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ユーザーガイドについて

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品をお使いになる前に

「クイックスタート」、「お願いとご注意」をご覧になり、正しく
お取り扱いください。
ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

記載内容について

ユーザーガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を
説明しています。
また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明
しています。操作説明は省略している場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

ユーザーガイドで記載しているディスプレイ表示は、実際の表示
と異なる場合があります。ユーザーガイドで記載しているキー表示
は、説明用に簡略化しているため実際の表示とは異なります。

その他の表記について

ユーザーガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。
「microSD™／microSDHC™／microSDXC™カード」は「SDカー
ド」と表記しています。

本機で使いかたを確認する

本機の操作に慣れていない方にもわかりやすく、タッチ操作の練習
や設定方法の確認ができるアプリケーションを搭載しています。

使い方ガイドを起動する

ホーム画面で （アプリ一覧） （使い方ガイド）

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・はじめて起動したときは、 （使い方ガイド）のご利用にあ
たっての注意に関する確認画面が表示されます。画面の指示に
従って操作してください。
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ステータスバーにアイコンを表示する

通知パネルから使い方ガイドを起動できるよう、アイコンを表示さ
せることができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （使い方ガイド）

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

常時表示

表示する 戻る

常時表示の設定が完了します。

通知パネルから使い方ガイドを起動する

使い方ガイドのアイコンをステータスバーに表示しておくと、機能
を確認したいときなど、すぐに起動できます。

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

通知パネルが表示されます。

使い方ガイド

使い方ガイドトップ画面が表示されます。

使い方ガイドでできること

項目 説明

目次を見る 本機の操作方法を目的別に確認できます。

アクセス数
が多い項目

アクセス数が多い項目がランダムで表示され
ます。
タップすると、取扱説明書内の該当の項目を
確認できます。

用語集 分からない言葉を調べることができます。

よくある質
問

よくある質問を確認できます。
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各部の名称とはたらき

本体について

名称 説明

フロントカ
メラ

静止画や動画などの自分撮りなどに使用しま
す。

赤外線ポー
ト

赤外線通信を行います。

受話口 相手の声が聞こえます。

明るさ／近
接センサー

周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチ
パネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。

着信／充電
LED

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅
します。

ディスプレ
イ

本機のディスプレイはタッチパネルです。指
で直接触れて操作することができます。

外部接続端
子

ACアダプタ（市販品）やUSBケーブル（市販
品）を接続します。

送話口 自分の声を相手に伝えます。

名称 説明

3.5mmイヤ
ホン端子

イヤホンを接続します。

カメラ 静止画や動画の撮影を行います。

スピーカー
着信音や、スピーカーホンで通話中の相手の
声などが聞こえます。

ライト
撮影時などにライトを点灯します。また、懐
中電灯のように利用できます。

カードス
ロット

背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードを
挿入します。

背面カバー
背面カバーを開けてUSIMカード、SDカードの
取り付け／取り外しをします。

注意

防水性能（IPX7）維持のため本機に気密性があり、本機を強く
押した際に受話口周辺から音が出ることがありますが、機能およ
び性能には異常はありません。

キーについて

名称 説明

電源キー

（ ）

ディスプレイを消灯／点灯します。
長押しで電源ON／OFFや再起動、機内モード
などの設定表示を行います。

音量大キー 音量を上げます。

音量小キー
音量を下げます。長押しで、マナーモードを
ONにします。
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USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが記憶されたICカード
です。

USIMカードのお取り扱い

・他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した
場合は、お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますの
であらかじめご注意ください。

・IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
・お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
・USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因

となります。
・USIMカードのお取り扱いについては、USIMカードに付属してい

る説明書を参照してください。
・USIMカードの所有権は当社に帰属します。
・紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
・解約などの際は、当社にご返却ください。
・お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサ

イクルされます。
・USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性がありま

す。ご了承ください。
・お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっ

ておかれることをおすすめします。登録された情報内容が消失し
た場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであ
らかじめご了承ください。

・USIMカードや携帯電話（USIMカード挿入済み）を盗難・紛失さ
れた場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳し
くは、お問い合わせ先までご連絡ください。

・USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で
行ってください。

IC部分

USIMカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

背面カバーを持ち上げる

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損するおそれがあります

ので、ご注意ください。

背面カバーを取り外す

・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してくださ
い。

カードスロットキャップを開ける

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けま
す。

USIMカードスロットカバーのロックを解除する

・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向に
カチッと音がするまで動かしてロックを解除します。

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる
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USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードスロットカ
バーに取り付ける

・切り欠きの位置に注意してください。
・USIMカードスロットカバーの の下側にスライドさせてくださ

い。

USIMカードスロットカバーをロックする

・USIMカードスロットカバーを の方向に倒し、指の腹で の
方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

カードスロットキャップを閉じる

・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉

じてください。

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置
をしっかりと押して、完全に装着させる

・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないよう
に、確実に閉じてください。

USIMカードを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

背面カバーを持ち上げる

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損するおそれがあります

ので、ご注意ください。

背面カバーを取り外す

・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してくださ
い。

カードスロットキャップを開ける

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けま
す。

USIMカードスロットカバーのロックを解除する

・USIMカードスロットカバーを指の腹で押しながら、矢印の方向に
カチッと音がするまで動かしてロックを解除します。

矢印の方向にUSIMカードスロットカバーを持ち上げる
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USIMカードを矢印の方向にスライドさせ、USIMカードを取り外す

USIMカードスロットカバーをロックする

・USIMカードスロットカバーを の方向に倒し、指の腹で の
方向にカチッと音がするまで動かしてロックします。

カードスロットキャップを閉じる

・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉

じてください。

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置
をしっかりと押して、完全に装着させる

・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないよう
に、確実に閉じてください。

カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロッ
トキャップが外れたときは次のように取り付けてください。

図のようにカードスロットキャップを差し込む カードスロット
キャップを矢印の方向に回転させる

SIMロック解除について

本機はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他
社のSIMカードを使用することができます。

・他社のSIMカードをご使用になる場合、ご利用になれるサービス、
機能などが制限される場合があります。当社では、一切の動作保
証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

・SIMロック解除に関する詳細については、ワイモバイルホームペー
ジをご確認ください。
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内部ストレージ／SDカードについて

本機は最大200GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべ
てのSDカードの動作を保証するものではありません。

試供品のSDカードについて

試供品のSDカードは、保証の対象外になります。

SDカード利用時のご注意

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化
してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくこ
とをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の
損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじ
めご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らな
いでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合
があります。

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用して
ください。誤って飲み込むと、窒息するおそれがあります。

保存領域について

本機には内部ストレージとSDカードの2種類の保存領域がありま
す。内部ストレージとSDカードの機能は次のとおりです。

種類 機能

内部ストレージ
撮影した静止画／動画や、メールの添付デー
タなどが保存されます。パソコンと接続し
て、データをやりとりすることもできます。1

SDカード
データをやりとりすることができます。画像
や音楽ファイルなどを保存すると、本機で利
用できます。

1　データのやりとりについて詳しくは、「パソコンとUSBで接続す
る」を参照してください。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

背面カバーを持ち上げる

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損するおそれがあります

ので、ご注意ください。

背面カバーを取り外す

・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してくださ
い。

カードスロットキャップを開ける

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けま
す。

SDカードを図のように置き、矢印の方向にスライドさせて取り付け
る

・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込み
ます。

・SDカード以外は取り付けないでください。



13
ご

利
用

に
あ

た
っ

て
DIGNO

® E 503KC

カードスロットキャップを閉じる

・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉

じてください。

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置
をしっかりと押して、完全に装着させる

・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないよう
に、確実に閉じてください。

SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

ストレージ

SDカードのマウントが解除されます。
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SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行っ
てください。

背面カバーを持ち上げる

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げます。
・背面カバーを大きく反らすとカバーが破損するおそれがあります

ので、ご注意ください。

背面カバーを取り外す

・背面カバーを持ち上げながら、ツメを番号の順に外してくださ
い。

カードスロットキャップを開ける

・くぼみから矢印の方向へゆっくりと持ち上げるようにして開けま
す。

SDカードを矢印の方向にスライドさせて取り外す

・ゆっくりと水平に取り外します。

カードスロットキャップを閉じる

・矢印の方向へカードスロットキャップを倒します。
・カードスロットキャップが浮いていることがないように確実に閉

じてください。

背面カバーと本体を合わせるように置き、背面カバーの矢印の位置
をしっかりと押して、完全に装着させる

・浸水の原因となるため、背面カバーが浮いていることのないよう
に、確実に閉じてください。
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SDカードをフォーマットする

SDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマット
してください。

・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されま
す。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、
あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。

・フォーマットは、充電しながら行うか、本機が十分に充電された
状態で行ってください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

ストレージ

SDカード

設定

フォーマット 消去してフォーマット 完了

SDカード内のデータがすべて消去されます。

カードスロットキャップについて

カードスロットキャップは外れやすくなっています。カードスロッ
トキャップが外れたときは次のように取り付けてください。

図のようにカードスロットキャップを差し込む カードスロット
キャップを矢印の方向に回転させる
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充電する

ACアダプタで充電する

ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルの
ホームページを参照してください。ここでは、ACアダプタ［AC03-
MU-K］を使用して充電する方法を例に説明します。

・お使いになるACアダプタの取扱説明書を参照してください。
・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグ

を絶対に接続しないでください。

外部接続端子にACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図
のようにまっすぐ差し込んでください。

家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

充電が完了したらACアダプタを外す

・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプ
タのmicroUSBプラグを本機から抜きます。

パソコンと接続して充電する

USBケーブルを使用して充電します。

・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

外部接続端子にmicroUSBプラグを差し込む

・microUSBプラグのコネクタを持って、プラグの向きに注意し、図
のようにまっすぐ差し込んでください。

パソコンにUSBプラグを差し込む

充電が完了したらUSBケーブルをパソコンと本機から抜く
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電源を入れる／切る

電源を入れる

（長押し）

スタート画面が表示されます。

・スリープの解除については「スリープを解除してスタート画面を
表示する」を参照してください。

・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動しま
す。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

（長押し）

電源を切る OK

電源が切れます。

タッチパネルの使いかた

本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作でき
ます。

タップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。

ロングタッチ

画面に軽く触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が
切り替われば指を離します。

ドラッグ

アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、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。
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ピンチ

2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。

初期設定について

はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動し、
Google™ アカウントの設定やWi-Fiの設定などを行います。画面の
指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。
画面の指示に従って操作してください。

日本語 を選択して

接続するWi-Fiネットワークを選択

・Wi-Fi設定を省略するときは、 スキップ をタップします。

画面の指示に従ってWi-Fiを設定
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コピーしない を選択して 次へ

・別の端末でGoogle アカウントを設定していて、機種変更などで設

定をコピーしたい場合は、 別の端末からGoogleアカウント、ア

プリ、データをコピーする をタップします。

画面の指示に従って、Google アカウントを設定

・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを利
用する」を参照してください。

・Google アカウントを設定しないときは、 スキップ をタップし

ます。

利用するサービスを選択 次へ

・位置情報サービスの利用に同意すると、以降は確認されることな
く位置情報が送信されますのでご注意ください。

画面の指示に従って、お支払い情報を設定

・お支払い情報の設定をしないときは、 スキップ を選択して 次

へ をタップします。

画面の指示に従って、他のメールアドレスを追加

・他のメールアドレスを追加しないときは、 後で を選択して 次

へ をタップします。

画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定

・スタート画面のセキュリティを設定しないときは、 この端末を保

護し、画面のロック解除にPIN、パターン、またはパスワードを必

要とする の選択を解除し スキップ をタップして、 無視してス

キップ をタップします。

登録する

すべての設定が完了します。

・続いて、Y!mobileサービスの初期登録ができます。画面の指示に
従って操作してください。

・Y!mobileサービスの詳細は、ワイモバイルホームページをご確認
ください。
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ほかの携帯電話からデータを取り込む

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

ホーム画面で （アプリ一覧） （赤外線）

赤外線画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

赤外線受信

相手側でデータ送信の操作を実行 OK

データが保存されます。

・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して
受信する

ホーム画面で （アプリ一覧） （赤外線）

赤外線画面が表示されます。

赤外線受信

相手側で認証コードを入力 データ送信の操作を実行

認証コードを入力 OK

赤外線受信待機中画面が表示されます。

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため
の暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力しま
す。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
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OK

データが保存されます。

・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

Bluetooth®機能をONにする

・本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証する
ものではありません。

・相手機器によっては、正しく接続できないことがあります。
・ワイヤレスで音楽などを聴く場合やハンズフリー通話のとき、状

況によっては雑音が入ることがあります。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

Bluetooth®機能がONになります（ 表示）。

・Bluetooth®機能をOFFにするときは、 をタップします

（ 表示）。
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Bluetooth®機器を登録する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録します。登録した
Bluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、登録するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONに
しておいてください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示
されます。

・目的の機器が見つからないときは、 更新 をタップし、

再検索を行ってください。

機器をタップ 画面の指示に従って機器を認証

Bluetooth®機器が本機に登録されます。

・登録する機器によって、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器
が表示されます。

機器をタップ

タップした機器と接続されます。

・常時接続を必要としないBluetooth®機器の場合、タップしても接
続されません。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の 削除

・ Bluetooth がONのときに設定できます。
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Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに が表示
されます。次の操作を行うと、受信することができます。

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

通知パネルが表示されます。

Bluetooth®通信通知をタップ 承諾

受信完了後、ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

通知パネルが表示されます。

ファイル受信の通知をタップ

受信したデータを選択

受信したデータが開きます。
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基本的な操作のしくみ

ホーム画面とアプリ一覧画面

本機のおもな操作は、電源を入れると表示される「ホーム画面」
と、アプリケーションを一覧表示した「アプリ一覧画面」から行い
ます。

ナビゲーションバー

画面下部のアイコンが表示される領域を「ナビゲーションバー」と
呼びます。アイコンをタップして操作できます。

名称 説明

（戻る）

前の画面に戻ります。キーボード表示時

は の表示に変わり、タップするとキー
ボードを閉じます。

（ホー
ム）

ホーム画面を表示します。

（履歴）
最近使用したアプリケーションを一覧表示
し、起動や履歴からの削除ができます。

（キー
ボード）

使用するキーボードを変更します。

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のボタンなどをタップすると、該当する操作
の画面に移動します。

・1つ前の画面に戻るときは、 をタップします。

アクションバー

アプリケーション画面や設定画面上部のタイトルが表示される部分
を、「アクションバー」と呼びます。アクションバーの右側には、
機能のON／OFFを切り替えるボタンや、その画面で利用できる機能
のアイコンなどが表示されます。

・その画面で利用できる機能のアイコンは、画面下部に表示される
場合もあります。

・アイコンをロングタッチすると、アイコンの機能名が表示されま
す。
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メニュー操作

アクションバーなどに表示される をタップすると、その画面で
利用できる機能の設定や項目が画面に表示されます。また、画面を
ロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される画面もあ
ります。

端末設定と設定操作

ホーム画面で （アプリ一覧）をタップしたあと、 （設定）を
タップすると、本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

縦画面と横画面

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま
す。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても横表示されない
場合があります。

Google Now on Tapを利用する

をロングタッチすると、画面に表示されている内容に関連した
情報を表示することができます。

・初回起動時は、画面の指示に従ってNow on Tapを有効にします。

Now on Tapを無効にする

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）

（Google） 設定 Now on Tap

（ 表示）

・Now on Tapを無効にすると、 をロングタッチしたときに
Google Nowカードが表示されます。

スクリーンショットを撮影する

と音量小キー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。

・ （長押し） スクリーンショット と操作しても、ス

クリーンショットを撮影できます。
・撮影したスクリーンショットは、 （ギャラリー）などから確

認することができます。
・アプリケーションや機能によっては、スクリーンショットを撮影

できない場合があります。
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アプリケーションについて

アプリケーションを起動する

ホーム画面で （アプリ一覧）

アプリ一覧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。

アプリケーションに必要な許可について

一部のアプリケーションを起動するには、そのアプリケーション
が持つ機能について、動作を許可する必要があります。本機内の
データへのアクセスや、写真の撮影などの、重要な機能において
許可が必要です。
許可が必要なアプリケーションは、起動時に許可するかどうかを
確認する画面が表示されます。画面に従って操作することで、ア
プリケーションを使用できます。

アプリケーション一覧

お買い上げ時に搭載されているアプリケーションは次のとおりで
す。

アイコン 機能・サービス

（あんしん
バックアップ）

ご利用のスマートフォンの電話帳／カレン
ダー／メールなど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、
サーバーのデータをスマートフォンに読み込
むことができます。
スマートフォンの機種変更時に、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。

（エコモー
ド）

エコモードをONにすると、消費電力が抑えら
れ、利用可能時間を長持ちさせることができ
ます。電池残量が少なくなったときや、指定
した時刻に自動でエコモードをONにする設定
も可能です。

（カメラ）

コンティニュアスAFに対応したカメラで静止
画の撮影を行うことができます。撮影サイズ
やホワイトバランスなどさまざまな設定を変
更して撮影ができます。連写撮影などにも対
応しています。
また、動画の録画も行うことができます。
録画サイズやホワイトバランスや、特殊効果
などさまざまな設定を変更して撮影が可能で
す。
セルフタイマーにも対応しています。

