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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）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）の見かた

壁紙1

電話着信やメール受信、アプリケーションからの通知などを
表示

所有者情報を表示（タップ）2

アプリケーションなどを起動（上にドラッグ）

画面ロックを解除（上にドラッグ）

時刻や天気、エモパーからのメッセージなどを表示（イン
フォエリア）1

SHカメラを起動（上にドラッグ）

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。

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）で、 を上にドラッグ

アプリケーションのメニュー画面が表示されます。

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。

・起動するアプリケーションを変更することもできます。詳しく
は、「ウェルカムシート（ロック画面）をアレンジする」を参照
してください。

ウェルカムシート（ロック画面）の使いか
たを確認する

アプリケーションのメニュー画面で （体験しよう！）
画面に従って操作
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不在着信や新着メールなどがあるとき

不在着信／新着メールがあったときや、アプリケーションからお知
らせがあったときは、ウェルカムシート（ロック画面）に通知が表
示されます。

通知を2回続けてタップ

関連する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。

通知の件数について

通知の件数によっては、通知がまとめられることがあります。こ
のときは、一番下の通知を2回タップすると、すべての通知が確
認できます。

ホーム画面（Feel Home）のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。お買い上げ時に
は、「Feel Home」と呼ばれるホーム画面が利用できるようになっ
ています（変更することもできます）。
以降、本書では「Feel Home」での操作を中心に説明します。

シートやページを切り替える

Feel Homeは、アプリケーションを起動する「アプリシート」と、
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したりできる「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。
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。

アプリシートは複数のページで構成されています。
上下にフリックすると、ページを切り替えることができます。

・デスクトップシートにショートカットを追加すると、複数のペー
ジになることがあります。このときも、上下にフリックすると
ページを切り替えられます。

アプリシートの見かた

アプリケーションを起動

現在のページ位置を表示／ページ切り替え（タップ）

ドック（アプリケーションを起動）
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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1

ショートカットからアプリケーションを起動

現在のページ位置を表示／ページ切り替え（タップ）1

ドック（アプリケーションを起動）

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。

画面上部（ステータスバー）のアイコ
ンの見かた

画面上部のステータスバーには、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。

・ウェルカムシート（ロック画面）では、通知アイコンは表示され
ません。

アイコン 意味

使い方ガイドへのアクセス経路1

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

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カード準備中

USB接続中

撮影したスクリーンショットあり

スクリーンショット失敗

撮影したスクリーンショットあり（Clip
Now）

スクリーンショット失敗（Clip Now）

隠れた通知あり

モバイルライト点灯中

1　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。

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（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直すと表示されます。
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本機の状態やお知らせを確認する（通
知パネル）

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（下にドラッグ）

着信などの通知や実行中の機能を表示

通知内容を利用

設定を起動

通知をすべて削除し、通知パネルを閉じる

通知パネル利用時の操作

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。

今後、同じアプリケーションからの通知をブロック
する

通知パネルで、ブロックする通知をロングタッチ

ブロック （ 表示）

・ ブロック をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）

が切り替わります。
・アプリケーションによっては設定できないものもあります。

今後、同じアプリケーションからの通知を先頭に表
示する

通知パネルで、先頭に表示する通知をロングタッチ

優先度 （ 表示）

・ 優先度 をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が

切り替わります。
・「ブロック」が無効（ ）のときに設定できます。
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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（下にドラッグ）

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行で表示（上にドラッグ）

グリップマジック機能のON／OFFを切り替え

機能ボタンのカスタマイズ画面を表示

機能ボタンをアレンジする

機能ボタンを並べ替える

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

機能ボタンを削除する

通知パネルで カスタマイズ 削除するアイコンを画面下部

の未使用ボタンエリアへドラッグ

機能ボタンを追加する

通知パネルで カスタマイズ 追加するアイコンを画面下部

の未使用ボタンエリアから追加する位置へドラッグ

ウェルカムシート（ロック画面）をア
レンジする

ウェルカムシート（ロック画面）の壁紙を設定したり、起動するア
プリケーション（ショートカット）を変更したりすることができま
す。

壁紙を設定する

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上にドラッグ

（ウェルカムシート）

ウェルカムシート壁紙

ウェルカムシート壁紙画面が表示されます。

「静止画」欄の をタップ 登録先（ 1枚目 など）をタッ

プ
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アプリケーション（ コンテンツマネージャー（壁紙） など）を

