デスクトップシートで　  （Clip Now設定）をタップしたあと、
なぞり動作設定S左から右／右から左Sスクリーンショット取得／
ビューア起動の順にタップすると設定できます。

主な設定項目
持ったときの表示
画面消灯時に本機を持つと、ウェルカムシート（ロック画面）や時計を表
示させることができます。
着信時音量ダウン
着信中やアラーム鳴動中に本機を持つと、音量を最小にしてバイブレー
タを動作させることができます。
画面回転抑止
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す
ることができます。
バイブでお知らせ
画面消灯時に本機を持つと、設定したアプリケーションの通知をバイブ
レータでお知らせすることができます。
メディア視聴中音量アップ
メディア視聴中に、持っていた本機を置くと音量を変化させることができます。

PHSメールアドレス引き継ぎ
PHSを利用していたときのメールアドレスを引き継ぐことができます。
引き継ぎ方法についてはワイモバイルのホームページ
（http://www.ymobile.jp/service/mail/inherit/index.html）を
ご参照ください。

ショートカットから
起動

Y!mobile メール
 　（メール）はY!mobile メールを利用するためのアプリ
ケーションです。
「@yahoo.ne.jp」のメールアドレスを使い、メールの送受信
ができます。スマートフォンやパソコン、タブレットなど複数の
端末から利用するときに便利なメールです。
設定、操作方法などの詳細はワイモバイルのホームページ
（http://faq.ymobile.jp/faq/200412）を参照してくだ
さい。

SMS／MMS
　 （メール）はSMS／MMSを利用するためのアプリケーショ
ンです。
携帯電話の電話番号を宛先として短いメッセージの送受信をし
たり、「@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、デコレメールや絵文字などの送受信もできます。

本書で紹介されていない機能や操作方法については、
「ユーザーガイド」をご確認ください。
ユーザーガイドは、本機もしくはパソコンから確認すること
ができます。

■ 本機から
使い方ガイド（アプリ）
アプリシートで    （基本機能）S    （使い方ガイド）

Chromeのブックマーク「オンラインマニュアル」
アプリシートで    （Google）S    （Chrome）S　　
SブックマークSオンラインマニュアル

■ パソコンから
次のURLから、PDFファイルがダウンロードできます。
http://www.ymobile.jp/lineup/402sh/support/torisetu/

アプリケーションの起動やウィジェット操作、本機の設定などはFeel UXホームから行えます。
Feel UXホームとは、アプリシートとデスクトップシートで構成される、本機の操作の中心となる画面です。

クイックランチャー
「履歴」、「お気に入り」、「ミニアプリ」
からアプリケーションを起動すること
ができます。

基本操作／アプリケーション起動 グリップセンサー harman／kardon audio

Clip Nowメール

取扱説明書 お問い合わせ先一覧



マイク

モバイルライト

電池カバー

スピーカー

電源キー：
電源ON（長押し）、
画面消灯／点灯

文字を確定前に戻す

カーソルを左に移動

絵文字／記号／
顔文字を入力

文字種を切り替え

文字を逆順に表示

カタカナ／英数字変換

文字を削除

カーソルを右に移動

文字入力に関する
設定項目を表示

改行

変換方法を切り替え

文字の確定

イヤホンマイク端子

送話口

受話部

充電／着信ランプ

音量Upキー

音量Downキー

グリップセンサー

誤動作防止／
明るさセンサー
外部接続端子

インカメラ

カメラ

FeliCaマーク

　  を下にドラッグする
と画面ロック前の画面
が表示されます。

　  をタップすると、
ショートカットが表示さ
れ、アプリケーションな
どを起動することがで
きます（ショートカット
は変更も可能です）。

インフォエリア
エモパーの設定をする
と、時計表示のあとに
エモパーのメッセージ
が表示されます。
天気やニュース、検索
急上昇ワードや周辺の
お店情報など、さまざ
まな情報をお知らせし
ます。

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。

画面に軽く触れて、すぐに指を離し
ます。

※画面やアイコンはイメージです。実際の表示とは異なる場合があります。

画面に軽く触れて、上下左右に指を
軽くはじきます。

アイコンなどに軽く触れたまま、目
的の位置までなぞり、指を離します。

タップ フリックドラッグ

初期設定画面では、Google™アカウントやWi-Fiの設定などの基本的な設定を行うことができます。
初期設定の再実行について
アプリシートで　　（基本機能）
S　　（初期設定）の順にタップ
すると、再実行できます。

初期設定の手順について
お使いの端末の環境により、手
順が異なる場合があります。
画面に従って操作してくださ
い。

ウェルカムシート（ロック画面） 壁紙切り替え
壁紙を左右にフリックすると、壁紙を切り替えることができます。

デスクトップシートで　 （エモパー設定）S     （     表示）の順に
タップすると、エモパーが有効になります。
初めて利用するときは、　 （エモパー設定）をタップするとエモパー
の初期設定画面が表示されます。
※エモパーをご利用になる場合は、パケット通信料がかかります。

エモパーについて
本機がパートナーとなり、何も操作しなくても、知りたい情報を最適
なタイミング／方法でお知らせします。
・外出時
ウェルカムシート（ロック画面）の画面表示でお知らせします。

・自宅にいるとき
画面表示や音声でお知らせします。情報のお知らせだけでなく、挨
拶なども行います。

一定時間操作しないでおくと、画面が消え画面ロックが設定されます。電源キーを押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示されます。

ソフトウェアキーボードの見かた

文字入力中

文字入力画面
文字を入力

［例：                 （2回）］

変換候補から目的の
文字をタップ［例：愛］
（そのまま入力：確定）

文字の入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。

初期設定画面
進むをタップ

進むをタップS進むを
タップS進むをタップ

設定するを
タップして設定

進むをタップ 設定するを
タップして設定

設定するを
タップして設定

進むをタップ

タッチパネル操作

ウェルカムシート（ロック画面） 文字入力

初期設定各部の名前／キーのはたらき
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