（カレン
ダー）

カレンダーを確認したり、予定を管理したり
することができます。
カレンダー画面の表示は、日／3日／週／月に
切り替えることができます。

（かんたん
ゲーム）

Yahoo!ゲームが提供する"無料"で遊べるゲー
ム集です。
パズル、脳トレ、トランプ、麻雀、リバーシ
など毎日続けたくなるゲームが200種類以上
遊べます。

（かんたん
設定）

Y!mobileサービスの初期登録や各Yahoo!
JAPANアプリの設定を簡単に行えるアプリで
す。

（ギャラ
リー）

静止画や動画を管理したり、表示／再生する
ことができます。また静止画を編集すること
もできます。

（シンプル
Biz）

シンプルなレイアウトでスッキリとした使い
やすい画面に変更できるホームアプリケー
ションです。左右にスワイプすると、発着信
履歴や今日の予定を素早く確認できます。

（スマート
カスタム）

「スマートカスタム」はソフトバンクが提供
しているアプリケーションのインストールや
アップデートを行うためのサービスです。

（スマート
セキュリティ）

「スマートセキュリティ powered by
McAfee®」はお客さまのスマートフォンを
ウイルス被害や個人情報の漏えいから守りま
す。
お使いの端末のアプリケーション、メール添
付ファイル、SDカードを介して侵入したウイ
ルスの削除をしたり、アプリケーションが扱
うことができる個人情報の内容を評価したり
します。
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（スマホ安
心サービス）

青少年を不適切なサイトや有害アプリから守
り、安心・安全なスマートフォンの利用を
サポートします。また有料オプションを利用
することで、利用時間を制限したり、利用状
況・居場所を把握することができます。

（ダウン
ロード）

ファイルのダウンロードを中断／再開した
り、ダウンロード完了済みのファイルを削除
したりすることができます。

（ドライ
ブ）

Google ドライブ™は、Googleのオンラインス
トレージサービスです。ファイルをGoogle ド
ライブに保存したり、共有したりすることが
できます。

（バーコー
ドリーダー）

QRコードやバーコード（JANコード）を読み
取って、電話帳登録や電話発信、SMSの作成
やメール送信、ブラウザなどと連携すること
ができます。読み取り結果を保存したり、テ
キストや電話帳からQRコードを作成すること
もできます。

（ハングア
ウト）

写真や絵文字、ビデオハングアウトなどを無
料で使用して、1対1やグループでの会話を楽
しむことができます。

（ファイル
コマンダー）

静止画、動画、音楽データ、ダウンロードし
たファイルなどを整理して表示します。

（フォト）
撮影した静止画や動画を表示・編集したり、
Googleのオンラインストレージにバックアッ
プすることができます。

（ホーム切
替）

ホームアプリを切り替えます。

（マップ）

現在地の地図を表示したり、目的地までの経
路を調べたりすることができます。
交通情報を表示したり、航空写真で景色を確
認したりもできます。
ストリートビューや立体表示のほか、コンパ
スモードも搭載されています。

（メール）

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メール
アプリです。
Y!mobile メールアドレス（@yahoo.ne.jp）に
加え、SMS／MMS、Yahoo!メール、Gmailな
ど複数のメールアカウントもまとめてご利用
いただけます。
また、家族や友人とのコミュニケーションが
よりスムーズに楽しめる会話型の表示形式に
も対応しています。

（ヤフオ
ク！）

日本最大級のネットオークションサイト「ヤ
フオク！」の公式アプリケーションです。商
品の検索や入札、出品、マイ・オークション
の管理ができます。

（リモート
サポート）

ワイドサポートにご加入いただいた方向けの
アプリケーションです。
このアプリをご利用することでお客さまの端
末の画面を共有しながら、操作や設定などの
サポートを受けることができます。

（位置ナビ
Link）

本機の現在地をほかのユーザーから検索がで
きるようになるアプリケーションです。
本アプリケーションの利用には、検索をす
るユーザーが、位置ナビに関するオプション
サービスに加入する必要があります。

（音声レ
コーダー）

会議や取材などの音声を、内部ストレージ／
SDカードに録音することができます。録音し
た音声の再生も行うことができます。

（音声検
索）

検索キーワードをキー操作入力することな
く、本機に向かって話すだけで、インター
ネット上のさまざまな情報を検索することが
できます。
ウェブページや地図、動画、お店の住所や乗
換案内など、さまざまな関連情報が表示され
ます。

（簡易ライ
ト）

カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い
場所などで簡易的なライトとして使うこと
ができます。アイコンをタッチすることで簡
単にライトの点灯／消灯の切り替えができま
す。

（京セラサ
イト）

京セラサイトは、京セラ製端末向けのサービ
スです。インターネットにアクセスし、京
セラサイトにアクセスします。京セラサイト
は、製品情報やサポート情報、プロモーショ
ン情報などを提供します。

（緊急速報
メール）

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。また、あらかじめ設定したeメールア
ドレスに対して、安否情報が登録されたこと
を自動送信することができます。

（使い方ガ
イド）

スマートフォンの操作に迷ったとき、疑問が
あったときなどに、取扱説明書を閲覧できる
アプリケーションです。
また、FAQサイトへのアクセスもできます。

（時計）
アラームやタイマー、ストップウォッチを利
用したり、世界の時間を確認できます。

（赤外線）

赤外線を利用して、他の機器と電話帳データ
やプロフィール、ファイルなどの送受信を
行うことができます。また、他のアプリケー
ションからも共有機能により、赤外線送信を
行うことができます。

（設定）

本機のさまざまな設定を変更することができ
ます。無線とネットワーク、通話設定、音の
設定、ディスプレイ設定、セキュリティなど
の確認や設定の変更を行うことができます。

（天気） 天気予報を確認することができます。

（電卓）
四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り
算）ができます。関数機能を使用して計算
を行うこともできます。

（電話）

電話をかけたり、受けたりすることができま
す。海外に電話をかけるときも使用します。
ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をか
けたり、履歴から発着信相手の確認や発信を
することができます。
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（電話帳）

友人や知人の名前や電話番号、メールアドレ
スなどの登録や自分のプロフィールを設定す
ることができます。また、内部ストレージ／
SDカードを使って電話帳のインポート／エク
スポートができます。

（Chrome）

インターネットにアクセスして、検索やウェ
ブページの閲覧が可能です。
PC版Chromeアプリケーションとの同期にも対
応し、ブックマーク等のデータを連携させる
ことができます。
また、シークレットタブなどプライバシー機
能にも対応しています。

（Enjoy
パック）

Yahoo!プレミアム会員特典+毎月パケット500
円分がついて月額500円（税別）。
お得なY!mobile限定サービスです。

（Gmail™）

Googleが提供しているメールサービスである
Gmailを利用することができます。
キーワードを入力しメールを検索したり、
メールにラベルを追加することによって、整
理することができます。

（Google）

Google 検索™を利用して、インターネット上
の情報や、本機のアプリケーションを検索す
ることができます。世界のさまざまなウェブ
ページや地図、動画、お店の住所や乗換案内
など、さまざまな関連情報が表示されます。

（GYAO!）

日本最大級の動画アプリGYAO! 人気アーティ
ストのライブから、今クールのテレビドラマ
やアニメ、ハリウッド超大作、注目の日本映
画まで、圧巻のラインナップをすべて無料で
配信します。

（Internet
SagiWall）

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、お客様のス
マートフォンをお守りします。
危険なサイトを検知した場合、警告画面を表
示して、お知らせします。

（JoyHome）

着せ替えテーマを選ぶだけで、かんたんに
ホーム画面を着せ替える事ができます。
省電力でバッテリー長持ち、サクサク動作の
無料着せ替えホームアプリです。

（LOHACO）

ヤフーとアスクルがお届けするネット通販ア
プリです。

（My Y!
mobile）

ご契約内容の確認やご利用料金の照会などが
できる、お客さま専用サイト「My Y!mobile」
に接続します。

（OfficeSuite）

パソコンなどで作成されたMicrosoft®Word
／Excel®／PowerPoint®やPDFのファイルを
表示することに対応したアプリケーションで
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。

（Playスト
ア）

Google Playから、さまざまなアプリケーショ
ン（無料・有料）をダウンロードすることが
できます。
ダウンロードしたアプリケーションは、設定
を変更することによって手動または自動で更
新することができます。

（Playムー
ビー＆TV）

サーバーからレンタルした動画コンテンツ
や、自分で録画した動画コンテンツを管理す
ることができます。

（Play
Music）

内部ストレージ／SDカードに保存されたサウ
ンドデータを再生することができます。

（Wi-Fiス
ポット設定）

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、
ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ロ
グイン）することができるようになるアプリ
ケーションです。
ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサー
ビスへの加入が必要となります。

（Y!ショッ
ピング）

インターネット上でお買い物や自分のお店を
開くことができる、無料通販サービスです。

（Y!バック
アップ）

写真や動画、連絡先など大切なデータを簡単
にバックアップします。

（Y!ブラウ
ザー）

Yahoo!検索を利用して、インターネット上の
情報を検索できます。

（Y!天気）
毎日の天気や一週間の天気予報、災害情報を
お届けする天気アプリです。

（Yahoo!）

いつものヤフーに簡単アクセス。
検索機能に最新ニュース、天気情報など、い
つも必要な情報はもちろん、災害速報通知も
備えたポータルアプリです。

（YouTube™）

YouTubeにアップロードされている、さまざ
まな動画コンテンツを視聴することができま
す。
本機からも高画質モードで再生することがで
きます。
本機のカメラで撮影した動画のアップロード
を行うこともできます。



31
基

礎
知

識
／

基
本

操
作

DIGNO
® E 503KC

電話番号について

自分の電話番号を確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

プロフィール

電話番号を確認できます。

マナーモードについて

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。

・マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音、動画撮影時
の撮影開始／終了音などは鳴ります。

音量小キー（長押し）

マナーモードが設定されます。

・マナーモードを設定しているときに、音量大キーを2回押すとマ
ナーモードが解除されます。
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機内モードについて

機内モードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

（長押し）

機内モード

機内モードが設定されます。

・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内
モードが解除されます。

文字を入力する

キーボードについて

文字を入力するときは、ディスプレイに表示されるソフトウェア
キーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードには1つのキーに複数の文字が割り当てられ
ている「テンキー」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられてい
る「QWERTY」、１つのキーに１つの文字が50音順に割り当てられ
ている「50音キーボード」があります。また、携帯の文字入力と同
様に操作できる「ケータイ入力」も利用できます。

・「テンキー」、「QWERTY」、「50音キーボード」を切り替える

には、キーボード表示中に をタップして キーボードタイプ切

替 をタップし、 テンキーボード ／ QWERTYキーボード ／

50音キーボード をタップします。キーボード表示中に をロ

ングタッチして キーボードタイプ切替 をタップし、 テンキー

ボード ／ QWERTYキーボード ／ 50音キーボード をタップし

ても切り替えられます。
・「ケータイ入力」に切り替えるには、キーボード表示中に を

タップして ケータイ入力 をタップします。

・キーボードを非表示にするには、 をタップします。
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テンキー画面の見かた

文字入力の設定を行います。ロングタッチすると音声入力に
切り替えます。文字入力中は、文字入力キーに割り当てられ
ている1つ前の文字に戻します。

カーソルを左に移動します。

絵文字／記号／顔文字リストを表示します。文字入力中は、
変換候補を英数字やカナに切り替えます。ロングタッチする
と引用入力（マッシュルーム）を利用できます。

文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロン
グタッチすると文字入力の設定を行います。右にドラッグす
るとすべての文字種が表示されます。

現在の文字種が表示されます。

カーソルの前の文字を削除します。

カーソルを右に移動します。

スペース入力、または文字の変換を行います。

改行入力、または入力中の文字を確定します。

入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の
入力、および大文字／小文字への変換を行います。

キーに割り当てられている文字を入力します。

「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。

QWERTY画面の見かた

文字を入力します。

絵文字／記号／顔文字リストを表示します。ロングタッチす
ると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。

文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロン
グタッチすると文字入力の設定を行います。

現在の文字種が表示されます。

カーソルの前の文字を削除します。

改行入力、または入力中の文字を確定します。

カーソルを左に移動します。

音声入力に切り替えます。

文字入力の設定を行います。

スペース入力、または文字の変換を行います。

カーソルを右に移動します。
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50音キーボード画面の見かた

文字入力の設定を行います。ロングタッチすると音声入力に
切り替えます。

カーソルを左に移動します。

絵文字／記号／顔文字リストを表示します。ロングタッチす
ると引用入力（マッシュルーム）を利用できます。

入力中の文字に対し、「゛」（濁点）／「゜」（半濁点）の
入力、および大文字／小文字への変換を行います。

文字種を切り替えます（ひらがな／半角英字／数字）。ロン
グタッチすると文字入力の設定を行います。

現在の文字種が表示されます。

カーソルの前の文字を削除します。

カーソルを右に移動します。

スペース入力、または文字の変換を行います。

「ー」の入力をします。ロングタッチすると記号のリストを
表示します。

改行入力、または入力中の文字を確定します。

文字を入力します。

文字種を切り替える

文字入力画面で

入力モード切替 入力する文字種をタップ

文字種が切り替わります。

・文字入力画面で をロングタッチして 入力モード切替 をタッ

プしても切り替えられます。

ひらがなを入力する（テンキー）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

（4回） （2回） （1回） （2

回）

文字が入力されます。
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ひらがなを入力する（QWERTY）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

文字が入力されます。

漢字を入力する

テンキーで、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「ひらがな漢字」になっていることを確認

（4回） （2回） （1回） （2
回）

変換候補が表示されます。

・変換候補エリアに候補が表示しきれないときは、変換候補エリア
を上下方向にフリックすると、表示しきれなかった変換候補が表

示されます。また、 をタップすると、変換候補エリアを広げ
て変換候補を表示できます。

変換候補で「携帯」をタップ

文字が入力されます。
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カタカナを入力する

テンキーで、「ケイタイ」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「全角カタカナ」になっていることを確認

（4回） （2回） （1回） （2

回）

文字が入力されます。

英字を入力する

テンキーで、「Keitai」と入力する方法を例に説明します。

文字種が「半角英字」になっていることを確認

（2回） （2回） （3回） （1

回） （1回） （3回）

文字が入力されます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

文字入力画面で

／ ／ 絵文字や記号、顔文字をタップ

絵文字／記号／顔文字が入力されます。

フリック入力について

テンキーで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、
キーを繰り返しタップすることなく、入力したい文字を入力できま
す。キーに触れると、フリック入力で入力できる候補が表示されま
す。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字
が入力されます。
「か」行を入力する方法を例に説明します。

を上下左右にフリック

フリックした方向の文字が入力されます。
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文字を切り取り／コピーして貼り付ける

テンキーを使用しているときを例に説明します。

入力済みの文字をロングタッチ

／ をドラッグして文字列を選択

選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、 をタップして すべて選択 をタップしま

す。

切り取り ／ コピー

貼り付ける位置をタップ 貼り付け

貼り付ける文字列をタップ

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

・文字列を左右にフリックすると、一覧から削除できます。
・ をタップすると文字列の保護が、 をタップすると文字列の

保護の解除ができます。
・ すべて削除 をタップすると、保護していない文字列のすべて

を、一覧から削除できます。
・アプリケーションによっては貼り付け一覧が表示されない場合が

あります。

引用入力（マッシュルーム）を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな機能から文字を引用して
入力できるようになります。

文字入力画面で をロングタッチ 対象の機能をタップ

・文字入力画面で 引用入力（マッシュルーム） をタップ

しても利用できます。

引用して入力したい文字を選択

OK

文字が入力されます。
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ケータイ入力を利用する

携帯電話の文字入力と同様に操作できます。
ケータイ入力で、「携帯」と入力する方法を例に説明します。

文字入力画面で ケータイ入力

ケータイ入力画面が表示されます。

（４回） （2回） （１回）

（２回）

「携帯」をタップ

文字が入力されます。

・ほかの入力方法に戻すときは、 スマホ入力（標準） を

タップします。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目 説明

入力言語 入力言語について設定できます。

表示

・キーボードタイプ
キーボードのタイプを設定できます。
・キーボードイメージ
キーボードのイメージを設定できます。
・他の入力方法に切り替え

入力方法選択キー（ ）を、キーボードに
表示するかどうかを設定できます。
・音声入力キーを表示
音声入力機能を利用するかどうかを設定でき
ます。
・Undoキーを表示
Undoキーを表示させるかどうかを設定できま
す。
・左右キーを表示
QWERTYにしたときに左右キーを表示するか
どうかを設定できます。
・数字キーを表示
QWERTYにしたときに数字キーを表示するか
どうかを設定できます。
・フルスクリーンモード
横画面時に、文字入力欄をフルスクリーン
モードにするかどうかを設定できます。
・候補表示エリア
変換候補を表示するときの行数や、常に候補
表示エリアを表示するかどうかを設定できま
す。
・半角英字モード
日本語ソフトウェアキーボード使用時に、半
角英字モードを有効にするかどうかを設定で
きます。
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予測／変換

・日本語候補学習
入力した日本語の語句を学習させるかどうか
を設定できます。
・日本語予測変換
入力時に日本語の変換候補を表示するかどう
かを設定できます。
・日本語ワイルドカード予測
入力した文字数から日本語の変換候補を表示
するかどうかを設定できます。
・半角スペース入力
全角文字の入力モードでも半角スペースを入
力するかどうかを設定できます。
・候補学習
入力した英語の語句を学習させるかどうかを
設定できます。
・予測変換
入力時に英語の変換候補を表示するかどうか
を設定できます。
・ワイルドカード予測
入力した文字数から英語の変換候補を表示す
るかどうかを設定できます。
・入力ミス補正
QWERTYで英字入力時に、入力間違いの修正
候補を表示するかどうかを設定できます。
・自動スペース入力
英字入力時に、変換候補をタップしたときに
自動で半角スペースを入力するかどうかを設
定できます。
・自動大文字変換
英字入力時に、文頭の文字を自動的に大文字
にするかどうかを設定できます。