タップ 画面に従って操作

設定が完了します。

・アプリケーションをタップするときに、 設定解除 をタップする

と、設定している静止画を解除することができます。

ウェルカムシート（ロック画面）利用時の
操作

ライブ壁紙をウェルカムシート（ロック画面）の壁
紙に設定する

ウェルカムシート壁紙画面で「ライブ壁紙」欄の 画像

をタップ 壁紙に設定

・設定する壁紙によっては、その他の設定も行えます。画面に
従って操作してください。

Feel Homeの壁紙を、ウェルカムシート（ロック画
面）の壁紙に反映する

ウェルカムシート壁紙画面で 壁紙設定を反映する

起動するアプリケーション（ショートカッ
ト）を変更する

を上にドラッグしたときに表示されるアプリケーション（ショー
トカット）を変更することができます。

ウェルカムシート（ロック画面）で、 を上にドラッグ

（ウェルカムシート）

ショートカット

変更するショートカットをタップ
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ショートカットの種類（ アプリ など）をタップ

ショートカットで起動するアプリケーションや機能をタップ

ショートカットが設定されます。

・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。

ホーム画面（Feel Home）をアレンジ
する

Feel Homeの壁紙やテーマを設定したり、アイコンの配置や表示方
法を変更したりすることができます。また、フォルダやショート
カット、ウィジェットの追加も行えます。

壁紙を設定する

Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ

メニューが表示されます。

壁紙設定

アプリケーション（ アルバム（壁紙） など）をタップ 画面

に従って操作

設定が完了します。
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テーマや表示方法を設定する

Feel Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ

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

ホーム設定画面が表示されます。

カラー、パターンなどをタップ

テーマが設定されます。

・ 標準 をタップしたときは、 表示 ／ 非表示 をタップすると、

アイコンの背景表示の有無を設定できます。

ホーム設定時の操作

壁紙を変更する

通常は、「壁紙を設定する」で設定されている壁紙が表示されま
す。壁紙を変更するときは、次の操作を行ってください。

ホーム設定画面で「リストから」の画像をタップ 画面に
従って操作

・「壁紙を設定する」で設定されている壁紙を利用するときは、
「壁紙設定連動」の画像をタップしてください。

Feel Homeの使いかたを確認する

ホーム設定画面で、「体験しよう！」の 表示する

アプリシートにGoogle検索ウィジェットを表示する
かどうかを設定する

ホーム設定画面で、「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。

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

ホーム設定画面で、「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。

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

ホーム設定画面で、「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

ホーム設定画面で、「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
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アプリシートのページを並べ替える

アプリシートで、アイコンがない場所をロングタッチ

メニューが表示されます。

ページ並替え

ページを上下にドラッグして、並べ替え後の位置に移動

移動する

ページが移動します。

アイコンやウィジェットの配置を変更する

Feel Home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。
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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 Homeで、アイコンがない場所をロングタッチ

メニューが表示されます。

ホーム設定

ホーム設定画面が表示されます。

「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、アイコンや文字が大きく表示されま

す。

アプリケーションを非表示にする

アプリシートで、アイコンがない場所をロングタッチ アプ

リ表示設定 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。

アイコンのレイアウト変更時のご注意

「レイアウト設定」を「Simple」に設定すると、デスクトップ
シートが表示されなくなります。

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。

・デスクトップシートやドックにもフォルダを作成できます。

Feel Home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。

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 Homeで、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。

フォルダ作成時の操作

フォルダ名を変更する

Feel Home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

アイコンをフォルダに入れる

Feel Homeで、アイコンをロングタッチ フォルダにドラッ
グ
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アイコンをフォルダから出す

Feel Homeで、フォルダをタップ アイコンをロングタッ

チ フォルダ外にドラッグ

フォルダを削除する

Feel Homeで、フォルダをロングタッチ はがす

・あらかじめ、削除するフォルダから、アイコンを出しておいて
ください。

ショートカットを追加する

デスクトップシートに、アプリケーションのショートカットを追加
します。

デスクトップシートで、アイコンがない場所をロングタッチ

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。

・ショートカットのアイコンには、 が表示されます。

ショートカットアレンジに関する操作

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、ショートカットのアイコンをロングタッ

チ はがす
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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

"4x1" 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。

(4x1) Yahoo!
検索

Yahoo!で情報検索ができます。

アナログ時計 アナログ時計を表示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。

デジタルクロッ
ク

デジタル時計を表示することができます。

ドライブ Google ドライブを利用できます。

ハングアウト 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。

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。

体験しよう！ 体験しよう！を起動します。

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。

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アプリ 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）／
Pocket WiFi
（2x1）／
Pocket WiFi
（4x1）

テザリングのON／OFF設定を簡単に切り替え
ることができます。

SHSHOW
（1x1）／
SHSHOW
（4x1）

メーカーアプリの「SHSHOW」へ簡単にアク
セスできます。

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。

デスクトップシートで、アイコンがない場所をロングタッチ

メニューが表示されます。

ウィジェットを貼付け
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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
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