
インフォエリア

カメラボタン

ロック解除ボタン

ショートカットボタン

通知

壁紙

マイク
カメラ
FeliCaマーク

電源キー：
電源ON（長押し）、
画面消灯／点灯

イヤホンマイク端子 SDカード・USIMカード挿入口

送話口／マイク

受話口／マイク

外部接続端子

近接／
明るさセンサー

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

スピーカー

インカメラ

モバイルライト

空気抜き穴

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
に触れてもセンサーは
反応しません。

（Wi-Fi未設定の場合）
画面に従って設定

画面に従って操作 または新しいアカウントを作成
S画面に従って操作

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™アカウントなどの設定を行うことができます。電源を入れる前にUSIMカードを取り付けておいてください。

ウェルカムシート（ロック画面）

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。

　  を上にスライド

画面に従って操作

■画面ロックを解除する ■SHカメラを起動する ■ショートカットボタンからアプリケーションを起動する

　  を上にスライド 　  を上にスライド アプリケーションを
タップ

■壁紙を切り替える
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。

■通知を確認する
通知を2回タップすると、通知に対応した画面が表示されます。

■インフォエリアの情報を切り替える
インフォエリアを左右にフリックすると、表示する情報を切り替え
ることができます。

■モバイルライトの点灯／消灯を切り替える
音量Upキーを長押しすると、モバイルライトの点灯／消灯を切り
替えることができます。

■マナーモードの設定／解除を切り替える
音量Downキーを長押しすると、マナーモードの設定／解除を切り
替えることができます。

言語を選択S　初期設定画面
言語を選択S次へ

次へSWi-Fiの接続先
をタップ

S画面に従って操作

初期設定について
ご契約内容や本機の状態によっては、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。

本
機
が
再
起
動

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

初期設定各部の名前／キーのはたらき

ウェルカムシート（ロック画面）

タッチパネル操作
2016年1月 第１版発行 
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
製造元：シャープ株式会社
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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。

Feel Home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。

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

ウィジェット（常駐型アプリケーション）の操作や、よく利
用するアプリケーションなどを簡単に起動するために、
ショートカットを追加することができます。

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通知や、本機の
状態を表示します。
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。

本機の状態の確認／設定や、通知内
容などを確認できます。

各アイコンのはたらきは、次のとおりです。

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 Homeに戻る

デスクトップシート

ドック

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

本機を握ることで画面を表示させて、着信や時間を確認することなどができます。

アプリケーション
を起動

おもな動作設定項目
持つと画面点灯
画面消灯時に本機を持つと、画面を点灯します。
着信時音量ダウン
着信中に本機を持つと、音量を最小にしてバイブレータが動作します。
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し
ます。
バイブでお知らせ
画面消灯時に本機を持つと、バイブレータで通知をお知らせします。
メディア視聴中音量アップ
メディア視聴中に本機を置くと、あらかじめ設定した内容に合わせて音
量が変化します。

ウェルカムシート（ロック画面）

エモパーの初期設定について
エモパーを利用するには、あらかじめエモパーの初期設定を行う必要が
あります。
デスクトップシートで     （エモパー）をタップしたあと、画面に従って操
作してください。

ショートカットから
起動

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：　　）

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。

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。

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。

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。

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。

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 Homeから行えます。
Feel Home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。

エモパーはお客様の行動や状態に合わせて、必要な情報をタイムリーにお知らせします。天気やニュース、スケジュール、周辺のお店情報
などをウェルカムシート（ロック画面）のインフォエリアに表示します。
自宅にいるときは、音声でも情報をお知らせし、挨拶なども行います。また、お客様の声をエモパーが認識して応答することがあります。
■エモパーからの情報を切り替える

左右にフリック

■ 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/

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。

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/404sh/support/
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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。

Feel Home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。

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

ウィジェット（常駐型アプリケーション）の操作や、よく利
用するアプリケーションなどを簡単に起動するために、
ショートカットを追加することができます。

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通知や、本機の
状態を表示します。
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。

本機の状態の確認／設定や、通知内
容などを確認できます。

各アイコンのはたらきは、次のとおりです。

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 Homeに戻る

デスクトップシート

ドック

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

本機を握ることで画面を表示させて、着信や時間を確認することなどができます。

アプリケーション
を起動

おもな動作設定項目
持つと画面点灯
画面消灯時に本機を持つと、画面を点灯します。
着信時音量ダウン
着信中に本機を持つと、音量を最小にしてバイブレータが動作します。
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し
ます。
バイブでお知らせ
画面消灯時に本機を持つと、バイブレータで通知をお知らせします。
メディア視聴中音量アップ
メディア視聴中に本機を置くと、あらかじめ設定した内容に合わせて音
量が変化します。

ウェルカムシート（ロック画面）

エモパーの初期設定について
エモパーを利用するには、あらかじめエモパーの初期設定を行う必要が
あります。
デスクトップシートで     （エモパー）をタップしたあと、画面に従って操
作してください。

ショートカットから
起動

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：　　）

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。

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。

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。

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。

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。

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 Homeから行えます。
Feel Home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。

エモパーはお客様の行動や状態に合わせて、必要な情報をタイムリーにお知らせします。天気やニュース、スケジュール、周辺のお店情報
などをウェルカムシート（ロック画面）のインフォエリアに表示します。
自宅にいるときは、音声でも情報をお知らせし、挨拶なども行います。また、お客様の声をエモパーが認識して応答することがあります。
■エモパーからの情報を切り替える

左右にフリック

■ 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/

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。

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
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インフォエリア

カメラボタン

ロック解除ボタン

ショートカットボタン

通知

壁紙

マイク
カメラ
FeliCaマーク

電源キー：
電源ON（長押し）、
画面消灯／点灯

イヤホンマイク端子 SDカード・USIMカード挿入口

送話口／マイク

受話口／マイク

外部接続端子

近接／
明るさセンサー

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

スピーカー

インカメラ

モバイルライト

空気抜き穴

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
に触れてもセンサーは
反応しません。

（Wi-Fi未設定の場合）
画面に従って設定

画面に従って操作 または新しいアカウントを作成
S画面に従って操作

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-FiやGoogle™アカウントなどの設定を行うことができます。電源を入れる前にUSIMカードを取り付けておいてください。

ウェルカムシート（ロック画面）

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。

　  を上にスライド

画面に従って操作

■画面ロックを解除する ■SHカメラを起動する ■ショートカットボタンからアプリケーションを起動する

　  を上にスライド 　  を上にスライド アプリケーションを
タップ

■壁紙を切り替える
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。

■通知を確認する
通知を2回タップすると、通知に対応した画面が表示されます。

■インフォエリアの情報を切り替える
インフォエリアを左右にフリックすると、表示する情報を切り替え
ることができます。

■モバイルライトの点灯／消灯を切り替える
音量Upキーを長押しすると、モバイルライトの点灯／消灯を切り
替えることができます。

■マナーモードの設定／解除を切り替える
音量Downキーを長押しすると、マナーモードの設定／解除を切り
替えることができます。

言語を選択S　初期設定画面
言語を選択S次へ

次へSWi-Fiの接続先
をタップ

S画面に従って操作

初期設定について
ご契約内容や本機の状態によっては、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。

本
機
が
再
起
動

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

初期設定各部の名前／キーのはたらき

ウェルカムシート（ロック画面）

タッチパネル操作
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