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本機のしくみと基本操作について
ボタン操作
ボタンを押して操作する方法です。本機のほぼすべての操作が行え

ボタン操作について
ボタンでのカーソル操作について
画面内のカーソルは

で操作することができます。

ます。

タッチポインター操作
タッチエリアを指で触れて画面上のポインターを操作する方法で

ソフトキーについて

す。
画面下部に表示される文字は、該当するボタンを押したときに操作
できる内容を示しています。
・画面によっては、一部割り当てが変わることがあります。

33

タッチポインターの使いかた

タップ

LINEやブラウザ、OfficeSuiteを操作するとき、タッチエリアを指
で触れて操作ができます。
タッチポインターに対応したアプリで、タッチポインターをONにす
ると、画面に表示される

タッチエリアに軽く触れるだけでボタンを押さずに、すぐに指を離
します。2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼び
ます。

（ポインター）を操作できるようにな

ります。

基本操作

タッチポインターの利用について
次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
・手袋をした指や爪の先での操作
・ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
・異物を操作面に載せたままでの操作
・水分が付着した状態での操作

タッチポインター設定時の操作

・目的の項目の上に「

タッチポインターをONにしたときに説明画面を表
示するかどうかを設定する
設定

その他の設定

・ブラウザに表示された画像などをダブルタップすると、表示が拡
大／縮小します。

タッチポインター

起動確認表示
・ 起動確認表示
示（

」を移動してタップすると、その項目が

決定（実行）されます。

と操作するたびに、表示（

ドラッグ

）／非表

）が切り替わります。

タッチエリアに軽く触れて、指を離さない状態を保ち「

タッチポインターの操作ガイドを確認する

」を

」にします。タッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方

「

向や位置へなぞります。

操作方法について詳しくは、次の操作でガイドをご確認くださ
い。
設定

その他の設定

タッチポインター

操作ガイド

タッチポインターをONにする
タッチポインターに対応したアプリを起動すると、画面上部（ス
テータスバー）に

が表示されます。
・リスト画面のスクロールなどを行います。

タッチポインターに対応したアプリで

（長押し）

タッチポインターがONになり、画面上部（ステータスバー）
に

が表示されます。

・タッチポインターに対応していないアプリではONになりません。
・再度

・画面端に「

」がある状態で、タッチエリアに指を軽く触れた

まま、画面外に向かってなぞっても操作できます。
・アプリによっては、2本の指でタッチエリアをなぞることでも操作
ができます。
・再度タッチエリアに触れて、指を離さない状態を保つと、
「

」を「

」に戻すことができます。

（長押し）と操作するとタッチポインターがOFFにな

ります。
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ピンチ

メインメニューの使いかた

2本の指でタッチエリアに触れたままボタンを押さずに、指を開いた

メインメニューを利用する

り（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

次の機能やアプリ、サービスが利用できます。

項目
メール
ブラウザ

説明
メールやSMS、PCメールの送受信ができま
す。
インターネットにアクセスできます。ブラウ
ザは、タッチポインター対応アプリです。
LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話
やメールが楽しめるコミュニケーションアプ

LINE
・ブラウザに表示された画像などを拡大／縮小します。

リです。LINEは、タッチポインター対応アプ
リです。
LINEの使いかたについて詳しくは、「LINEを
利用する」を参照してください。
アラーム／カウントダウンタイマー／ストッ

アラーム

プウォッチを利用できます。
各機能について詳しくは、「アラームメ
ニューを利用する」を参照してください。
カメラを使ってフォトやムービーの撮影など
ができます。

カメラ

カメラの使いかたについて詳しくは、「フォ
ト／ムービーを撮影する」を参照してくださ
い。
現在地の地図を表示したり、現在時間の雨雲

地図

情報を確認できます。
地図の使いかたについて詳しくは、「地図を
利用する」を参照してください。
カレンダーやメモ帳などの便利なツールを利
用できます。

ツール

ツールの使いかたについて詳しくは、「ツー
ルメニューを利用する」を参照してくださ
い。
本体メモリ／SDカードに保存されている静止
画、動画、音楽やその他のファイルをデータ