キー操作

・キー操作音
キーをタップしたとき音を鳴らすかどうかを
設定できます。
・キー操作バイブ
キーをタップしたとき振動させるかどうかを
設定できます。
・キー操作バイブ時間
キーをタップしたときの振動時間を設定でき
ます。
・キーポップアップ
キーをタップしたとき、キーを拡大表示する
かどうかを設定できます。
・括弧内カーソル移動
対応する括弧（「」、【】など）の入力時、
括弧内にカーソルを移動するかどうかを設定
できます。
・フリック入力
フリック入力を有効にするかどうかを設定で
きます。
・フリック感度
フリック入力時の感度を設定できます。
・トグル入力
フリック入力有効時も、キーをタップして入
力する方法を有効にするかどうかを設定でき
ます。
・自動カーソル移動
自動でカーソルが移動するまでの速さを設定
できます。

外部アプリ連携
・引用入力（マッシュルーム）
引用入力（マッシュルーム）を使用するかど
うかを設定できます。

辞書

・バックアップ／復元
ユーザー辞書のバックアップ、復元を自動で
行うかどうかを設定できます。
バックアップ・復元には「Yahoo!かんたん
バックアップ」アプリを利用します。利用時
には「Yahoo! Japan ID」への登録が必要とな
ります。
・日本語
日本語ユーザー辞書の単語を編集できます。
・英語・その他
英語ユーザー辞書の単語を編集できます。

その他

・学習辞書リセット
学習辞書をリセットできます。
・設定リセット
すべての設定を初期化します。

文字入力画面で 各種設定

・ をロングタッチして 各種設定 をタップしても設定できま

す。

各項目をタップして設定

文字入力の設定が完了します。
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Google アカウントを利用する

Google アカウントを利用すれば、Googleサービスをより便利に活
用できます。Google アカウントがないと利用できなかったり、機能
が制限されるアプリケーションがあります。

Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのIDやパスワードは各種設定機能や同期機能
などでも使用しますので、メモに控えるなどして、お忘れになら
ないようご注意ください。

Google アカウントを作成する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

アカウント アカウントを追加

Google

Google アカウントの追加画面が表示されます。

または新しいアカウントを作成

姓を入力 名を入力 次へ

ユーザー名（メールアドレス）を入力 次へ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

パスワードを入力 パスワードを再入力（確認用） 次へ

電話番号を入力 次へ
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確認

入力した電話番号へSMSが送信されます。

同意する

次へ

Google ドライブに本機のデータを自動的にバックアップするかどう
か、Google Playからニュースやクーポンなどの最新情報を受信する

かどうかを選択 次へ

スキップ 次へ

Google アカウントの作成が完了します。

・Google アカウントの作成が2つ目以降の場合は、引き続き同期設
定を行う画面が表示されます。

Google アカウントでログインする

Google アカウントが必要なアプリケーションを起動すると、
Google アカウントの追加画面が表示されます。すでに持っている
Google アカウントでログインすると、アプリケーションが利用でき
ます。

Google アカウントの追加画面でメールアドレスを入力 次へ

パスワードを入力 次へ

画面の指示に従って操作

Google アカウントのログインが完了します。
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Google Playについて

Google Playから、さまざまなアプリケーション（無料・有料）をダ
ウンロードすることができます。ダウンロードしたアプリケーショ
ンは、設定を変更することによって手動または自動で更新すること
ができます。あらかじめ、Google アカウントでログインしておいて
ください。

アプリケーションのインストールについて

本機では、Google Inc.が提供する「Google Play」上より、さま
ざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自
身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容（品
質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）
およびそれに起因するすべての不具合（ウイルスなど）につきま
して、当社は一切の保証を致しかねます。

無料アプリケーションをインストールする

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

無料アプリケーションをタップ インストール

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされま
す。

有料アプリケーションを購入する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

有料アプリケーションをタップ 金額をタップ 画面の指示
に従って操作

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされま
す。

購入したアプリケーションについて

支払いについて

支払いは一度だけです。アンインストール後の再ダウンロードの
際は、代金は不要です。

ほかのAndroid搭載機器について

同じGoogle アカウントを設定しているAndroid搭載機器であれ
ば、無料でインストールできます。

返金を要求する

購入後一定時間以内であれば、返金を要求できます。返金を要
求すると、アプリケーションは削除され、代金は請求されませ
ん。返金要求は、1つのアプリケーションにつき、一度だけ有効
です。

Google Play画面で マイアプリ&ゲーム アプリ

ケーションをタップ 払い戻し

アプリケーションの購入について

アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリ
ケーションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた
場合、当社は責任を負いかねます。
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アプリケーションを更新する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

マイアプリ&ゲーム 更新するアプリケーションをタッ

プ 更新

アプリケーションがダウンロードされ、インストールされま
す。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

アプリケーション更新の設定をする

アプリケーションの自動更新を設定する

Google Play画面で 設定 アプリの自動更新

更新方法を設定

アプリケーションの自動更新を個別に設定する

Google Play画面で マイアプリ&ゲーム アプリ

ケーションをタップ 自動更新 （ 表示）

・アプリケーションによっては、自動更新を許可できないものも
あります。

アプリケーションをアンインストールする

Google Playでインストールしたアプリケーションは、アンインス
トールすることもできます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （Playストア）

Google Play画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

マイアプリ&ゲーム アンインストールするアプリケー

ションをタップ アンインストール OK

アプリケーションがアンインストールされます。

Google Playの使いかたを確認する

Google Play画面で ヘルプとフィードバック

ヘルプのウェブページが表示されます。

画面の指示に従って操作

各項目の説明が表示されます。
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暗証番号について

暗証番号について

本機のご利用にあたっては、暗証番号が必要になります。ご契約時
の4桁の暗証番号で、オプションサービスを一般電話から操作する場
合や、インターネットの有料情報申し込みに必要な番号です。

・暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れ
になった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お
問い合わせ先までご連絡ください。

・暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。他人に知
られ悪用されたときは、その損害について当社は責任を負いかね
ますので、あらかじめご了承ください。

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の
無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設
定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状
態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように
設定できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

セキュリティ

SIMカードロック設定 SIMカードをロック PINコードを

入力 OK

PINコードが有効になります。

PINコードのご注意

PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。
その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となりま
す。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡くださ
い。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、
本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショッ
プにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。
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PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えま
す。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

セキュリティ

SIMカードロック設定 PINコードの変更 現在のPINコー

ドを入力 OK 新しいPINコードを入力 OK 新

しいPINコードを再度入力 OK

PINコードが変更されます。

スリープにする

一定時間何も操作しないと、画面が一時的に消えスリープに移行し

ます。 を押して手動でスリープにすることもできます。電
池の消耗を抑えられ、タッチパネル操作を受け付けなくなるので誤
動作を防ぐことができます。

スリープを解除してスタート画面を表示す
る

スリープ中に

スタート画面が表示されます。

スタート画面からホーム画面を表示する

スタート画面で をドラッグ／フリック

ホーム画面が表示されます。またはスリープに移行する前の画
面が表示されます。

・スタート画面にセキュリティを設定することができます。スター
ト画面のセキュリティの設定については「スタート画面の設定」
を参照してください。

・スタート画面の ／ をドラッグ／フリックすると、電話／カ
メラをすぐに起動することができます。
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ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新を行う前に

本機の状況（故障・破損・水漏れなど）によっては、保存されて
いるデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフ
トウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。
なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新時のご注意

ソフトウェア更新中について

更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェア更新
には時間がかかることがあります。

ソフトウェア更新中の電波について

電波状況のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池
残量が十分ある状態で操作してください。更新途中に電波状態が
悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあ
ります。更新に失敗すると本機が使用できなくなることがありま
す。

ほかの機能を操作している場合

ソフトウェア更新中は、ほかの機能を操作できません。

ソフトウェアを更新する

本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェア更新が必要
かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新するよう設定されて
います。手動で更新するときは、次の操作を行います。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

端末情報

システムアップデート ソフトウェア更新 ソフトウェア

更新 画面の指示に従って操作

ソフトウェア更新が実行されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

ソフトウェアを自動で更新するかどうかを
設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） 端

末情報 システムアップデート ソフトウェア更新

自動更新設定 自動更新しない ／ 自動更新する

・お買い上げ時は「自動更新する」に設定されています。
・ 自動更新設定 を「自動更新する」に設定しているときは、

更新時刻設定 をタップして、更新を始める時刻を設定できま

す。
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ホーム画面のしくみ

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカ
スタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェッ
ト、フォルダを表示させることができます。

ホーム画面の見かた

名称 説明

ステータス
バー

下向きにドラッグ／フリックすると、通知パ
ネルを表示します。

カスタマイ
ズエリア

アプリケーションのショートカットやフォル
ダ、ウィジェットを自由に配置できます。

クイック起
動エリア

アイコンをタップすると、アプリケーション
や機能を起動できます。お好みのアプリケー
ションのショートカットを最大4つまで設定
できます。フォルダを設定することもできま
す。

ナビゲー
ションバー

アイコンをタップして操作します。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面シートを切り替え
ることができます。

・ほかのホーム画面シートを表示しているときに をタップする
と、最初のホーム画面（メインホーム画面）に戻ります。

ステータスバーについて

ステータスバーは、本機の画面上部にあります。新着メールなどの
通知アイコンや、本機の状態をお知らせする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

通知アイコン

ステータスアイコン
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おもな通知アイコン

ステータスバーに表示される通知アイコンには、次のようなものが
あります。

・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なる通知ア
イコンが表示されます。

アイコン 説明

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリッ
ク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。

／ 新着Gmailあり

新着Y!mobile メールあり

新着SMS／MMSあり

新着ハングアウトあり

伝言メッセージあり（簡易留守録）

音楽再生中

Wi-Fi利用可能

着信中／通話中

不在着信あり

保留中

伝言メッセージあり（留守番電話）

カレンダーの予定通知あり

スヌーズ中／未確認のアラームあり

タイマー動作中

ストップウォッチ動作中

緊急速報メール受信

データのアップロード

データのダウンロード

／ アプリケーションのアップデート通知

／ アプリケーションのインストール完了

Bluetooth®によるファイル共有

SDカード準備中

スクリーンショット

スクリーンショット失敗

エコモード設定中

おもなステータスアイコン

ステータスバーに表示されるステータスアイコンには、次のような
ものがあります。

・このほかにも、使用するアプリケーションによって異なるステー
タスアイコンが表示されます。

アイコン 説明

現在地取得中

簡易留守録設定中

Bluetooth®オン

Bluetooth®デバイスに接続中

マナー（カスタマイズ）モード設定中

マナー（アラームのみ）モード設定中

マナー（サイレント）モード設定中

マナー（バイブ）モード設定中

データ通信中（4G LTE／4G）1

データ通信中（3G／HSPA）

Wi-Fiネットワーク接続中

電波レベル

ローミング中

圏外

機内モード

要充電

電池残量が少なくなっています

電池残量十分

電池充電中

アラーム設定中

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。
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通知パネルを利用する

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリックすると、通知パネル
を開くことができます。通知パネルでは、通知アイコンとその内容
を確認できます。

通知パネルを開く

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

通知パネルが表示されます。

通知パネルを閉じる

通知パネルを上向きにドラッグ／フリック

・通知や実行中の機能が表示されているときは、画面の一番下か
ら上向きにドラッグ／フリックすると、通知パネルを閉じるこ
とができます。

・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知パネルの見かた

端末設定を表示します。

画面の明るさを設定します。

各種項目のON／OFFや設定をします。

ON／OFF設定の編集をします。

ON／OFF設定の表示行数を切り替えます。

着信などの通知や実行中の機能を表示します。

通知を消去し、通知パネルを閉じます。

ON／OFF設定のアイコンを並び替える

通知パネルで 編集 並び替えたいアイコンをロングタッ

チ 並び替えたい位置へドラッグ OK

ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、
フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで
きます。

ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやアイコンを移動する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 移動したい場
所にドラッグ

ウィジェットやアイコンを削除する

ホーム画面で対象のアイテムをロングタッチ 削除 へド

ラッグ

をタップしたときに表示するホーム画面（メイ
ンホーム画面）シートを設定する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 対象の

ホーム画面シートの

ホーム画面シートを追加する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ホーム画

面シートの

ホーム画面シートを移動する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 対象の

ホーム画面シートをロングタッチ 移動したい位置にドラッ
グ

ホーム画面シートを削除する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 対象の

ホーム画面シートをロングタッチ 削除 へドラッグ

壁紙を変更する

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

・ホーム画面の設定画面が表示できます。
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壁紙

壁紙を選択 壁紙に設定

壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、以降も操作が必要な場合があります。
画面の指示に従って操作してください。

ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

ホーム画面の設定画面が表示されます。

アプリ

アプリケーションをロングタッチし、追加したいシートへドラッグ

ショートカットが追加されます。

・アプリケーションをタッチしてもショートカットを追加できま
す。
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ウィジェットを追加する

お買い上げ時に追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目 説明

(4x1) Yahoo!
検索

Yahoo!で情報検索ができます。

Gmail
指定したラベルのメールを確認したり、メー
ルを作成できます。

Gmailのラベル
指定したラベルのスレッド一覧へのショート
カットを作成します。

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
Music

音楽の再生や一時停止などの操作ができま
す。

Googleアプリ 情報を検索できます。

Google Sound
Search

近くで再生されている曲のタイトルを検索で
きます。

Musicプレイリ
スト

Play Musicのプレイリストを再生します。

OfficeSuite最
近の履歴

OfficeSuiteで最近閲覧したファイルを表示し
ます。

Play-マイライ
ブラリ

Playストアで購入した書籍／動画を表示しま
す。

Playストア おすすめのアプリケーションを表示します。

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。

アナログ時計 アナログ時計を表示します。

アルバム アルバムを利用できます。

運転モード マップの運転モードを利用できます。

エコモード エコモードのON／OFFを切り替えられます。

おすすめのコン
テンツを再生

Playストア上のおすすめのアプリ／書籍／動
画を表示します。

カレンダー カレンダーを表示します。

簡易ライト

カメラ機能の撮影ライトを利用して、薄暗い
場所などで簡易的なライトとして使うこと
ができます。アイコンをタッチすることで簡
単にライトの点灯／消灯の切り替えができま
す。

経路を検索
指定した目的地までの、経路検索のショート
カットを作成します。

世界時計（アナ
ログ）／（デジ
タル）

世界各国の都市の時間を表示します。

設定をショート
カット

システム設定内の項目へのショートカットを
作成します。

直接発信 指定した連絡先へ発信できます。

直接メッセージ 指定した連絡先へSMSを送信できます。

デジタルクロッ
ク

デジタル時計を表示します。

天気／天気（6
時間毎）／天気
（週間）

現在位置のほか、複数の都市の天気情報を表
示できます。

時計（グレー）
／（ブラック）
／（ホワイト）

時計を表示します。

ドライブ Google ドライブを利用できます。

ドライブの
ショートカット

Google ドライブのマイドライブへのショート
カットをホーム画面に作成します。

ドライブのス
キャン

ドキュメントをスキャンしてPDFを作ります。

ハングアウト
写真や絵文字、動画などを使ってチャットを
します。

フォトフレーム
お好みの静止画を切り抜いてホーム画面に表
示させることができます。

ブックマーク
Chromeのブックマークへのショートカットを
作成します。

連絡先 指定した連絡先を表示します。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

ホーム画面の設定画面が表示されます。

ウィジェット
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ウィジェットをロングタッチし、追加したいシートへドラッグ

ウィジェットが追加されます。

・ウィジェットをタッチしてもシートにウィジェットを追加できま
す。

・ウィジェットによっては、ウィジェットの詳細を設定できること
があります。画面の指示に従って操作してください。

・ウィジェットによっては、ホーム画面でロングタッチするとウィ
ジェットのサイズ変更ができます。

フォルダを追加する

ホーム画面でフォルダに入れたいアイコンをロングタッチ

同じフォルダへ入れたいアイコンの上にドラッグ

フォルダが追加されます。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ ウィンドウ上部のタ

イトルバーをタップ フォルダ名を入力 OK

かんたんビギナーホームを利用する

かんたんビギナーホームに切り替える

ホーム画面やメニュー表示を、従来の携帯電話のようにシンプルで
わかりやすく表示できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （ホーム切替）

かんたんビギナーホーム

OK OK

かんたんビギナーホームが設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

かんたんビギナーホームを通常のホーム画
面に戻す

かんたんビギナーホーム画面で （アプリ） （設

定） 標準ホーム切替 OK 標準ホーム

OK
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かんたんビギナーホーム画面の見かた

名称 説明

ステータス
バー

下向きにドラッグ／フリックすると、通知パ
ネルを表示します。

通知エリア 通知が表示されます。

ショート
カットキーエ
リア

よく使うアプリケーションなどのショート
カットを最大3つまで設定できます。

クイック起
動エリア

アイコンをタップすると、アプリケーション
を起動できます。

ナビゲー
ションバー

アイコンをタップして操作します。

かんたんビギナーホームにショートカット
キーを設定する

かんたんビギナーホーム画面で （アプリ） （設

定） ショートカットキー

ショートカットキー設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・かんたんビギナーホーム画面で をタップしても、ショート
カットキー設定画面を表示できます。

