


※ 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。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離
します。

ドラッグ

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。

フリック

画面に軽く触れて、上下左右に指
を軽くはじきます。

 ■電源を入れる

電源キーを長く押す
 •電源が入り、しばらくするとウェ
ルカムシート（ロック画面）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。
 •言語選択画面や初期設定画面
（「ようこそ」表示）が表示された
ときは、画面に従って初期設定
を行ってください（裏面参照）。

 ■電源を切る

電源キーを長く押す

電源を切るをタップ

マイク

カメラ

イヤホンマイク端子

モバイルライト

音量Upキー

FeliCaマーク

音量Downキー
マナーモード設定／解除［長押し］

電源キー
電源ON［長押し］、画面消灯／点灯

グリップセンサー部
※ グリップマジック（裏面参照）で
使用します。

外部接続端子

送話口／マイク

インカメラ
誤動作防止／
明るさセンサー

スピーカー
充電／着信ランプ

受話部

SDカード・USIMカード挿入口

各部の名前／キーのはたらき 電源操作

タッチパネル操作



ウェルカムシート（ロック画面）でできること

設定変更

画面上部（ステータスバー）
を下にドラッグ

設定項目をタップ
➡画面に従って操作

情報切替（インフォエリア）

画面下部を左右にフリック
 •インフォエリアには、時刻や
天気、エモパーのメッセージ
などが表示されます。

アプリケーション起動

を上にドラッグ

アプリケーションをタップ
 •起動するアプリケーションは
変更できます。

通知確認

通知を2回続けてタップ

設定画面などが表示

カメラ起動（SHカメラ）

を上にドラッグ

カメラが起動

す。画面ロックを解除すると、本機を操作できるようになります。ウェルカムシート（ロック画面）は誤動作を防ぐための画面で
 ■画面ロック解除

ウェルカムシート
（ロック画面）
を上にドラッグ

 ■画面自動消灯
一定時間操作しないと

画面が自動的に消灯

電源キーを押す※と
画面が点灯

ウェルカムシート
（ロック画面）が表示

※ グリップセンサー部（左右両方）
を握っても画面が点灯します。

ウェルカムシート（ロック画面）



ホーム画面［Feel Home］の基本操作
アプリシート

いろいろなアプリケーションを
起動できます。

 •アプリシートは複数の画面で構成
されています。

上下にフリック

 •この部分をタップしても切り替え
られます。

デスクトップシート
よく利用するアプリケーション
を登録し、起動できます。

ナビゲーションバー
1つ前の画面に戻る

履歴などを利用して
アプリケーションを起動

ホーム画面に戻る

 • をくり返しタップしてホー
ム画面に戻ると、アプリケー
ションが終了します。

ステータスバー
着信のお知らせや、本機の設
定状態などをマークで表示
します。
新着メールあり 電池残量

電話着信あり 電波状態

通知パネル
本機の設定を変更したり、お
知らせを確認したりできま
す（ステータスバーを下にド
ラッグすると表示されます）。

 • を下へドラッグすると、他
の設定項目が表示されます。

アプリケーション起動やおもな設定、通知確認などが行えます。ホーム画面［Feel Home］は、本機の操作の中心となる画面です。
 ■アプリケーション起動

ホーム画面［Feel Home］
アプリケーションの
アイコンをタップ

 ■フォルダ操作

フォルダをタップ

アプリケーションの
アイコンをタップ

左右に
フリック

ホーム画面操作／アプリケーション起動



定やGoogle アカウントの登録など、本機の初期設定を行うことが

きに、あらかじめ設定した動作を行うことができます。

▶ ▶

画面に従って操作 または新しいアカウントを作成 
➡画面に従って操作

電源を入れたあと初期設定画面が表示されたときは、Wi-Fiの設

グリップマジックを利用すると、本機を持ったときや置いたと

▶

初期設定画面
言語を選択➡

接続先をタップ➡
画面に従って操作

▶

アプリシート
（設定）

便利機能➡
グリップマジック

グリップマジック利用時のご
注意
持つときは、必ず左右両方のグ
リップセンサー部を握ってくだ
さい。片方だけ握っても、グリッ
プセンサーは反応しません。
グリップマジックを解除する
グリップマジック画面でON→ 
OKの順にタップします。

▶

設定する項目をタップ
➡設定操作

初期設定

グリップマジック



▶

文字キーをタップ
［例： ➡ ➡ （2回）］

➡目的の文字を
タップ［例：愛］

初期設定について
初期設定は、はじめて電源を入
れたときに行えます。ご契約内
容や本機状態によっては、初期
設定画面が表示されなかった
り、画面表示や設定項目が異
なったりすることがあります。
Google アカウントについて
すでにGoogle アカウントを
お持ちのときは、アカウントの
追加画面で、Gmailのメールア
ドレスを入力したあと、画面に
従って操作してください。

▶

画面に従って操作

できます。

▶

アプリシート
（設定）

便利機能➡エモパー

エモパーはあなたのパートナー。日々の行動や本機の利用状況、

文字が入力できる状態になると、画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。

ソフトウェアキーボードのはたらき
文字を確定前に戻す 改行を入力
文字を削除 入力文字を逆順に表示※

カーソルを移動（左） カタカナ／英数字に変換※

カーソルを移動（右） 変換方法を切り替え※

絵文字／記号／顔文字を入力 入力文字の確定※

文字入力設定項目を表示 変換候補の表示※

文字種を切り替え ※ 文字入力中に利用できます。

ソフトウェアキーボードを閉じる
ナビゲーションバーの をタップします。

文字入力

エモパー



エモパーとあなたの会話内容に応じて、便利な情報やあなたへの

Y!mobile メールアプリ はY!mobile メール／SMS／MMSを利用するためのアプリケーションです。
Y!mobile メール
「@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
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、絵文字や
写真などの送受信もできます。

▶ ▶
画
面
に
従
っ
て
、

各
項
目
を
設
定

次へ 閉じる

メッセージを、音声／画面表示でお知らせします。

エモパーが話すとき
自宅でディスプレイを上にし
て置くと、話し始めます。
話すのを止めるときは、本機を
裏返してください。
 •午前2時～午前5時の間は話し
ません。また、話し始めるまでに
時間がかかることがあります。
 •本機にイヤホンを接続している
ときは、場所や時間、持ち方にか
かわらず話すことがあります。
 •エモパーが話さないときは、ウェ
ルカムシート（ロック画面）で情
報をお知らせします。

▶

➡ホーム画面へ

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。

メール



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）➡ （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）➡ （Chrome）➡ ➡
ブックマーク➡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/403sh/support/

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。

 ■ワイモバイル カスタマーセンター
総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 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）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 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、ワイモバイルのスマートフォ
ン・ケータイ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。

 ■ワイモバイルホームページ
http://ymobile.jp/

取扱説明書 お問い合わせ先一覧
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