データ（データ

フォルダで確認することができます。

フォルダ）

データフォルダについて詳しくは、「データ
を利用する（データフォルダ）」を参照して
ください。
あんしんバックアップや緊急速報メールなど
のサービスを利用できます。

サービス

サービスの使いかたについて詳しくは、
「サービスメニューを利用する」を参照して
ください。
モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送

TV

サービスを見ることができます。
テレビの視聴について詳しくは、「テレビを
利用する」を参照してください。
電話帳や簡易留守録再生、スピードダイヤル
など電話の機能が利用できます。

電話機能

電話機能の使いかたについて詳しくは、「電
話機能メニューを利用する」を参照してくだ
さい。

設定

本機のさまざまな設定を変更したり確認する
ことができます。
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メールメニューを利用する
項目

説明
ワイモバイルの携帯電話でSMS／メールを
利用するためのアプリケーションです。
「@ymobile.ne.jp」などのメールアドレスを
使ったメールの送信や受信が可能です。
対応のメールアドレスについて詳しくは、
ワイモバイルホームページを参照してくださ
い。

基本操作

メール

メールアカウントを登録することで、外出先

メインメニューが表示されます。

にいても自宅や会社のPCメールを送信した
PCメール

り、受信することができます。
本機には複数のPCメールのアカウントを登録
することができます。

項目を選択

メール

メニューに対応したアプリや機能が起動／表示されます。
・メニューはダイヤルボタン（

~

、

、

）に対

応しており、各ボタンを押すことでもアプリや機能を起動／表示
できます。
・

を押すと1つ前の画面に戻ります。

メインメニュー利用時の操作
メニューのレイアウトを変更する
（メニュー）

変更

メールメニューが表示されます。

項目を選択
アプリが起動します。

でレイアウトを選択

アプリをアップデートする
（メニュー）

アップデート

・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。
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アラームメニューを利用する
項目

ツールメニューを利用する

説明

項目

アラームを利用できます。
アラーム

四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り

アラームについて詳しくは、「アラームを利
用する」を参照してください。

説明
算）や百分率（パーセント）の計算ができま

電卓

す。
電卓について詳しくは、「電卓で計算する」

カウントダウンタイマーを利用できます。
カウントダウン

カウントダウンタイマーについて詳しくは、

を参照してください。

タイマー

「カウントダウンタイマーを利用する」を参

よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に

照してください。
ストップウォッチを利用できます。

メモ帳

登録することができます。
メモ帳について詳しくは、「メモ帳に登録す

ストップウォッ

ストップウォッチについて詳しくは、「ス

る」を参照してください。

チ

トップウォッチを利用する」を参照してくだ

カレンダーを確認したり、スケジュールを管

さい。

カレンダー

理したりすることができます。
カレンダーについて詳しくは、「カレンダー
を利用する」を参照してください。
カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い

アラーム

場所などで簡易的なライトとして使うことが
簡易ライト

できます。
簡易ライトについて詳しくは、「簡易ライト
を利用する」を参照してください。
画数の多い漢字などを画面に大きく表示して

漢字チェック

確認することができます。
漢字チェックについて詳しくは、「漢字
チェックを利用する」を参照してください。
会議や取材などの音声を、内部ストレージに

アラームメニューが表示されます。

録音することができます。録音した音声の再
音声レコーダー

生も行うことができます。
音声レコーダーについて詳しくは、「音声レ
コーダーを利用する」を参照してください。

項目を選択

パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word
／Excel®／PowerPoint®やPDFのファイルを

アプリが起動します。

表示することに対応したアプリケーションで
OfficeSuite

す。
対象ファイルを閲覧・確認したいときに、手
軽に利用することができます。OfficeSuite
は、タッチポインター対応アプリです。
QRコードやバーコード（JANコード）を読み
取って、ウェブ検索などに利用できます。読
み取り結果を保存したり、プロフィールや電