変更 ／ 登録

アプリケーションを登録 ／ 連絡先を登録

変更／登録するアプリケーション／連絡先をタップ OK

変更／登録が完了します。
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アプリ一覧画面をアレンジする

アイコンの表示形式を切り替える

ホーム画面で （アプリ一覧）

すべて（並び替え順） ／ すべて（50音順） ／ よく使うアプ

リ ／ ダウンロード

すべて（並び替え順） ／ すべて（50音順） ／ よく使うアプ

リ ／ ダウンロード

アイコンの表示形式が切り替わります。

アイコンを並び替える

アプリ一覧画面のアイコンを並び替えることができます。表示形式

が すべて（並び替え順） のときに利用できます。

ホーム画面で （アプリ一覧）

編集

並び替え画面が表示されます。

対象のアイコンをロングタッチ 移動したい場所にドラッグ

・ほかのページの表示までドラッグすると、ほかのページに移動さ
せることができます。

・フォルダに入れたいアイコンをロングタッチして、同じフォルダ
に入れたいアイコンの上までドラッグすると、フォルダを作成で
きます。

OK

アイコンの位置が保存されます。
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アイコンの並び順をリセットする

ホーム画面で （アプリ一覧） 並び順をリ

セット

スタート画面をアレンジする

スタート画面の壁紙を設定することができます。スタート画面のセ

キュリティの種類を スライド に設定しているときに利用できま

す。

スタート画面の壁紙を変更する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

スタート画面

スタート画面の背景

壁紙の設定を引き継ぐ ／ 別の画像を設定する

画面の指示に従って設定

スタート画面の壁紙が設定されます。
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電話をかける／受ける

直接ダイヤルして電話をかける方法や、かかってきた電話の受けか
た、着信中／通話中にできることを説明します。

電話機能について

緊急通報位置通知について

緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受
理機関（警察など）へ通知します。このシステムを「緊急通報位
置通知」といい、受信している基地局測位情報を元に算出した位
置情報を通知します。
・お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
・お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が

通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関
へお客様の発信場所や目的をお伝えください。

・「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊
急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、
人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報
受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。

・国際ローミングを使用しているときは、位置情報は通知されま
せん。

VoLTEおよびHD Voiceへの対応について

本機は、VoLTEおよびHD Voiceに対応しており、より高品質な
音声通話を行うことができます。詳しくは、「VoLTEを利用す
る」「HD Voiceを利用する」を参照してください。

電話利用時の操作

通話音量を調節する

通話中に音量大／小キーを押す

相手に音声が聞こえないようにする

通話中に ミュート

・通話中に ミュート解除 をタップすると、ミュートを解除でき

ます。

通話を録音する

通話中に 通話音声メモ

・通話中に 録音停止 をタップすると、録音を停止します。

別の相手に電話をかける

通話中に 通話を追加 別の相手の電話番号を入

力

こんなときは

Q. 通話しづらい

A. 騒音がひどい場所では、正しく通話ができないことがありま
す。

A. スピーカーで通話するときは、通話音量を確認してくださ
い。通話音量を上げると通話しづらくなることがあります。

Q. 通話中に「プチッ」と音が入る

A. 移動しながら通話していませんか。電波が弱くなって別のエ
リアに切り替わるときに発生することがあります。故障では
ありません。

電話をかける

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

電話画面が表示されます。

電話番号発信画面が表示されます。

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。
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電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話が終了したら

通話が終了します。

電話発信時の操作

スタート画面のセキュリティがかかった状態で、緊
急通報する

スタート画面で をフリック 緊急通報 電話番号

を入力

・スタート画面のセキュリティを、 なし ／ スライド 以外に

設定しているときのみ利用できます。スタート画面のセキュリ
ティについては「スタート画面の設定」を参照してください。

録音された留守番電話を再生する

電話番号発信画面で をロングタッチ OK

留守番電話センターに発信します。

特番を付加する

電話番号発信画面で 番号非通知（184）付加 ／ 番

号通知（186）付加

こんなときは

Q. 電話が繋がらない

A. 相手の電話番号を市外局番からダイヤルしていますか。市外
局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルして
ください。

A. 電話状態が悪くありませんか。電波の届く場所に移動してか
らかけ直してください。

電話を受ける

電話がかかってきたら 電話に出る をタップ

通話ができます。

・スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していないと
きに着信があると、画面上部にポップアップ着信画面が表示され
ます。

・着信相手の表示部分をタップすると、着信画面が表示されます。

通話が終了したら

通話が終了します。

電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量大／小キーを押す

着信を拒否する

ポップアップ着信画面で 拒否 をタップ

着信画面から電話を受ける

着信画面で を右にドラッグ

・スリープ中／スタート画面表示中には着信画面が表示されま
す。

・着信を拒否するときは、 を左にドラッグします。

通話できない場合に相手にSMSでメッセージを送る

着信画面で SMS応答 対象のメッセージをタップ

簡易留守録で応答する

着信画面で 簡易留守録応答
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応答を保留する

着信画面で 応答保留

着信を転送する

着信画面で 転送

・あらかじめ、着信転送サービスの設定をしておいてください。
詳しくは「着信転送サービスを利用する」を参照してくださ
い。

通話画面の見かた／通話中の操作

通話中は、アイコンをタップすることにより、次の機能が利用でき
ます。

連絡先に登録している画像が表示されます。

スピーカーを使って通話します。

音質を設定します。

通話を終了します。

相手の名前／電話番号が表示されます。

メニューを表示します。

HD Voiceで通話中です。1

通話時間が表示されます。

ダイヤルキーを表示します。

通話を保留します。

1　着信中、保留中、通話履歴一覧画面にも表示されます。

VoLTEを利用する

VoLTE（Voice over LTE）とは、LTEを利用した音声通話システム
です。従来の3G回線での音声通話と比べて、より高音質な通話や呼
び出し音が鳴るまでの時間の短縮などが可能になります（ご利用い
ただく際には、別途VoLTEオプションのお申し込みが必要です）。

・ワイモバイル／ソフトバンクのVoLTE対応機との間で利用できま
す。また、本機／相手機共に、FDD-LTEサービスエリア内にいる
こと、「LTE利用通話」および「LTE」設定が有効であること、の
両方を満たすことが必要です。

・国際ローミング中は、VoLTEは利用できません。

VoLTEを利用しないようにする

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

通話設定 LTE利用通話 （ 表示）

・ LTE利用通話 をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

VoLTE利用時のご注意

VoLTEはLTEサービスを利用します。本機のLTEサービスが無効
になっているときは、利用できません。次の操作でLTEを有効に
してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） そ

の他 モバイルネットワーク LTE／3G／GSM選択

LTE／3G／GSM または LTE／3G

HD Voiceを利用する

HD Voiceは、低音から高音まで幅広い範囲の音域に対応しており、
より自然でクリアな音声通話が可能になります。

・ワイモバイル／ソフトバンクのHD Voice対応機との間で利用でき
ます。

・HD Voiceは、VoLTEおよび3G回線に対応しています。VoLTEと
組み合わせることで、さらに高い品質の音声通話が可能になりま
す。
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電話帳／通話履歴から電話をかける

電話帳や通話履歴を利用して、簡単に電話をかけることができま
す。

電話帳から電話をかける

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話が終了したら

通話が終了します。

通話履歴から電話をかける

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

通話履歴一覧画面が表示されます。

対象の履歴の

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

通話が終了したら

通話が終了します。
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オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて

次のオプションサービスが利用できます。

サービス名 説明

着信転送サー
ビス

圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ
指定した電話番号へ転送します。

留守番電話サー
ビス

圏外時や電話に出られないとき、留守番電話
センターで伝言をお預かりします。

割込通話1
通話中にかかってきた電話を受けることがで
きます。

グループ通話1 複数の相手と同時に通話できます。

発信者番号通知
お客様の電話番号を相手に通知したり、通知
しないようにしたりできます。

1　別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

通話サービス設定

留守番・転送電話



63
電

話
／

電
話

帳
DIGNO

® E 503KC

常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不在着信 ／ 着信不能時

各サービスの設定画面が表示されます。

各サービスの設定画面で 常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不

在着信 ／ 着信不能時

各転送画面が表示されます。

転送

着信転送サービスが有効になります。

転送先番号 電話番号を入力 登録

転送先の電話番号が設定されます。

OK

着信転送サービスが設定されます。
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留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

通話サービス設定

留守番・転送電話

常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不在着信 ／ 着信不能時

各サービスの設定画面が表示されます。

各サービスの設定画面で 常に転送 ／ 通話中の着信時 ／ 不

在着信 ／ 着信不能時

各転送画面が表示されます。

留守番

OK

留守番電話サービスが設定されます。

・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに が表
示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に
従ってください。
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割込通話の設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

通話サービス設定

割込通話 （ 表示）

割込通話がOFFになります。

・ 割込通話 をタップするたびに、ON（ ）／OFF（ ）が切

り替わります。
・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。 を

右へドラッグして通話を開始できます。

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

通話中に 通話を追加

別の相手の電話番号を入力

相手が応答したら グループ通話

グループ通話が開始されます。
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発信者番号通知の設定を変更する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。

通話サービス設定

発信者番号通知 （ 表示）

発信者番号通知がOFFになります。

・ 発信者番号通知 をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

通話の設定をする

通話の設定をする

通話に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

通話時間 通話時間の累計を確認します。

着信相手非表示
着信時に相手の情報を表示するかどうかを設
定します。

通話音声メモ 通話音声メモの再生や削除などができます。

聞こえ調整 通話中の音質を設定します。

SMS応答
SMS応答するときのメッセージを設定しま
す。

簡易留守録 簡易留守録に関する設定をします。

LTE利用通話

音声通話にLTEを利用するかどうかを設定しま
す。
詳しくは、「VoLTEを利用する」を参照して
ください。

着信拒否 電話着信の拒否を設定します。

通話サービス
設定

留守番・転送電話などを設定します。詳しく
は、「発信者番号通知の設定を変更する」、
「留守番電話サービスを利用する」、「着信
転送サービスを利用する」、「割込通話の設
定を変更する」を参照してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

通話設定

通話設定画面が表示されます。
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各項目を設定

通話に関する設定が終了します。

通話設定利用時の操作

電話／SMSの発信を制限するように設定する

通話設定画面で 通話サービス設定 発信規制 全発

信規制 ／ 国際発信全規制 ／ 国際発信規制（日本以外）

・ 全発信規制 を選択すると、すべての発信を規制します。着信

転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規
制されないことがあります。

・ 国際発信全規制 を選択すると、滞在国以外への国際電話の発

信を規制します。
・ 国際発信規制（日本以外） を選択すると、滞在国と日本以外

への国際電話の発信を規制します。

電話／SMSの着信を制限するように設定する

通話設定画面で 通話サービス設定 着信規制 全着

信規制 ／ 国際着信規制

・ 全着信規制 を選択すると、すべての着信を規制します。着信

転送サービスや留守番電話サービスを利用しているときは、規
制されないことがあります。

・ 国際着信規制 を選択すると、日本以外での着信を規制しま

す。

発信規制をすべて解除する

通話設定画面で 通話サービス設定 発信規制 発信

規制停止

着信規制をすべて解除する

通話設定画面で 通話サービス設定 着信規制 着信

規制停止

電話帳を利用する

電話帳に電話番号やメールアドレスなどを登録できます。

電話帳利用時のご注意

電話帳の消失または変化について

電話帳に登録したデータは、電池残量のない状態で放置したりす
ると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や
故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えを
とっておかれることをおすすめします。なお、電話帳が消失また
は変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかね
ますのであらかじめご了承ください。

内部ストレージの空き容量について

内部ストレージの空き容量が少ないと、連絡先の編集／削除がで
きない場合があります。ご注意ください。

新しい連絡先を登録する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

Google アカウントをタップ

・あらかじめ、Google アカウントでログインしておいてください。
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各項目を入力 保存

連絡先が登録されます。

電話番号発信画面から連絡先を登録する

電話番号発信画面に入力した電話番号を、直接電話帳に登録でき
ます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入

力 電話帳に登録 画面に従って操作

連絡先を確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

確認する連絡先をタップ

連絡先詳細画面が表示されます。

電話帳画面の見かた

名称 説明

グループ
連絡先のグループを表示したり、編集したり
します。

検索 連絡先を検索できます。

メニュー 電話帳の設定や編集などができます。

すべての連
絡先

すべての連絡先を表示します。

連絡先
タップすると、発信やメールの作成ができま
す。

画像 登録している画像などが表示されます。

お気に入り お気に入りに登録した連絡先を表示します。

索引 索引から連絡先を探せます。

連絡先の追
加

連絡先を新しく追加します。
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連絡先を編集する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ

各項目を編集 保存

連絡先の編集が完了します。

連絡先編集時の操作

ほかの連絡先に統合する

連絡先詳細画面で 統合 統合する連絡先をタップ

統合した連絡先を元に戻す

連絡先詳細画面で 分割 OK

連絡先をホーム画面に配置する

連絡先詳細画面で ホーム画面に配置

連絡先を削除する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ

削除

OK

連絡先が削除されます。

連絡先を選択して削除する

電話帳画面で 削除 対象の連絡先を選択

OK OK



70

電話帳をインポートする

あんしんバックアップアプリを利用して電
話帳をインポートする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（ク
ラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートした
りできます。
詳しくは「あんしんバックアップを利用する」を参照してくださ
い。

SDカードから電話帳をインポートする

SDカードにバックアップした電話帳をインポート（読み込み）でき
ます。あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい
手順は「SDカードを取り付ける」を参照してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

インポート／エクスポート

SDカードからインポート

画面の指示に従って操作

インポートが完了します。

赤外線で電話帳をインポートする

ホーム画面で （アプリ一覧） （赤外線）

赤外線画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

相手機器で認証コードを入力 データ送信の操作を実行

赤外線受信

本機と送信側の機器の赤外線ポートを合わせる

赤外線受信待機中画面が表示されます。

認証コードを入力 OK

・認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するため
の暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力しま
す。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
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OK OK 登録先を選択

データが登録されます。

電話帳をバックアップする

SDカードに電話帳をバックアップ（保存）できます。

あんしんバックアップアプリを利用して電
話帳をバックアップする

あんしんバックアップでは、ソフトバンクが管理するサーバー（ク
ラウド）を利用してデータをバックアップしたり、インポートした
りできます。
詳しくは「あんしんバックアップを利用する」を参照してくださ
い。

SDカードに電話帳をバックアップする

あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。詳しい手順は
「SDカードを取り付ける」を参照してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

電話帳画面が表示されます。

インポート／エクスポート

SDカードにエクスポート

画面の指示に従って操作

SDカードに電話帳が保存されます。
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Y!mobile メールについて

Y!mobile メールは、ワイモバイル公式メールアプリです。
Y!mobile メールアドレス（@yahoo.ne.jp）に加え、SMS／MMS、
Yahoo!メール、Gmailなど複数のメールアカウントもまとめてご利
用いただけます。また、家族や友人とのコミュニケーションがより
スムーズに楽しめる会話型の表示形式にも対応しています。

Y!mobile メールで管理できるアカウント一
覧

項目 詳細

Y!mobile メー
ル

Y!mobileで提供しているメールサービスで
す。
自宅のパソコンからでも、本機と同じよう
に送受信することができます。ドメインは＠
yahoo.ne.jpです。他社のメールフィルタ等で
は、携帯電話・PHSと扱われます。

MMS

他社の携帯電話、パソコンなどのeメール対応
機器とも送受信できるメールです。SMSより
長いメッセージ、画像や動画などを添付して
送信することができます。

SMS

携帯電話の電話番号を宛先として短いメッ
セージ（全角70文字まで）の送受信ができま
す。
お申し込み不要ですぐに利用できます。

Gmail
GmailはGoogleのウェブメールサービスです。
ウェブ上のGmailと、本機のGmailを自動で同
期することができます。

eメール
会社や自宅のパソコンなどで送受信しているe
メール（POP3／IMAP4）を、本機でも同じよ
うに送受信することができます。

パソコンからeメール送受信内容を確認する

本機のeメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同
期が行われ、パソコンからでも同じ送受信内容（POP方式の場合
は受信内容のみ）を確認できます。

eメールについて

eメールを使用するには、メールアカウントを設定する必要があ
ります。

Y!mobile メールを利用開始する

Y!mobile メールは、Y!mobile メールアドレスやほかのメールサー
ビスを利用することができます。

Y!mobile メールアドレスを利用する

Y!mobile メールアドレスでY!mobile メールを利用するための設定
を行います。
※アプリケーションの利用方法や画面イメージはアプリケーション
のアップデートにより変更になる可能性があります。

・Y!mobile メールアドレスをお持ちでない場合、 （My Y!

mobile）へログインし、 Yahoo!サービスの利用開始 を行う

か、 （かんたん設定）から作成できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

・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。

利用開始する

利用開始の登録画面が表示されます。

画面に従って操作

メール表示方法について

Y!mobile メールの設定中に、メールの表示方法を「会話型」と
「リスト型」から選択できます。また、表示方法はあとから切り
替えることができます。詳しくは、「会話型表示／リスト型表示
について」を参照してください。
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メール利用時の操作

Y!mobile メールアドレスを追加する

メールBOX画面で 設定 Y!mobile メールでログ

インしていません。 Y!mobile メールでログイン 画

面に従って操作

アカウントを切り替える

メールBOX画面で 一番上に表示されるアカウントを

タップ 変更したいアカウントをタップ

会話型表示／リスト型表示について

メールの表示方法には、会話型表示とリスト型表示の2種類がありま
す。

会話型表示とリスト型表示を切り替える

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定

表示方法
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会話型 ／ リスト型 決定

表示が切り替わります。

会話型表示について

会話型表示では、宛先ごとに送受信したメールをまとめて表示しま
す。たとえば、山本さんとやりとりしたメールを確認するときは、
1つのスレッドの中で山本さんと会話をしているように表示されま
す。

送受信した相手のスレッド

送受信したメール内容

本文入力欄

リスト型表示について

リスト型表示では、「受信箱」や「送信済み」、作成したサブフォ
ルダなどに分けてメールを保存します。

Y!mobile メールを送信する

メールを送信する（会話型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

宛先選択画面が表示されます。

送信する宛先を選択 決定

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。

本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

・件名を削除するときは、 をタップし、 件名を削除 をタップ

すると件名を削除できます。
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Y!mobile メールが送信されます。

メールを送信する（リスト型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

新規メール作成画面が表示されます。

宛先選択画面が表示されます。

送信する宛先を選択 決定

・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。
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本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

Y!mobile メールが送信されます。

Y!mobile メールを受信／返信する

新着メールを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコン
が表示されます。

通知を2回タップ

メール送受信画面／受信箱画面が表示されます。

・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにド
ラッグ／フリックして通知パネルを開きます。通知をタップする
と新着メールが表示されます。

手動でメールを受信する

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。
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メールを返信する（会話型表示）

メール送受信画面で本文を入力

メールが送信されます。

メールを返信する（リスト型表示）

受信箱画面でメールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

返信 ／ 全員に返信 ／ 引用返信 ／ 全員に引用返信

・転送するときは、 転送 をタップします。

本文を入力

メールが送信されます。
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Y!mobile メールを管理する

Y!mobile メールを確認する（会話型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録

メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、 電話帳登

録済み をタップします。

・指定ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、 指定

ドメイン をタップします。

・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、 未登録 を

タップします。

宛先グループ（相手）をタップ

メール送受信画面が表示されます。

メールをロングタッチ 詳細

メール詳細画面が表示されます。
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Y!mobile メールを確認する（リスト型表
示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

受信箱

受信箱画面が表示されます。

・未送信のメールを確認するときは、 下書き をタップします。

・送信したメールを確認するときは、 送信済み をタップします。

・削除したメールを確認するときは、 ゴミ箱 をタップします。

・ 個人フォルダー を選択すると、フォルダを作成できます。画面

に従って操作してください。

メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について（会話型表示）

未読メール件数

アイコン 説明

送信に失敗したメールあり

メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で お知らせ

このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で このアプリについて

・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に
従って操作してください。

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で ヘルプ・お問い合わせ

宛先グループ名を編集する

メールBOX画面で 宛先グループ名の編集 編集す

る宛先グループ名の グループ名を入力 決定

宛先グループを削除する

メールBOX画面で 宛先グループの削除 削除する

宛先グループの 削除

・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
・削除したメールは元に戻せません。
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受信箱画面について（リスト型表示）

差出人／件名／受信日時など

受信箱画面利用時の操作

メールを既読／未読にする

受信箱画面でメールの （ 表示） 既読

／ 未読

メールを移動する

受信箱画面でメールの （ 表示） 移動

移動するフォルダをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの （ 表示）

メール送受信画面について（会話型表示）

送信メール

受信メール

アイコン 説明

送信に失敗したメール

添付ファイルあり。タップすると添付ファイ
ルの保存ができます。

メール送受信画面利用時の操作

宛先グループに選択されている宛先を確認する

メール送受信画面で 宛先を選択

宛先の詳細情報が表示されます。
・ の横に表示される数字は、選択されている宛先の数です。

添付ファイルを保存する

メール送受信画面で ファイル名をタップ 画像を保

存 ／ ファイルを保存

・添付画像のときは、メール送受信画面で画像をタップしても画
像の保存画面が表示されます。

・ の横に表示される数字は、添付されているファイルの数で
す。

メールを削除する

メール送受信画面でメールをロングタッチ 削除 削

除

・削除したメールは元に戻せません。

メールの宛先を変更する

メール送受信画面で 宛先を変更 宛先を選択

決定

・宛先は複数選択することができます。

宛先グループから個人に送信する

宛先グループのメール送受信画面で 宛先を選択

この宛先に送信
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電話帳に登録されていないメールアドレスを本機に
登録する

電話帳に未登録のメールアドレスのメール送受信画面で

宛先を選択 既存の連絡先に追加 ／ 新規連絡先を作

成 画面に従って操作

・連絡先の登録の仕方については「新しい連絡先を登録する」を
ご参照ください。

メール詳細画面について（会話型表示）

件名／差出人／宛先／送受信日時など

本文

メール詳細画面について（リスト型表示）

差出人／宛先／件名／送受信日時など

本文

メール詳細画面利用時の操作

会話型表示に切り替える

メール詳細画面で 会話型で見る

・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

メールを移動する

メール詳細画面で 移動 移動するフォルダをタッ

プ

メールを削除する

メール詳細画面で 削除

Y!mobile メール作成時の操作

メールの作成時に使用できる機能について説明します。

ファイルを添付する（会話型表示）

Y!mobile メール作成中に ファイルを添付

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

ファイルを添付する（リスト型表示）

Y!mobile メール作成中に

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。
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絵文字／顔文字／イラストを入力する（会
話型表示）

件名／本文入力中に

絵文字 ／ 顔文字 ／ イラスト 絵文字／顔文字／イラス

トをタップ

絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

絵文字／顔文字／イラストを入力する（リ
スト型表示）

件名／本文入力中に

絵文字 ／ 顔文字 ／ イラスト 絵文字／顔文字／イラス

トをタップ

絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

Y!mobile メール設定

Y!mobile メールに関する設定を行います。

Y!mobile メールの設定

設定できる項目は次のとおりです。

・設定しているメールアカウントによって表示される項目は異なり
ます。

項目 詳細

表示方法 会話型表示とリスト型表示を切り替えます。

文字の大きさ 文字の大きさを設定します。

電話帳登録済
み1

電話帳登録済みの相手からメールを受信した
ときの通知方法を設定します。

指定ドメイン1
指定ドメインに登録した相手からメールを受
信したときの通知方法を設定します。

未登録1
未登録の相手からメールを受信したときの通
知方法を設定します。

指定ドメイン受
信を設定する1

指定ドメインのメールBOXで受け取るドメイ
ンを指定します。

受信通知2
メールを受信したときの通知方法を設定しま
す。

フィルターの設
定2

受信するメールを自動で指定したフォルダー
に振り分ける設定をします。

迷惑メールの
受信

迷惑メールとして判定されたメールを受信す
るかどうかを設定します。

連携している
Yahoo!メール
を別表示

Y!mobile メールと連携しているYahoo!メール
を個別に表示させるかどうかを設定します。

メールアカウ
ントの追加
（IMAP）

Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウ
ントを利用するときに選択します。

ログアウト
設定中のメールアカウントからログアウトし
ます。

1　表示方法が「会話型」のときに設定できます。
2　表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）
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設定

各項目を設定

設定が反映されます。

MMS／SMSを送信する

MMSを送信する（会話型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。



86

電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録

送信する宛先を選択 決定

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。

本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

MMSが送信されます。



87
メ

ー
ル

／
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

DIGNO
® E 503KC

MMSを送信する（リスト型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。

受信箱 ／ 下書き ／ 送信済み ／ ゴミ箱

メール作成画面が表示されます。

送信する宛先を選択 決定

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。
・宛先は複数選択することができます。
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件名／本文を入力

MMSが送信されます。

SMSを送信する（会話型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・SMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

SMS

SMSに切り替わります。
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電話帳登録済み ／ 未登録

宛先選択画面が表示されます。

送信する宛先をタップ

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先を入力する をタップすると、宛先を直接入力できます。ま

た、入力した宛先を電話帳に登録することもできます。

本文を入力

SMSが送信されます。
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MMS／SMSを受信／返信する

新着のMMS／SMSを確認する

新着メールを受信すると、新着メッセージの通知と、通知アイコン
が表示されます。

通知を2回タップ

受信箱が表示されます。

・SMSの場合は、メール送受信画面が表示されます。
・通知アイコンから確認するには、ステータスバーを下向きにド

ラッグ／フリックして通知パネルを開きます。通知をタップする
と新着メールが表示されます。

MMSメッセージについて

MMSのメッセージが表示されない場合は、 設定

MMSメールアドレスの確認 を行ってください。

手動でMMSを受信する

・SMSは手動で受信できません。すべて自動で受信されます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。

MMSを返信する（会話型表示）

メール送受信画面で本文を入力

MMSが送信されます。
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MMSを返信する（リスト型表示）

受信箱画面でメールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

返信 ／ 全員に返信 ／ 引用返信 ／ 全員に引用返信

・転送するときは、 転送 をタップします。

本文を入力

MMSが送信されます。

SMSを返信する（会話型表示）

メール送受信画面で本文を入力

SMSが送信されます。
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MMS／SMSを管理する

MMSの表示方法には、Y!mobile メールと同様に、会話型表示とリス
ト型表示の2種類があります。
会話型表示とリスト型表示の切り替えについては、「会話型表示／
リスト型表示について」を参照してください。
SMSでは、表示の切り替えはできません。会話型表示のみ使用でき
ます。

MMSを確認する（会話型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。

電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未登録

メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、 電話帳登

録済み をタップします。

・指摘ドメインに設定した相手とのメールを確認するときは、 指定

ドメイン をタップします。

・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、 未登録 を

タップします。

宛先グループ（相手）をタップ

メール送受信画面が表示されます。

メールをロングタッチ 詳細

メール詳細画面が表示されます。
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MMSを確認する（リスト型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。

受信箱

受信箱画面が表示されます。

・未送信のメールを確認するときは、 下書き をタップします。

・送信したメールを確認するときは、 送信済み をタップします。

・削除したメールを確認するときは、 ゴミ箱 をタップします。

・ 個人フォルダー を選択すると、フォルダを作成できます。画面

に従って操作してください。

メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。
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SMSを確認する（会話型表示）

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・SMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

SMS

SMSに切り替わります。

電話帳登録済み ／ 未登録

メールBOX画面が表示されます。

・電話帳に登録済みの相手とのメールを確認するときは、 電話帳登

録済み をタップします。

・電話帳に未登録の相手とのメールを確認するときは、 未登録 を

タップします。

宛先をタップ

メール送受信画面が表示されます。

メールをロングタッチ 詳細

メール詳細画面が表示されます。
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メールBOX画面について（会話型表示）

未読メール件数

アイコン 説明

送信に失敗したメールあり

メールBOX画面利用時の操作

Y!mobile メールのお知らせを確認する

メールBOX画面で お知らせ

このアプリケーションについて確認する

メールBOX画面で このアプリについて

・項目によっては、タップして操作する必要があります。画面に
従って操作してください。

ヘルプ・お問い合わせについて

メールBOX画面で ヘルプ・お問い合わせ アプリ

ケーション（ Chrome 、 Y!ブラウザー 、 Yahoo! な

ど）をタップ 1回のみ ／ 常時

宛先グループ名を編集する

メールBOX画面で 宛先グループ名の編集 編集す

る宛先グループ名の グループ名を入力 決定

宛先グループを削除する

メールBOX画面で 宛先グループの削除 削除する

宛先グループの 削除

・選択した宛先グループ内のメールがすべて削除されます。
・削除したメールは元に戻せません。

受信箱画面について（リスト型表示）

差出人／件名／受信日時など

受信箱画面利用時の操作

メールを既読／未読にする

受信箱画面でメールの （ 表示） 既読

／ 未読

メールを移動する

受信箱画面でメールの （ 表示） 移動

移動するフォルダをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの （ 表示）

メール詳細画面について（会話型表示）

件名／差出人／宛先／送受信日時など

本文
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メール詳細画面について（リスト型表示）

件名／差出人／宛先／送受信日時など

本文

メール詳細画面利用時の操作

会話型表示に切り替える

メール詳細画面で 会話型で見る

・ をタップすると、リスト型表示に戻ります。

メールを移動する

メール詳細画面で 移動 移動するフォルダをタッ

プ

メールを削除する

メール詳細画面で 削除

MMS作成時の操作

MMS作成時に使用できる機能について説明します。

ファイルを添付する（会話型表示）

MMS作成中に ファイルを添付

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。

ファイルを添付する（リスト型表示）

MMS作成中に

画面に従ってファイルを添付

ファイルが添付されます。
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絵文字／顔文字／イラストを入力する（会
話型表示）

件名／本文入力中に

絵文字 ／ 顔文字 ／ イラスト 絵文字／顔文字／イラス

トをタップ

絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

絵文字／顔文字／イラストを入力する（リ
スト型表示）

件名／本文入力中に

絵文字 ／ 顔文字 ／ イラスト 絵文字／顔文字／イラス

トをタップ

絵文字／顔文字／イラストが入力されます。

MMS／SMS設定

MMS／SMSに関する設定を行います。

MMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細

表示方法 会話型表示とリスト型表示を切り替えます。

文字の大きさ 文字の大きさを設定します。

電話帳登録済
み1

電話帳登録済みの相手からメールを受信した
ときの通知方法を設定します。

指定ドメイン1
指定ドメインに登録した相手からメールを受
信したときの通知方法を設定します。

未登録1
未登録の相手からメールを受信したときの通
知方法を設定します。

受信通知2
新着メール受信時の着信音やバイブレーショ
ン、着信LEDなどを設定します。

指定ドメイン受
信を設定する1

指定ドメインのメールBOXで受け取るドメイ
ンを指定します。

フィルターの設
定2

受信したメールの保存先を振り分けできま
す。

MMSメールア
ドレスの確認

MMSメールアドレスを確認します。

MMSの引継ぎ ハングアウトのMMSデータを引継ぎます。

メール
（MMS）を
バックアップ

メールデータをバックアップします。

メールアカウ
ントの追加
（IMAP）

Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウ
ントを利用するときに選択します。

1　表示方法が「会話型」のときに設定できます。
2　表示方法が「リスト型」のときに設定できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）
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設定中のメールアカウントをタップ

・MMSが選択されているときは、手順 に進んでください。

MMS

MMSに切り替わります。

設定

各項目を設定

設定が反映されます。

SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細

文字の大きさ 文字の大きさを設定します。

電話帳登録済み
電話帳登録済みの相手からメールを受信した
ときの通知方法を設定します。

未登録
未登録の相手からメールを受信したときの通
知方法を設定します。

SMSの引継ぎ
本体に保存されているSMSデータを引継ぎま
す。

メールアカウ
ントの追加
（IMAP）

Y!mobile メールアドレス以外のメールアカウ
ントを利用するときに選択します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （メール）

設定中のメールアカウントをタップ

・SMSが選択されているときは、手順 に進んでください。
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SMS

SMSに切り替わります。

設定

各項目を設定

設定が反映されます。

Gmailを利用する

アカウントを追加する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

アカウント アカウントを追加

Exchange ／ Google ／ 個人用（IMAP） ／ 個人用

（POP3）

アカウントの追加画面が表示されます。

・ユーザー名（ユーザーID）やパスワード、サーバー名などの情報
をご確認ください。

画面の指示に従って操作

アカウントが追加されます。
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アカウントを切り替える

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Gmail）

メール一覧画面が表示されます。

切り替えるアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

作成／送信する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Gmail）

メール一覧画面が表示されます。

メール作成画面が表示されます。

宛先／件名／本文を入力

メールが送信されます。

メール作成時の操作

Cc／Bccを追加する

メール作成画面で、宛先の 宛先を入力

ファイルを添付する

メール作成画面で ファイルを添付 アプリーショ

ンを選択 添付するファイルを選択

作成中のメールを下書きとして保存する

メール作成画面で 下書きを保存
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作成中のメールを破棄する

メール作成画面で 破棄 破棄

新着メールを確認する

新着メールを受信するとステータスバーに ／ が表示されま
す。

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

通知パネルが表示されます。

新着メールをタップ

受信した新着メールの詳細画面が表示されます。

・新着メールが2件以上あるときは、メール一覧画面が表示されま
す。確認する新着メールをタップしてください。

メールを確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Gmail）

メール一覧画面が表示されます。

対象のメールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

メール確認時の操作

メールを返信する

メール詳細画面で （返信） メールを作成

・全員へ返信する場合は、 （全員に返信）をタップします。

メールを転送する

メール詳細画面で （転送） メールを作成

メールを未読に戻す

メール一覧画面で未読にするメールのアイコンをタップ（

表示）

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールのアイコンをタップ（ 表

示）

アカウントを手動で同期する

メール一覧画面で、画面を下にドラッグ

・自動同期の設定に関わらず、手動で同期できます。
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アカウントを削除する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

アカウント 削除するアカウントの種類をタップ

削除したいアカウントをタップ アカウントを削除

アカウントを削除

アカウントが削除されます。

インターネットを利用する（Y!ブラウ
ザー）

検索語やURLを入力し、手軽にインターネットを利用できます。

Y!ブラウザーを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Y!ブラウザー）

Y!ブラウザー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

画面上部の入力欄をタップ 検索語またはURLを入力

ウェブページが表示されます。

Y!ブラウザーの使いかたを確認する

Y!ブラウザー画面で 使い方ガイド
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Chromeを利用する

Chromeを利用して、インターネットから情報を入手できます。

TLSについて

TLS（Transport Layer Security）とは、データを暗号化して送
受信するためのプロトコル（通信規約）です。TLS接続時の画面
では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレ
ジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改
ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客
様は自己の判断と責任においてTLSを利用するものとします。お
客様ご自身によるTLSの利用に際し、ソフトバンク株式会社およ
び認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリ
ティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しTLSの安全性
に関して何ら保証を行うものではありません。

Chromeを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Chrome）

Chrome画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・SMSやメール内のURLをタップするとChromeが自動的に起動しま
す。自動的に起動されない場合は、画面の指示に従って操作して
ください。

画面上部の入力欄をタップ 検索語またはURLを入力

検索結果またはウェブページが表示されます。

Chrome利用時の操作

My Y!mobileにログインする

My Y!mobileでは、ご利用料金の確認、料金プランやオプション
サービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対
策の設定などができます。