バーコードリー

話帳からQRコードを作成することもできま

ダー

す。
バーコードリーダーについて詳しくは、
「バーコードリーダーを利用する」を参照し
てください。
電池残量や時間帯によって画面の設定を自動

エコモード

的に変更し、電池の消耗を抑えます。
エコモードについて詳しくは、「エコモード
設定を利用する」を参照してください。
赤外線通信を利用できます。

赤外線

赤外線について詳しくは、「赤外線通信を利
用する」を参照してください。

37
サービスメニューを利用する
ツール

項目

説明
セキュリティサービス「Internet SagiWall」

ブラウザ保護

により、インターネット利用時にワンクリッ
ク詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様
ご利用の端末の電話帳／ブックマーク／カレ
ンダー／メールのそれぞれのデータをクラウ
ドサーバーやSDカードなどに保存したり、

ツールメニューが表示されます。

あんしんバック

サーバーのデータを端末に読み込むことがで

アップ

きます。

基本操作

の端末をお守りします。

端末の機種変更時に、これまでお使いの機種
から新たな機種にデータを移動したい場合に
便利です。

項目を選択

・緊急速報メール

アプリが起動します。

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を
受信することができます。
対象エリア内にいて速報をキャッチした場
合、警報音やバイブレーション、画面表示で
すぐにお知らせします。
また、国や地方公共団体からの災害・避難情
緊急・災害

報なども受信できます。
・災害用伝言板
震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生し
た場合に、安否情報の登録、確認、削除がで
きます。
・災害用音声お届けサービス
震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生し
た場合に、パケット通信により音声メッセー
ジをお届けします。
・共有電話帳
社内共通の電話帳データを端末に同期できま
す。
管理者が社内共通で使用したい電話帳リスト

法人サービス1

を作成・編集し、共有サーバーにアップロー
ドします。
共有サーバーと同期をすることで端末に反映
できます。
また、各端末に保存している電話帳データの
バックアップとしてもご利用いただけます。

1

法人のお客様向けサービスとなります。ご利用については別途ご
契約が必要です。

サービス
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サービスメニューが表示されます。
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電話機能メニューを利用する
項目を選択

項目
アプリが起動します。

説明
電話番号やメールアドレスを登録することが
できます。
メールアドレスだけではなく、誕生日などを

電話帳

登録することもできます。
また、登録した連絡先ごとに着信音などを設
定できます。
電話帳について詳しくは、「電話帳を利用す
る」を参照してください。
電話帳に新しい連絡先を登録することができ

電話帳新規登録

ます。
電話帳新規登録について詳しくは、「新しい
連絡先を登録する」を参照してください。
発着信履歴や発信頻度を確認することができ
ます。

通話履歴

通話履歴について詳しくは、「着信履歴／発
信履歴／発信頻度を利用する」を参照してく
ださい。
電話に出ることができないときに録音した伝

簡易留守録再生

言を再生します。
簡易留守録再生について詳しくは、「簡易留
守録を再生する」を参照してください。
留守番電話センターに発信して、お預かりし
た伝言を再生します。

留守番電話再生

留守番電話サービスについて詳しくは、「留
守番電話サービスを利用する」を参照してく
ださい。
通話音声メモの再生や削除などができます。

通話音声メモ

通話音声メモについて詳しくは、「通話音声
メモを利用する」を参照してください。
プロフィールの確認や編集ができます。

プロフィール

プロフィールについて詳しくは、「自分の電
話番号を確認する」を参照してください。
電話帳グループの追加、削除などができま

電話帳グループ
設定

す。
電話帳グループ設定について詳しくは、「電
話帳のグループを設定する」を参照してくだ
さい。
通話に関する情報の確認や、動作を設定でき

通話設定

ます。
通話設定について詳しくは、「通話設定を変
更する」を参照してください。
迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振
り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着
信に対して、自動で警告を表示させたり、着
信を拒否することができます。また、迷惑電
話への発信に対しても警告を表示したり、発
信の中断ができます。公共施設や企業からの

迷惑電話ブロッ

着信の時も、ハローページの情報をもとに名

ク

称を表示するので、安心して電話に出られま
す。ご利用にはサービスへのお申し込みが必
要です。
迷惑電話ブロックについて詳しくは、「迷惑
電話に関わる発着信を自動でブロックする
（迷惑電話ブロック）」を参照してくださ
い。
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電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけ
スピードダイ
ヤル