Chrome画面で ブックマーク Y!mobile My

Y!mobile 画面の指示に従って操作

ウェブページ内を検索する

Chrome画面で ページ内検索 検索文字列を入力

検索結果がハイライト表示されます。

ブックマークを登録する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Chrome）

Chrome画面が表示されます。

登録するウェブページを表示

表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

ブックマーク利用時の操作

ブックマークを編集する

Chrome画面で ブックマーク 対象のブックマー

クをロングタッチ 各項目を編集

ブックマークを削除する

Chrome画面で ブックマーク 対象のブックマー

クをロングタッチ
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閲覧履歴を表示する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Chrome）

Chrome画面が表示されます。

履歴

履歴画面が表示されます。

対象の履歴をタップ

ウェブページが表示されます。

新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Chrome）

Chrome画面が表示されます。

新しいタブ

新しいタブが表示されます。

・タブを切り替えるには、 最近使ったタブ をタップして対象のタ

ブをタップします。
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Chromeを設定する

Chromeに関するさまざまな設定を行うことができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （Chrome）

Chrome画面が表示されます。

設定 各項目を設定

設定が完了します。

閲覧履歴を削除する

Chrome画面で 設定 プライバシー 閲覧

履歴データを消去する 消去するデータを選択（ 表

示） クリア

・項目をタップするたびに有効（ ）／無効（ ）が切り替
わります。
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カメラ

静止画／動画を撮影する...................................................108
撮影した静止画／動画を見る（ギャラリー）....................109
撮影した静止画を加工する（ギャラリー）....................... 110
静止画／動画を共有する...................................................111
カメラの設定を行う..........................................................112
バーコードを読み取る...................................................... 113
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静止画／動画を撮影する

静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮
影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてくださ
い。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意く
ださい。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色すること
があります。

ライト点灯時の警告

ライトを目に近づけて点灯させないでください。ライト点灯時は
発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に
向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因とな
ります。

静止画を撮影する

ホーム画面で （アプリ一覧） （カメラ）

静止画／動画撮影画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

カメラを被写体に向ける

シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

動画を撮影する

ホーム画面で （アプリ一覧） （カメラ）

静止画／動画撮影画面が表示されます。

カメラを被写体に向ける

動画の撮影が開始されます。

撮影を終了するときは

録画終了音が鳴り、動画が保存されます。

・録画中に をタップすると静止画を撮影できます。
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撮影画面の見かた

設定メニューを表示

フラッシュ設定

フロント／アウトカメラ切替

位置情報1

電池残量2

撮影補助ライン

動画撮影開始／動画撮影終了

静止画撮影

最後に撮影した静止画／動画3

1　位置情報付加を設定したときに表示されます。
2　電池残量が少なくなったときに表示されます。
3　録画開始時は非表示となります。録画中に静止画を撮影すると再

度表示されます。

画面を右にフリックすると、設定メニューを表示してカメラモード
の切り替え／設定ができます。
画面を左にフリックすると、撮影した静止画／動画を確認できま
す。

ズームを利用する

静止画／動画撮影画面で音量大／小キーを押す

・静止画／動画撮影画面をピンチイン（2本の指を閉じる）／ピ
ンチアウト（2本の指を開く）してもズームを調整できます。

撮影した静止画／動画を見る（ギャラ
リー）

静止画／動画を表示する

撮影した静止画／動画などを表示できます。次のファイル形式に対
応しています。

種類 ファイル形式

静止画 JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP

動画 3GPP、MP4、TS、WebM、Matroska

ホーム画面で （アプリ一覧） （ギャラリー）

ファイル一覧画面が表示されます。

・お買い上げ時は「No Data」と表示されるので、静止画／動画を
撮影してからご利用ください。

・撮影した静止画／動画がある場合は、 をタップし、月別から
ファイルを一覧表示することができます。

・ をタップし、 アルバム ／ お気に入り ／ カメラ ／ フォ

ルダ をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

再生したい静止画／動画をタップ

静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

静止画／動画について

カメラ起動中に、画面右下のサムネイル画像をタップすると、
撮影した静止画／動画が表示されます。表示された静止画や動画
は、確認、送信、または削除することもできます。
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ギャラリー利用時の操作

ファイルを共有する

ファイル一覧画面で 選択 対象のファイルを選

択 アプリケーションをタップ 画面の指示に
従って操作

ファイルを削除する

ファイル一覧画面で 選択 対象のファイルを選

択 OK

スライドショーを利用する

ファイル一覧画面で スライドショー

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

静止画を壁紙や連絡先のアイコンに登録する

ファイル表示画面で 登録 登録先を選択（ 連絡

先の写真 ／ 壁紙 など） 画面の指示に従って操作

新しいアルバムを作成する

ファイル一覧画面で アルバム アルバム

名を入力 OK

アルバムに静止画／動画を登録する

ファイル一覧画面で アルバム 対象のアルバムを

タップ 画像／動画の追加 対象のファイルを

選択 アルバムに追加

アルバムの名前や表紙画像などの設定を変更する

ファイル一覧画面で アルバム 対象のアルバムを

タップ アルバム設定 各項目を設定

アルバムを削除する

ファイル一覧画面で アルバム 選択

対象のアルバムを選択 OK

・「端末からもアルバム内のデータを消去」にチェックを入れる
と、アルバムに登録した静止画／動画も削除されます。

撮影した静止画を加工する（ギャラ
リー）

静止画を加工する

ホーム画面で （アプリ一覧） （ギャラリー）

ファイル一覧画面が表示されます。

・ をタップし、 アルバム ／ お気に入り ／ カメラ ／ フォ

ルダ をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

編集する静止画をタップ

画面下部のアイコンで静止画を加工

加工が終わったら 保存

加工された静止画が保存されます。
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静止画／動画を共有する

ギャラリーでは、メールやほかのアプリケーションと連動して、静
止画／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用し
て、ほかのコンピューターや端末へ静止画／動画を送ることもでき
ます。

静止画／動画をメールで送る

静止画／動画をメールに添付して送信できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （ギャラリー）

ファイル一覧画面が表示されます。

・ をタップし、 アルバム ／ お気に入り ／ カメラ ／ フォ

ルダ をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

選択 共有したい静止画／動画を選択

（Y!mobile メール）／ （Gmail）

選択したアプリケーションが起動します。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。
・複数のメールアカウントを登録している場合、デフォルトで設定

されているメールアカウントが表示されます。

静止画／動画をBluetooth®を使用して送る

Bluetooth®を使用して、複数の静止画／動画をほかの端末やコン
ピューターに送信できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （ギャラリー）

ファイル一覧画面が表示されます。

・ をタップし、 アルバム ／ お気に入り ／ カメラ ／ フォ

ルダ をタップすると、表示するカテゴリを変更できます。

選択 共有したい静止画／動画を選択

Bluetooth

アプリケーションが起動します。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。
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カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カ
メラのはたらきをお好みで設定することもできます。

撮影モードを切り替える

選択できる撮影モードは次のとおりです。

項目 説明

おまかせ 最適な設定で撮影します。

マニュアル
EV補正、ホワイトバランスなどお好みの設定
を行うことで、こだわりの撮影ができます。

モード
エフェクト／タイムラプス／夜景／スポーツ
／連写を設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （カメラ）

静止画／動画撮影画面が表示されます。

画面を右にフリック

設定メニューが表示されます。

・ をタップしても同様の操作ができます。

撮影モードをタップ

撮影モードが切り替わります。

・ モード 画面右上の をタップすると、各モードの説明が表

示されます。
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カメラのはたらきを設定する

設定できる項目は、次のとおりです。

項目 説明

サイズ 静止画／動画の撮影サイズを設定できます。

HDR
逆光などコントラストが強いシーンで、白と
びを軽減して撮影するかどうかを設定しま
す。

手振れ補正 手振れ補正のON／OFFを設定します。

撮影補助ライン 撮影補助のON／OFFを設定できます。

セルフタイマー セルフタイマーを設定します。

その他の設定

・位置情報付加
撮影したすべての静止画／動画に、位置情報
を付加するかどうかを設定できます。
・音量キー
撮影画面で音量大／小キーを押したときの動
作を設定できます。
・保存先
保存先を設定できます。
・初期設定に戻す
カメラの設定をお買い上げ時の状態に戻しま
す。

ホーム画面で （アプリ一覧） （カメラ）

静止画／動画撮影画面が表示されます。

画面を右にフリック

設定メニューが表示されます。

・ をタップしても同様の操作ができます。

設定項目をタップ 各項目を設定

設定が反映されます。

バーコードを読み取る

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。

バーコードリーダーを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （バーコードリー
ダー）

バーコードリーダー画面が表示されます。

・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作して
ください。

読み取るバーコードを画面中央に表示

自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されま
す。
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あんしんバックアップを利用する

あんしんバックアップについて

商標・ライセンスについて

本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。
©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
Copyright © 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the
"License");
you may not use this file except in compliance with the
License.
You may obtain a copy of the License at
 
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 
Unless required by applicable law or agreed to in writing,
software distributed under the License is distributed on an
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.
ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国に
おける株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

保存したデータのファイル名について

保存したデータのファイル名は保存年月日になります。た
とえば、2016年11月11日に保存された電話帳データは、
「16111100.vcf」となります。同じ日に複数のデータを保存し
た場合は「16111101.vcf」となり、下2桁の数字が増えていき
ます。

保存できる数について

電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像デー
タ／音楽データ／動画データ／メールデータは、サーバー／SD
カードにそれぞれ1日に各100個まで保存できます。

保存できない場合について

お使いのスマートフォンの機能で、シークレットモードなど、第
三者にデータを見せない設定を行っていた場合、サーバーへの保
存時にデータが保存されないことがあります。

読み込んだデータについて

本アプリケーションで読み込んだデータは、それぞれのデータに
対応した各種アプリケーションで利用できます。データ利用時の
表示、動作、操作方法などは、各種アプリケーションの提供者に
お問い合わせください。

あんしんバックアップ利用時の操作

ほかのMy Y!mobileアカウントでログインする

データをサーバーに保存／サーバーから読み込みする際に利用す
るMy Y!mobileのアカウントを変更できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバック

アップ） My SoftBankログイン 電話番号と

パスワードを入力 ログイン 同意する

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
ださい。

あんしんバックアップのヘルプ／利用規約／ロゴ・
ライセンスを表示する

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバック

アップ） ヘルプ ／ 利用規約 ／ ロゴ・ライ

センス

保存／読み込みの履歴を確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバック

アップ） 保存・読み込み履歴

あんしんバックアップの特徴

本アプリケーションは、スマートフォン本体の電話帳／カレンダー
／発着信履歴／画像／音楽／動画／メールのそれぞれのデータをク
ラウドサーバーやSDカードに保存したり、サーバーのデータをス
マートフォンに読み込むことができます。
スマートフォンの機種変更時に、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も便利です。

・3Gおよび4Gネットワークを利用してアプリケーションをダウン
ロードする場合、別途通信料がかかります。

・SDカードが挿入されていないスマートフォンの場合には、ユー
ザーメモリや本体にデータが保存されます。保存実行後に保存先
が表示されます。

・譲渡などの契約変更を行う場合には必ず事前にデータを削除して
ください。契約変更の種類によってはデータが削除されないこと
があります。

・万が一、保存／読み込みしたデータが消失または変化しても、責
任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、アプ
リケーションを利用して発生した結果については責任を負いかね
ますのでご了承ください。

・アプリケーションの仕様は予告なく変更される場合があります。

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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初回起動時の設定を行う

あんしんバックアップをはじめて起動したときは、あんしんバック
アップについての説明画面が表示されます。また、各種データへの
アクセスの許可などの設定も行います。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

次へ 次へ

利用規約を確認して「利用規約に同意する」の （ 表

示） 次へ

OK 許可 許可 許可 許可

機種変更後の方 ／ それ以外の方

初回起動の設定が完了します。

・ 機種変更後の方 をタップしたときは、 携帯電話 ／ スマート

フォン をタップし、画面の指示に従って操作してください。
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データを保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像
データ／音楽データ／動画データ／メールデータを、サーバー／SD
カードに保存します。

・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一
部が破棄、または変更される場合があります。

・発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データはSD
カードのみに保存できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

データの保存（バックアップ）

データの保存先をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

保存する項目をタップ（ 表示）

・タップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わりま
す。

・複数選択することもできます。
・「データ」／「メール」の をタップすると、データ／メール

内の項目をまとめて選択できます（ 表示）。
・「データ」と「メール」の項目は、同時に選択することはできま

せん。

保存開始

保存が開始されます。

・保存を中断する場合は、 キャンセル をタップします。

・中断した場合、データは保存されません。

OK

保存が完了します。
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データを読み込む

サーバー／SDカードに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／
発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データ／メール
データから、データを選択して本体に読み込むことができます。

・読み込むデータによっては、正常に読み込めない場合がありま
す。また、読み込んだデータの一部が破棄、または変更されるこ
とがあります。

・保存データの内容は追加で読み込まれます。完全に一致している
データは重複して追加されません。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

データの読み込み（復元）

読み込むデータが保存されている先をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

読み込みたいデータをタップ（ 表示）

・データをタップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替
わります。

読み込み開始

読み込みが開始されます。

・Google アカウントの選択画面が表示されたときは、対象のアカウ

ントをタップして、 OK をタップしてください。

・読み込みを中断する場合は、 キャンセル をタップします。

・中断した場合、データは読み込まれません。

OK

データが本体に読み込まれます。
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機種変更前に携帯電話（3Gケータイ）から
サーバーへ保存した電話帳データを読み込
む

以前お使いの機種が3G携帯電話でS!電話帳バックアップサービスを
ご利用していたお客さまは、S!電話帳バックアップサービスのサー
バーに保存されていたデータを本体の電話帳に読み込むことができ
ます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

携帯電話から電話帳読み込み

実行 OK

読み込みが完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。

定期的に自動で保存する

本体の電話帳データ／カレンダーデータ／発着信履歴データ／画像
データ／音楽データ／動画データを、サーバー／SDカードに定期的
に自動で保存します。

・お買い上げ時には、定期保存は有効になっています。
・本体に登録されている電話帳データ／カレンダーデータ／発着信

履歴データ／画像データ／音楽データ／動画データの全件をサー
バー／SDカードに保存します。1件ずつ、または一部のデータを
選択して保存することはできません。

保存先を サーバーに保存 に設定したときは、電話帳データ／カ

レンダーデータのみ保存します。
・メールデータは本機能では保存できません。
・ほかの携帯電話でも利用可能な形式で保存するため、データの一

部が破棄、または変更される場合があります。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

定期保存設定

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。
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更新頻度／保存先／保存対象を設定

保存

定期保存が設定されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

定期保存利用時のご注意

サーバーへの定期保存を確実に行うためには、夜間充電状態にし
ておくことをおすすめします。
充電状態ではない場合、省電力機能によりサーバーへの定期保存
が失敗することがあります。

保存したデータを削除する

サーバー／SDカードに保存した電話帳データ／カレンダーデータ／
メールデータ／発着信履歴データ／画像データ／音楽データ／動画
データを削除します。
削除したデータは復旧できませんのでご注意ください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

保存データの削除

削除するデータが保存されている先をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して

ログイン をタップし、 同意する をタップしてください。
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削除するデータをタップ（ 表示） 削除

・タップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わりま
す。

・複数選択することもできます。
・ をタップし、 全選択 をタップすると、すべてのデータを選

択します。

すべてのデータを選択すると、表示が 全解除 に切り替わりま

す。 全解除 をタップすると、選択がすべて解除されます。

OK OK

データが削除されます。

・削除を中断する場合は、 キャンセル をタップします。

自分の連絡先の変更をお知らせする

自分の連絡先が変更になったことをお知らせするメール（連絡先変
更お知らせメール）を簡単に作成して送信できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

連絡先変更お知らせメール

連絡先変更お知らせメール作成画面が表示されます。

宛先変更お知らせメールの宛先
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メールを送る宛先をタップ（ 表示） 確認

・タップするたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り替わりま
す。

・80件まで選択できます。
・ をタップすると、宛先を検索できます。

確認

・ 名前を本文に含める をタップすると、本文に表示する名前を編

集できます。
・ 電話番号を本文に含める ／ Gmailアドレスを本文に含める

をタップすると、本文に電話番号／Gmailアドレスを記載するか

どうかを設定できます。タップするたびに、有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。

送信

・ 定型文（基本） ／ 定型文（丁寧） ／ 定型文（英語） をタッ

プすると、メールの文章を変更できます。

送信 OK

メールが送信されます。

連絡先変更お知らせメール利用時の操作

送信履歴を確認する

連絡先変更お知らせメール作成画面で 送信履歴

送信履歴を削除する

送信履歴のある宛先には、連絡先変更お知らせメールを送信でき
ません。履歴を削除すると送信できるようになります。

連絡先変更お知らせメール作成画面で 送信履歴

送信履歴のリセット OK
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「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へ
電話帳をエクスポートする

本体の電話帳データを、「S!メール（MMS）どこでもアクセス」の
サーバーにエクスポートします。

・サーバーにエクスポートした電話帳は、「S!メール（MMS）どこ
でもアクセス」を利用して、パソコンやほかのスマートフォンな
どから利用できます。

・エクスポートや「S!メール（MMS）どこでもアクセス」の利用が
180日間行われなかった場合、サーバー上の電話帳データは削除
されます。

・「S!メール（MMS）どこでもアクセス」を利用するにはお申し込
みが必要です。

ホーム画面で （アプリ一覧） （あんしんバックアッ
プ）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

S!メールどこでもアクセス

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」利用画面が表示されま
す。

全件エクスポート

・初めてエクスポートするときは、 お申し込み が表示されます。

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」にお申し込みが必要なと

きは、 お申し込み をタップし、画面の指示に従って操作してく

ださい。

My SoftBankの電話番号とパスワードを入力 OK

・アカウント選択画面が表示されたときは、画面の指示に従って操
作してください。

OK

電話帳がエクスポートされます。

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」へ
のエクスポート時の操作

エクスポートした電話帳をサーバー上から削除する

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」利用画面で 全件削除

はい OK

エクスポートの履歴を確認する

「S!メール（MMS）どこでもアクセス」利用画面で 履歴表示

確認したい履歴をタップ 閉じる
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緊急速報メールを利用する

気象庁が配信する「緊急地震速報」や「津波警報」、国や地方公共
団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お
買い上げ時の受信設定は有効となっています）。

緊急速報メールを無効にする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で 受信設定

緊急速報メール受信設定 （ 表示）

緊急速報メール利用時のご注意

受信について

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる
エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合
があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を
受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー
ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ
ん。

待受時間について

緊急速報メールを有効にしている場合、待受時間が短くなること
があります。

緊急速報メールを受信すると

ステータスバーに とメッセージが表示され、緊急地震速報／津
波警報／災害・避難情報個別の警告音およびバイブレータでお知ら
せします。

・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
・受信時には、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。サイ

レント設定時はバイブレーションのみで、警告音は鳴動しませ
ん。

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

通知パネルが表示されます。

緊急速報メールをタップ

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

確認する緊急速報メールをタップ

受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （緊急速報メール）

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

確認する緊急速報メールをタップ

緊急速報メールが表示されます。



126

Google マップを利用する

Google マップでは、現在地の表示や目的地までの道案内などの機能
を利用できます。交通状況を表示したり、航空写真で景色を確認す
ることもできます。

指定した場所の地図を表示する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（マップ）

マップ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

検索バーをタップ

住所や都市、施設名などを入力 選択候補から住所や都市、施設
名などをタップ

指定した場所の地図が表示されます。

Google マップ利用時の操作

現在地を表示する

あらかじめ位置情報を「ON」にしておいてください。

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

あらかじめ位置情報を「ON」にしておいてください。

マップ画面で 取得する情報をタップ 確認する情報
をタップ

地図に渋滞情報や航空写真などを表示する

あらかじめ位置情報を「ON」にしておいてください。

マップ画面で 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で （自動車）／ （公共交通機関）

／ （徒歩） 出発地／目的地を入力

・目的地までの経路の候補が表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で ヘルプ
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ハングアウトを利用する

ハングアウトは、Googleのインスタントメッセージサービスです。
ハングアウト利用者とコミュニケーションをとることができます。
また、ビデオハングアウトも利用できます。あらかじめ、Google ア
カウントでログインしておいてください。

ハングアウトを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（ハングアウト）

ハングアウト画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

新しいビデオハングアウト ／ 新しいグループ ／ 新しい会話

相手の名前／メールアドレス／電話番号を入力 相手をタップ

画面の指示に従って操作

チャット画面／ビデオチャット画面が表示されます。

・文字を入力するたびに、該当する相手が表示されます。
・相手がハングアウトに参加していない場合は、その旨のメッセー

ジが表示されます。 招待 をタップすると、相手をハングアウト

に招待することができます。

ハングアウト利用時の操作

チャットを削除する

ハングアウト画面で削除するチャットをロングタッチ

削除

ビデオチャットを終了する

ビデオチャット画面で

チャットの履歴を無効にする

チャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で 履歴を無効にする

チャットの履歴を削除する

これまでのチャットの履歴を削除することができます。

チャット画面で 削除 削除
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Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した
情報、インターネット上の情報などを検索できます。

検索を行う

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Google）

検索画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・Google Nowについての説明が表示されたときは、 使ってみよ

う をタップすると、Google Nowの機能が利用できます。

検索するキーワードを入力

検索結果が表示されます。

・音声で検索する場合、 をタップして検索したい言葉を本機に
向かって話してください。

Google検索利用時の操作

検索対象を変更する

検索画面で 設定 端末内検索 検索対象を選

択

Google Nowを利用する

Google Nowを利用すると、これまでの検索キーワードや現在地
などの情報をもとに情報を自動で検索し、検索画面に検索結果が
提示されます。また、予定などの通知も行えます。

検索画面で 設定 Nowカード カードを表

示 （ 表示） 設定 使ってみる

・Google Nowのすべての機能を利用するには、あらかじめ位置

情報を ON にしておいてください。

Google Nowの利用を解除する

検索画面で 設定 Nowカード カードを表

示 （ 表示） Google Now設定も削除するかどうかを

選択 OFFにする

音声で情報を検索する（音声検索）

音声でインターネット上の情報を検索できます。

Google 音声検索を利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（音声検索）

音声検索画面が表示されます。

検索したい言葉を本機に向かって話す

検索結果が表示されます。
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電卓で計算をする

電卓を利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （電卓）

電卓画面が表示されます。

画面のキーをタップして計算を行う

計算結果が表示されます。

・キー部分を左にフリックするとメモリキーや%などを利用できま
す。

計算結果を利用する

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ 切り取り

／ コピー ／ 貼り付け

・「貼り付け」はテキスト情報が記憶されている場合に表示され
ます。

カレンダーを利用する

カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネッ
ト上のGoogleカレンダーと同期することもできます。あらかじめ
Google アカウントでログインしておいてください。

カレンダー利用時の操作

今日のカレンダーを表示する

カレンダー画面で

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で スケジュール ／ 日 ／ 3日

／ 週 ／ 月

カレンダー画面上部に月表示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの月／年月をタップ

・月表示を左右にフリックすると、次／前の月を表示します。
・カレンダー表示を、 月 以外に設定しているときのみ表示でき

ます。

次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の週を表示する（週表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の日を表示する（日表示時）

カレンダー画面で左右にフリック

次／前の時間帯を表示する（日／3日／週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

カレンダーに予定を登録する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（カレンダー）

カレンダー画面が表示されます。
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予定登録画面が表示されます。

・カレンダーが週／3日／日表示のときは、予定を登録したい日時／
時間帯を2回タップしても表示されます。

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 保存

予定が登録されます。

予定を確認する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（カレンダー）

カレンダー画面が表示されます。

予定のある日時を表示 予定をタップ

予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面で をタップすると、予定の編集を行うことがで
きます。

・予定詳細画面で 削除 OK と操作すると、予定の削

除を行うことができます。
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カレンダーを更新する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（カレンダー）

カレンダー画面が表示されます。

更新

カレンダーが更新されます。

時計を利用する

アラームやタイマー、ストップウォッチ、世界時計を利用できま
す。
画面を左右にフリックすると、アラーム／タイマー／ストップ
ウォッチ／世界時計の各画面に切り替えられます。

アラームを設定する

ホーム画面で （アプリ一覧） （時計） アラー

ム

アラーム画面が表示されます。

時刻を設定 OK

項目を設定

アラームが設定されます。
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アラーム通知時の動作

アラーム設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせしま
す。

アラームを止める

アラーム通知の画面で をドラッグ／フリック

・スヌーズを利用する場合は をドラッグ／フリックします。
・スリープ中でないとき、またはスタート画面を表示していない

ときにアラーム通知があると、ポップアップでアラーム通知画

面が表示されます。アラームを止めるときは 解除 、スヌーズ

を利用する場合は スヌーズ をタップします。

・音量大／小キーを押してもアラーム音を止められます。音量大

／小キーを押したときの動作は、アラーム画面で キー

動作 をタップして設定できます。

タイマーを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （時計） タイ

マー

タイマー設定画面が表示されます。

・すでに設定したタイマーがある場合は、設定済みのタイマーが表

示されます。 を押すとタイマーを開始できます。
・設定済みのタイマーが複数ある場合は、画面右にインジケーター

が表示されます。上下にフリックすることでほかのタイマーに切
り替えることができます。

計る時間を入力

タイマー画面が表示され、タイマーが開始されます。

・ をタップすると、新規のタイマーを設定できます。

タイマー通知時の動作

タイマー設定時刻になると、アラーム音や振動でお知らせしま
す。

を押すとアラーム音や振動を止め、タイマーを停止できま
す。

タイマー利用時の操作

タイマーを一時停止する

タイマー画面でタイマー開始中に

・一時停止中に をタップすると、タイマーを再開できます。
・ をタップすると、タイマーをリセットできます。

タイマーの残り時間を1分間減らす／増やす

タイマー画面で対象のタイマーの ／
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タイマーを削除する

タイマー画面で対象のタイマーの

ストップウォッチを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （時計） ストッ

プウォッチ

ストップウォッチ画面が表示されます。

計測が始まります。

計測時間が表示されます。

・計測中に をタップすると、ラップタイムを計測できます。
・計測終了後に をタップすると、計測時間をリセットできま

す。

世界時計を利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （時計） 世界時

計

世界時計画面が表示されます。

世界時計に表示する都市を追加する

世界時計画面で 追加したい都市をタップ（ 表

示）
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YouTubeを利用する

YouTubeにアップロードされている、さまざまな動画コンテンツ
を視聴できます。本機から動画のアップロードを行うこともできま
す。

動画を閲覧する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（YouTube）

YouTube画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

動画をタップ

動画が再生されます。

・動画再生中に画面をタップすると再生／一時停止ができます。

動画を投稿する

YouTube画面で 動画を選択 タイトルなど

を入力

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
ださい。

・あらかじめ、Google アカウントを設定しておいてください。

音楽を聴く（Play Music）

音楽を再生する

次のファイル形式に対応しています。

・MP3、MPGA、M4A、WAV、AMR、AWB、OGG、AAC、MKA、
MID、MIDI、XMF、RTTTL、SMF、IMY、RTX、OTA、MXMF、
FLAC

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Play Music）

今すぐ聴こう画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

音楽ライブラリ

音楽ライブラリ画面が表示されます。

左右にフリックしてカテゴリ（「アルバム」など）を選択
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項目をタップ 再生する曲をタップ

曲が再生されます。

ライブラリ画面から音楽再生画面を表示す
る

再生中の音楽や、前回再生した音楽の音楽再生画面を表示できま
す。

ライブラリ画面で、画面下部に表示される曲名／アーティスト名
をタップ

音楽再生画面の見かた

音楽名／アーティスト名

全曲リピート／1曲リピート／通常再生を切り替え

ドラッグして任意の時間帯に移動

再生した音楽／アルバム／プレイリストのリストを表示

メニューを表示

曲の画像

シャッフル再生をON／OFF

音楽を評価

前の音楽を再生／現在の音楽をはじめから再生

一時停止／再生

次の音楽を再生

プレイリストを作成する

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Play Music）

今すぐ聴こう画面が表示されます。

プレイリストに追加する項目／曲の プレイリストに追加

新しいプレイリスト

名前、説明を入力 プレイリストを作成

プレイリストが作成されます。

・一般公開するときは、 公開 をタップします（ 表示）。
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プレイリスト利用時の操作

プレイリストを再生する

今すぐ聴こう画面で 音楽ライブラリ プレイリス

ト プレイリストをタップ 音楽をタップ

タップした音楽からプレイリストが再生されます。

プレイリストを削除する

今すぐ聴こう画面で 音楽ライブラリ プレイリス

ト 対象のプレイリストの 削除 OK

パソコン用ファイルを利用する

ドキュメント、スプレッドシート、スライドの作成／閲覧／編集が
できます。Microsoft® Office（Word、Excel®、PowerPoint®）で
作成したファイルも閲覧／編集できます。

文書を作成する

・ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

ホーム画面で （アプリ一覧） （OfficeSuite）

OfficeSuite画面が表示されます。

・確認画面などが表示されたときは、画面の指示に従って操作して
ください。

（未入力） 文書を作成

画面の指示に従って操作

文書が保存されます。



137
便

利
な

機
能

DIGNO
® E 503KC

文書を閲覧する

ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

ホーム画面で （アプリ一覧） （OfficeSuite）

開く

文書のカテゴリを選択 文書をタップ

文書が表示されます。

・文書をタップすると編集できます。

音声を録音する

音声レコーダーを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （音声レコーダー）

音声レコーダー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

音声を録音

音声が保存されます。

音声レコーダー利用時の操作

録音した音声を再生する

音声レコーダー画面で 対象の音声をタップ

音声再生画面が表示され、録音した音声が再生されます。

録音した音声を共有する

音声レコーダー画面で 対象の音声の 共有

アプリケーションをタップ 画面の指示に従って操作

録音した音声を1件削除する

音声レコーダー画面で 対象の音声の 削除

OK

録音した音声のファイル名を編集する

音声レコーダー画面で 対象の音声の ファイ

ル名編集 ファイル名を入力 保存
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録音した音声を選択して削除する

音声レコーダー画面で 対象の音声をタップ

OK OK

・ すべて選択 をタップすると、すべての音声を選択し

ます。
・すべての音声を選択すると、表示が すべて解除 に切り替わり

ます。 すべて解除 をタップすると、選択がすべて解除されま

す。

ライトとして利用する

簡易ライトを利用する

ホーム画面で （アプリ一覧） （簡易ライト）

簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

・ライトを消灯するには、 をタップします。

簡易ライト利用時の操作

点灯時間を設定する

簡易ライト画面で 点灯時間をタップ OK

点滅速度を変更する

簡易ライト画面で ／
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ダウンロードしたファイルを管理する

ダウンロードしたファイルを開く

ホーム画面で （アプリ一覧） （ダウンロード）

ダウンロード一覧画面が表示されます。

対象のファイルをタップ

ファイルが表示されます。

ダウンロードしたファイルを削除する

ホーム画面で （アプリ一覧） （ダウンロード）

ダウンロード一覧画面が表示されます。

対象のファイルをロングタッチ

OK

ファイルが削除されます。
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ファイルを管理する

ファイルコマンダーを利用する

本機に保存されている静止画、動画、音楽など、各種ファイルを管
理できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （ファイルコマン
ダー）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

カテゴリをタップ

各カテゴリのファイル一覧画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。
・表示するカテゴリを追加する場合は をタップします。

ドライブを利用する

ファイルを保存／共有する

Googleのオンラインストレージサービス「Googleドライブ」にファ
イルを保存したり、共有したりすることができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（ドライブ）

ドライブ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

利用方法を確認する

ドライブ画面で ヘルプとフィードバック
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Playムービー＆TVを利用する

映画やテレビ番組を閲覧する

Google Playから映画やテレビ番組などをダウンロード・購入して閲
覧することができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （Google）
（Playムービー＆TV）

Playムービー＆TV画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

利用方法を確認する

Playムービー＆TV画面で ヘルプとフィードバック
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パソコンとUSBで接続する

USBを利用してパソコンと接続し、本機の内部ストレージやSDカー
ド内のデータをパソコンで利用できます。

本機の内部ストレージ／SDカード内のデー
タをパソコンとやりとりする

・本機とパソコンを接続するには、USBケーブルをご使用くださ
い。

・あらかじめ、SDカードを取り付けておいてください。
・データ通信中は、SDカードを取り外さないでください。
・メディアデバイス（MTP）で、パソコンとデータのやりとりがで

きます。

本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

・スタート画面のセキュリティが設定してある場合は解除してくだ
さい。

ステータスバーを下向きにドラッグ／フリック

通知パネルが表示されます。

USBを充電に使用 の通知をタップ ファイル転送

本機がパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるように
なります。

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境など
を通じて、インターネットを利用できます。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新につ
いて

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的
に受信／更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続
します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-FiがONになります（ 表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします（ 表
示）。



145
W

i-Fi／
接

続
DIGNO

® E 503KC

アクセスポイントをタップ パスワードを入力 接続

接続が完了します。

・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」
や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られて
いる場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合
わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロ
バイダーにご確認ください。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パ
スワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi接続時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

接続状況、電波強度、リンク速度、周波数、セキュリティ
が表示されます。

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ ネッ

トワークを削除

接続情報を手動で設定して接続する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-FiがONになります（ 表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします（ 表
示）。

ネットワークを追加 アクセスポイント設定を入力

保存

接続が完了します。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パ
スワードを入力する必要はありません。
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無線LANルーターなどのアクセスポイント
を簡単に登録する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-FiがONになります（ 表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします（ 表
示）。

詳細設定 WPSプッシュボタン

画面の指示に従って操作

接続が完了します。

Wi-Fi接続を解除する

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

接続中のアクセスポイントをタップ 削除

Wi-Fi接続が削除されます。

・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入
力が必要になる場合があります。
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テザリング機能を利用する

テザリング機能について

テザリング機能とは、本機をWi-Fiルーターのような外部モデムとし
て動作させるしくみです。
テザリング機能を利用すると、本機を経由して、パソコンやゲーム
機などをインターネットにアクセスさせることができます。

・最新のソフトウェアに更新されていることをご確認のうえご利用
ください。

テザリング機能を設定する

テザリング機能を利用するとき、本機とほかの機器はいくつかの方
法で接続することができます。
お使いになる前に、接続方法やほかの機器の状態に応じた設定を
行ってください。
設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

USBテザリング
USBケーブル接続でテザリング機能を利用する
かどうかを設定します。

Wi-Fiアクセス
ポイント

Wi-Fi接続でテザリング機能を利用するかどう
かを設定します。

Wi-Fiアクセス
ポイントを設定

ネットワーク名やセキュリティなど、Wi-Fi接
続でテザリングを利用する際のWi-Fiアクセス
ポイントの設定を行います。

Bluetoothテザ
リング

Bluetooth®接続でテザリング機能を利用する
かどうかを設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定） その

他 テザリング

テザリング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。

各項目を設定

設定が完了します。

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッド
セットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モード時は、
Bluetooth®機能を利用できません。

Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示さ
れないことがあります。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などの
Bluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなこと
ができます。

機能 説明

オーディオ出力
ワイヤレスで音楽などを聴くことができま
す。

オーディオ操作
ワイヤレスで音楽などの音量調節や早戻し／
早送りなどの操作ができます。

ハンズフリー
通話

Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッド
セット機器でハンズフリー通話ができます。

データ送受信 Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

入力デバイス
Bluetooth®対応のキーボード機器やマウス機
器と接続し操作することができます。

Bluetooth®のプロファイルについて

本機は次のプロファイルに対応しています。
・SPP、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、PAN、PBAP、OPP、HID、