ることができます。

アプリの呼び出しかた

スピードダイヤルについて詳しくは、「ス

本機は、いろいろな方法でアプリを呼び出すことができます。目的

ピードダイヤルで電話をかける」を参照して

に応じて使い分けてください。

ください。
電話がかかってきたように着信音を鳴らすこ
ダミー着信

とができます。
を利用する」を参照してください。

カスタムメニューに登録されているアプリリストからアプリを呼び
出します。

電話機能

電話機能メニューが表示されます。

項目を選択

基本操作

ダミー着信について詳しくは、「ダミー着信

カスタムメニューからアプリを呼び出す

（カスタムメニュー）

カスタムメニュー画面が表示されます。

利用するアプリを選択

アプリや機能が起動します。

アプリが起動します。

カスタムメニュー利用時の操作
カスタムメニューのアプリを登録／変更する
カスタムメニュー画面で項目／アプリを選択
ニュー）

追加

（メ

追加／変更するアプリを選択

カスタムメニューからアプリを削除する
カスタムメニュー画面で

（メニュー）

除するアプリを選択

（

・削除するアプリを選択
解除（

削除

表示）

削
（削除）

を押すたびに、選択（

）／

）が切り替わります。

・削除画面で

（メニュー）

全選択 ／ 全解除 と操作
）／解除（

）できま

す。

カスタムメニューのアプリを並び替える
カスタムメニュー画面でアプリを選択
並び替え

移動先を選択

（メニュー）

DIGNO® ケータイ 502KC

すると、すべてのアプリを選択（
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ボタンを長押ししてアプリや機能を呼び出
す

使用中のアプリを呼び出す
使用しているアプリの履歴一覧からアプリを呼び出します。また、

ボタンを長押しすることで、あらかじめ登録されている次のアプリ

複数のアプリを同時に起動して、切り替えながら操作できます。

や機能を呼び出すことができます。
・操作時の状況によっては動作しないことがあります。

操作
待受画面で
（長押し）

内容
メール新規作成

待受画面で

クローズポジション時の

（長押し）

タン）操作無効（キーロック）の設定／解除

待受画面で
（長押し）
待受画面で
（長押し）
待受画面で
（長押し）
待受画面で
（長押し）

（サイドボ

ブラウザメニューを表示

電話帳の新規登録

履歴一覧画面が表示されます。

簡易ライトを点灯

データフォルダを起動

利用するアプリを選択

待受画面
（長押

簡易留守録のON／OFF

～

電話帳を検索

で
し）
待受画面
で

（長押し）
待受画面
で

（長押

し）

国際電話をかける（「+」を追加して電話発信
メニューを表示）

待受画面
で

（長押

Bluetooth®のON／OFF

し）

アプリが表示されます。

履歴一覧画面の操作
使用中のアプリを1件終了する

待受画面
で

（長押

ダミー着信を起動

履歴一覧画面で終了したいアプリを選択
ニュー）

し）
（長押
し）
（長押

設定パネルを表示
タッチポインターのON／OFF（対応したアプ
リを利用しているとき）

し）
（長押
し）

カスタマイズキーに設定したアプリを起動／
カスタマイズキーを設定

待受画面
で
（長押し）

マナーモードの設定／解除

（メ

1件終了

使用中のアプリをすべて終了する
履歴一覧画面で

（メニュー）

すべて終了

はい
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マナーモードを利用する
周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないよう
に設定できます。

オリジナルモードを編集する
アプリごとに音量を変更するなど、お好みに合わせてマナーモード
を設定できます。

マナーモードを設定する
基本操作

・マナーモードに設定すると、着信音／受信音／操作音などが鳴動
しません。また、サイレントモード／ドライブモードに設定する
と、着信／受信時のバイブレータも振動しません。
・マナーモードを設定していても、カメラ撮影時のシャッター音、
ムービー撮影時の撮影開始／終了音などは鳴ります。

（長押し）
マナーモード選択画面が表示されます。

「オリジナルモード」を選択

（編集）

マナーモードが設定されます。
・待受画面で

マナーモード ／ サイレントモード

／ ドライブモード ／ オリジナルモード としてもマナーモード
を設定できます。
・ OFF に設定すると、マナーモードは設定されません。

オリジナルモード編集画面が表示されます。

マナーモードを解除する
マナーモード設定中に

（長押し）

各項目を設定

（保存）

編集が完了します。

オリジナルモード編集時の操作
オリジナルモードの音量を編集する
オリジナルモード編集画面で 音量

着信音の音量 ／

メール・通知の音量 ／ アラームの音量 ／ メディアの音
量 ／ 操作音の音量

音量を選択

オリジナルモード編集画面で 着信時バイブ （
・ 着信時バイブ
（

を押すたびに、選択（

）が切り替わります。

表示）
）／解除

DIGNO® ケータイ 502KC

オリジナルモードでの着信時にバイブレータを振動
させる
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自動マナーを設定する

オリジナルモードの設定をリセットする
オリジナルモード編集画面で

（リセット）

はい

設定した時刻になると自動でマナーモードが切り替わるように設定
できます。

マナーモード選択画面が表示されます。

（自動マナー）

自動マナー設定画面が表示されます。

設定時刻を選択

（

表示）

設定が有効になります。
・自動マナーの設定を無効にするときは、設定時刻を選択
押します（

表示）。

自動マナー設定時の操作
マナーモードを選択する
自動マナー設定画面で設定時刻を選択
マナーモード設定

（編集）

マナーモード ／ サイレントモー

ド ／ ドライブモード ／ オリジナルモード
（保存）
・ OFF に設定すると、設定時刻になるとマナーモードが解除に
なります。

を
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機内モードを利用する

マナーモードが切り替わる時刻を変更する
自動マナー設定画面で設定時刻を選択
時刻

時刻を入力

電源を入れたまま、電波を発する機能を無効にすることができま

（編集）

（確定）

す。

（保存）

機内モードを設定する

マナーモードが有効になる曜日を変更する

繰り返し

項目を選択

（確定）

基本操作

自動マナー設定画面で設定時刻を選択

（編集）

（

表示）

（長押し）

（保存）

・項目を選択

を押すたびに、選択（

）／解除（

）

が切り替わります。

自動マナーを新規作成する
自動マナー設定画面で
各項目を設定

（メニュー）

新規作成

（保存）

設定時刻を1件削除する
自動マナー設定画面で設定時刻を選択
削除

1件削除

（メニュー）

はい

設定パネルが表示されます。

設定時刻を選択して削除する
自動マナー設定画面で
削除

削除する設定時刻を選択
（削除）

・設定時刻を選択
（

（メニュー）

削除

選択

（

表示）

を押すたびに、選択（

）／解除

機内モード （

表示）

はい

）が切り替わります。

・選択削除画面で

（メニュー）

作すると、すべての項目を選択（

全選択 ／ 全解除 と操
）／解除（

）できま

す。
機内モードが設定されます。

機内モードを解除する
機内モード設定中に、設定パネルで 機内モード （

表

示）
・ 機内モード
（

を押すたびに、有効（

）／無効

）が切り替わります。

機内モード利用時のご注意
Bluetooth®通信を有効にしているときに 機内モード に設定す
ると、その時点でそれぞれの通信が無効になります。データ通信
また、 機内モード を設定したあとにBluetooth®機能を有効に
すると、機内モード設定中でもBluetooth®通信を行うことがで
きます。通信が許可されている場所であるか確認のうえ、操作し
てください。

DIGNO® ケータイ 502KC

中に操作すると切断されますので、ご注意ください。
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その他の基本操作
自分の電話番号を確認する

プロフィール画面に自分の電話番号が表示されます。

プロフィール確認時の操作
プロフィールを編集する
プロフィール画面で
る項目を選択

（メニュー）

編集

内容を編集

編集す
（登

録）

プロフィールを送信する
プロフィール画面で

（メニュー）

赤外線送信 ／ Bluetooth送信

メール添付 ／
画面に従って操作

登録した内容を削除する
プロフィール画面で

（メニュー）

リセット

は

い
・あらかじめ登録されている内容は削除されません。

スクリーンショットを撮影する
と

を同時に長押しすると、表示されている画面のス

クリーンショットを撮影できます。
・一部、利用できないアプリもあります。
・撮影したスクリーンショットはデータフォルダの 画像 から確認
できます。