MAP、HOGP

Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®機能をONにする」、「Bluetooth®機
器を登録する」、「登録済みのBluetooth®機器と接続する」、
「Bluetooth®でデータを受信する」を参照してください。
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Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話帳）

送信する連絡先をタップ

共有 （Bluetooth）

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

機器をタップ

データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

赤外線でデータをやりとりする

赤外線を利用して、携帯電話などほかの機器とデータをやりとりす
ることができます。

赤外線通信について

送受信できるデータについて

プロフィールや電話帳データ、ファイルなどが送受信できます。

赤外線通信を行う方法

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐ
に向き合うようにして送受信してください。

バージョンについて

本機の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。

赤外線通信中の動作について

赤外線通信中にほかのアプリケーションが起動すると、通信が終
了します。

こんなときは

Q. 送受信がうまくいかない

A. 赤外線ポートは正しく向き合っていますか。送受信時、赤外
線ポート間に物を置かないでください。また、送受信終了ま
で、動かさないでください。また、相手機器やデータによっ
ては、利用できなかったり、正しく転送されないことがあり
ます。

赤外線通信利用時のご注意

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでくださ
い。目に影響を与えることがあります。

データを受信する

詳しくは、「赤外線通信でデータを1件ずつ受信する」、「赤外線通
信で機能ごとのデータを一括して受信する」を参照してください。
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データを1件ずつ送信する

ギャラリーを例に説明します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （ギャラリー）

送信する画像をタップ

赤外線

赤外線送信待機中画面が表示されます。

相手側でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

データを選んで送信する

ギャラリーを例に説明します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （ギャラリー）

選択

送信する画像をタップ

・ すべて選択 をタップすると、すべての画像を選択しま

す。
・すべての画像を選択すると、表示が すべて解除 に切り替わりま

す。 すべて解除 をタップすると、選択がすべて解除されます。

赤外線

赤外線送信待機中画面が表示されます。
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相手側でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。

プロフィールを送信する

赤外線画面から、プロフィール、電話帳、その他ファイルを送信で
きます。
ここでは、プロフィールを例に説明します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （赤外線）

プロフィール送信

赤外線受信待機中画面が表示されます。

相手側でデータ受信の操作を実行

データが送信されます。
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海外でご利用になる前に

本機は世界対応ケータイです。お使いのワイモバイル携帯電話の電
話番号をそのまま海外で利用できます。

データローミングの設定を変更する

海外でのデータ通信の設定を切り替えることができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

その他

モバイルネットワーク

データローミング （ 表示）

データローミングがONになります。

・ データローミング をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ

さい。
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通信方式を設定する

必要に応じて、海外の通信事業者の通信方式を選択してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

その他

モバイルネットワーク

LTE／3G／GSM選択

通信方式をタップ

通信方式が設定されます。

・お買い上げ時は LTE／3G に設定されています。日本国内や3G

ネットワークの通信事業者のみの地域で本機を使用する場合は設
定を変更する必要はありません。

通信事業者を設定する

本機はお買い上げ時、自動的に滞在地域の適切な通信事業者に接続
するように設定されています。特定の通信事業者を利用したい場合
は、手動で選択することもできます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

その他

モバイルネットワーク

通信事業者

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。
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接続するネットワークをタップ

選択した通信事業者が設定されます。

・自動的に適切な通信事業者に接続する場合は、 自動的に選択 を

タップします。
・利用可能なすべてのネットワークを検索する場合は、 ネットワー

クを検索 をタップします。

・日本国内でお使いの場合、 自動的に選択 をタップしてくださ

い。手動選択を行う場合は、 SoftBank を選択してください。そ

れ以外を選択した場合、接続することができません。

海外で電話をかける

海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイ海外ご利用ガイ
ド」を携帯してください。

海外から日本や日本以外の国へ国際電話を
かける

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

電話画面が表示されます。

電話番号発信画面が表示されます。

をロングタッチ

「＋」が表示されます。
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国番号のあとに相手の電話番号（先頭の「0」を除く）を入力

・イタリア（国番号：39）にかける場合は、「0」を除かずに入力
してください。

・日本（国番号：81）にかける場合はあらかじめ電話番号を入力

し、 をタップして 日本へ発信 をタップすると、「+81」が

自動で入力され、あらかじめ入力した電話番号の先頭の「0」が自
動で削除されます。

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。

滞在国の一般電話／携帯電話にかける

日本国内で電話をかけるときと同じ操作で電話をかけることができ
ます。

・国番号を入力したり、市外局番の先頭の「0」を省く必要はありま
せん。

ホーム画面で （アプリ一覧） （電話）

電話画面が表示されます。

電話番号発信画面が表示されます。

ダイヤルキーをタップして相手の電話番号を入力

電話がかかります。相手が電話を受けると、通話ができます。
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端末設定について

端末設定について

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）をタップすると、
本機の各機能のはたらきをカスタマイズできます。
端末設定には次の項目があります。

項目 説明

プロフィール
自分の電話番号やメールアドレスなどの確認
や編集ができます。

Wi-Fi Wi-Fi接続の利用を設定できます。

Bluetooth Bluetooth®接続の利用を設定できます。

データ使用量
モバイルデータ通信の使用量を確認したり、
使用を制限することができます。

その他
無線とネットワークに関するその他の機能の
はたらきを設定できます。

ホーム切替 ホームアプリを切り替えます。

通話
通話に関する情報の確認や、動作を設定でき
ます。

ディスプレイ 画面の明るさや壁紙などが設定できます。

音と通知
着信音やバイブレータ（振動）、通知音、
操作音など、音／通知に関する設定を行いま
す。

アプリ
インストールしたアプリケーションや、実行
中のアプリケーションを確認できます。

ストレージ
内部ストレージ／SDカードの容量の確認や、
SDカード内のデータの消去、マウント／解除
ができます。

電池 電池の使用状況を確認できます。

エコモード
エコモードを設定して余計な消費電力を抑え
ます。

メモリ メモリの使用状況を確認できます。

位置情報 位置情報の利用を設定できます。

スタート画面 スタート画面に関する設定ができます。

セキュリティ
USIMカードロックなどに関する設定ができま
す。

アカウント
アカウントの新規作成／追加、同期を設定で
きます。

Google 各種Google関連サービスの設定ができます。

言語と入力
表示言語や文字入力に関する機能を設定でき
ます。

バックアップと
リセット

本機のバックアップと初期化に関する設定が
できます。

日付と時刻 日付や時刻に関する機能を設定できます。

ユーザー補助 TalkBackなどに関する機能を設定できます。

印刷 クラウドプリントなどを設定できます。

端末情報 本機の状態を確認できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

端末設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。



159
端

末
設

定
DIGNO

® E 503KC

プロフィール

プロフィール

自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

プロフィール

プロフィール画面が表示されます。

各項目を確認

プロフィールを確認できます。

プロフィール利用時の操作

プロフィールを編集する

プロフィール画面で 各項目を入力 保存

プロフィールを共有する

プロフィール画面で 共有 アプリケーションを選

択 画面の指示に従って操作

プロフィールの登録情報を削除する

プロフィール画面で 削除 OK

Wi-Fi設定

Wi-Fi設定

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-FiがONになります（ 表示）。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 をタップします（ 表
示）。
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アクセスポイントをタップ パスワードを入力 接続

接続が完了します。

・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」
や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られて
いる場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合
わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロ
バイダーにご確認ください。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パ
スワードを入力する必要はありません。

Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知する
かどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 ネットワークの通知

・ Wi-Fi がONのときに利用できます。

・ ネットワークの通知 をタップするたびに、ON（ ）／

OFF（ ）が切り替わります。

接続を一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 Wi-Fiのスリープ設

定 設定項目をタップ

安定した接続があるときのみWi-Fiを利用するかど
うかを設定する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定 接続不良のとき無効

にする

・ 接続不良のとき無効にする をタップするたびに、ON

（ ）／OFF（ ）が切り替わります。

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定

・「MACアドレス」欄の下部にMACアドレスが表示されます。

IPアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で 詳細設定

・「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

Bluetooth設定

Bluetooth設定

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

Bluetooth®利用時の操作

Bluetooth®を利用するかどうかを設定する

Bluetooth®設定画面で ／

・ をタップするとONに、 をタップするとOFFに設定さ
れます。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

あらかじめ、登録するBluetooth®機器を検出できる状態にして
おいてください。

Bluetooth®設定画面で「使用可能なデバイス」欄から機器を

タップ 画面の指示に従って機器を認証

・本機と登録する機器とを認証し合うための認証パスキーの入力
が必要になることがあります。

・目的の機器が表示されないときは、 更新 をタップし

て、再検索してください。
・ Bluetooth がONのときに利用できます。
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ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の 名前を入

力 OK

・名前に絵文字は使用できません。
・ Bluetooth がONのときに利用できます。

ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の 削除

・ Bluetooth がONのときに設定できます。

ペア設定した機器の使用目的を設定する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の 「使用目
的」欄の項目をタップ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
ださい。

・ Bluetooth がONのときに利用できます。

・各サービスに対応している機器とペア設定したときに利用でき
ます。

・項目をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り
替わります。

ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で 更新

・ Bluetooth がONのときに利用できます。

ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で この端末の名前を変更 名

前を入力 名前を変更

・名前に絵文字は使用できません。
・ Bluetooth がONのときに利用できます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で 受信済みファイルを表示

画面の指示に従って操作

データ使用量の設定

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することが
できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

データ使用量

データ使用量画面が表示されます。

データ使用量利用時の操作

モバイルデータをONにするかどうかを設定する

データ使用量画面で モバイルデータ

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく
ださい。

・ モバイルデータ をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

モバイルデータの利用を制限するかどうかを設定す
る

データ使用量画面で モバイルデータ制限設定

・ モバイルデータ制限設定 をタップするたびに、ON（ ）

／OFF（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく

ださい。
・モバイルデータの利用を制限しているときは、グラフ上の横棒

（オレンジ色）の右端を上下にドラッグすると、データ使用量
の上限を設定できます。

・ モバイルデータ がONのときに利用できます。
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データ使用量が増加したときに警告する容量を設定
する

データ使用量画面でグラフ上の横棒（灰色）の右端を上下にド
ラッグ

・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる可能性があ
ります。

・ モバイルデータ がONのときに利用できます。

データ使用量をリセットする日を設定する

データ使用量画面で日付をタップ サイクルを変更…

日付を上下にフリックして毎月のリセット日を選択 設定

・ モバイルデータ がONのときに利用できます。

アプリケーションごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリケーション名
をタップ

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

データ使用量画面で バックグラウンドデータを制限す

る OK

・ バックグランドデータを許可 をタップすると、バックグラン

ドのデータ通信の制限が解除されます。

Wi-Fiを使用したデータの利用を制限するかどうか
を設定する

データ使用量画面で Wi-Fiを表示する ／ Wi-Fiを非

表示にする

・ Wi-Fiを表示する に設定すると、画面上部にWi-Fiタブが表示

されます。タップすると、Wi-Fiを使用したデータの使用量を
確認／制限できます。

バックグラウンドのWi-Fiネットワーク利用を制限
するかどうかを設定する

データ使用量画面で ネットワーク制限 利用を制

限するWi-Fiネットワークをタップ

・Wi-Fiネットワークをタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

その他の設定

その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のと
おりです。

項目 説明

機内モード
電源を入れたまま、電波を発する機能をすべ
て無効に設定します。

テザリング テザリングに関する設定をします。

VPN VPNを追加します。

モバイルネット
ワーク

ネットワークモードなどを設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

その他

その他設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。
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ホーム切替の設定

ホーム切替の設定

利用するホームアプリを設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

ホーム切替

ホーム切替設定画面が表示されます。

ホームアプリをタップ OK

設定が終了します。

・設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

通話設定

通話設定

通話に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定できる項目
は次のとおりです。

項目 説明

通話時間 通話時間の累計を確認します。

着信相手非表示
着信時に相手の情報を表示するかどうかを設
定します。

通話音声メモ 通話音声メモの再生や削除などができます。

聞こえ調整 通話中の音質を設定します。

SMS応答
SMS応答するときのメッセージを設定しま
す。

簡易留守録 簡易留守録に関する設定をします。

LTE利用通話

音声通話にLTEを利用するかどうかを設定しま
す。
詳しくは、「VoLTEを利用する」を参照して
ください。

着信拒否 電話着信の拒否を設定します。

通話サービス
設定

留守番・転送電話などを設定します。詳しく
は、「発信者番号通知の設定を変更する」、
「留守番電話サービスを利用する」、「着信
転送サービスを利用する」、「割込通話の設
定を変更する」を参照してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

通話

通話設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。
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ディスプレイ設定

ディスプレイ設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。設定できる項目は次のと
おりです。

項目 説明

明るさのレベル 画面の明るさを設定します。

明るさの自動
調節

周囲に合わせて明るさを調節するかどうかを
設定します。

壁紙 ホームの壁紙を設定します。

スリープ
無操作時に画面を消灯するまでの時間を設定
します。

スクリーンセー
バー

スクリーンセーバーのON／OFFなどを設定し
ます。

フォントサイズ
画面に表示される文字の大きさを設定しま
す。

端末が回転した
とき

本機の方向に応じて、画面を自動回転させる
かどうかを設定します。

電池残量のパー
セント表示

電池残量をステータスバーにパーセントで表
示するかどうかを設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

ディスプレイ

ディスプレイ設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

音と通知の設定

音と通知の設定

着信音、操作音など、音／通知に関する設定ができます。設定でき
る項目は次のとおりです。

項目 説明

メディアの音量 音楽や動画などの音量を設定します。

アラームの音量 アラーム音の音量を設定します。

着信音の音量 電話の着信音などの音量を設定します。

通知の音量 通知音の音量を設定します。

着信時バイブ
着信音と同時にバイブレータを動作させるか
どうかを設定します。

マナーモード マナーモードを設定します。

着信音 着信音の種類を設定します。

バイブパターン 着信時のバイブレーションを設定します。

デフォルトの通
知音

通知音の種類を設定します。

その他の音
ダイヤルパッドやセキュリティ解除などの操
作音を設定します。

着信LED 着信LEDの設定をします。

お知らせLED
メール着信や通知があったときに着信LEDを点
滅させるかどうかを設定します。

端末がロックさ
れているとき

スタート画面に通知する内容を設定します。

アプリの通知
アプリケーションからの通知を個別に設定し
ます。

通知へのアク
セス

通知にアクセスできるアプリケーションを確
認できます。

［マナーモー
ド］へのアク
セス

［マナーモード］にアクセスできるアプリ
ケーションを確認できます。

ON／OFF設定
表示

通知パネルのON／OFF設定を表示するかどう
かを設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）
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音と通知

各項目を設定

設定が完了します。

アプリの設定

アプリの設定

インストールしたアプリケーションを確認できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

アプリ

アプリ設定画面が表示されます。

各項目をタップ

アプリケーションを確認できます。
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ストレージの設定

ストレージの設定

内部ストレージ／SDカードの容量の確認や、SDカードのマウント、
SDカード内のデータの消去ができます。設定できる項目は次のとお
りです。

項目 説明

端末のストレー
ジ

内部ストレージの合計容量／空き容量などを
確認します。

外部ストレージ
SDカードの合計容量／空き容量の確認、カー
ドの取り出し、マウント、初期化をします。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

ストレージ

ストレージ設定画面が表示されます。

各項目を確認／タップ

ストレージの状況を確認できます。

電池の設定

電池の設定

電池の使用状況を確認できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

電池

電池設定画面が表示されます。

各項目をタップ

電池の状態が確認できます。
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エコモードの設定

エコモードの設定

バックライト消灯時間や画面の明るさを調整して、電池の消耗を抑
えます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

エコモード

エコモード画面が表示されます。

OFF

エコモードがONになります（ 表示）。

各項目を設定

各項目の設定を変更すると、変更した直後に設定が変更されま
す。

設定した時間や電池残量になったときに自
動でエコモードを設定する

エコモード画面で 自動設定 タイマー設定 ／

電池残量設定

・時間や電池残量を設定するには タイマー設定 ／ 電池残量設

定 の をタップします。
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メモリの設定

メモリの設定

メモリの使用状況を確認できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

メモリ

メモリ設定画面が表示されます。

各項目をタップ

メモリの使用状況を確認できます。

位置情報の設定

位置情報の設定

位置情報の利用を設定できます。設定できる項目は次のとおりで
す。

項目 説明

モード 位置情報を特定するモードを設定します。

最近の位置情報
リクエスト

位置情報を取得したアプリケーションを表示
します。

位置情報サー
ビス

位置情報を利用するアプリケーションについ
て設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

位置情報

位置情報設定画面が表示されます。

／

設定が完了します。

・ ／ をタップするたびにON（ ）／OFF（ ）が切
り替わります。
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スタート画面の設定

スタート画面の設定

スタート画面に関する情報の確認や、動作を設定できます。設定で
きる項目は次のとおりです。

・ セキュリティの種類 の設定によっては、表示される項目が異な

ります。

項目 説明

セキュリティの
種類

セキュリティの種類を設定します。

パターンを表示
する

スタート画面のセキュリティ解除時に、画面
にパターンの軌跡を表示するかどうかを設定
します。

自動ロック
無操作時に画面が消灯してから自動でスター
ト画面のセキュリティをかけるまでの時間を
設定します。

電源ボタンで
ロック

を押したときにすぐにスタート画面
のセキュリティをかけるかどうかを設定しま
す。

アプリショート
カット表示

スタート画面にアプリショートカットを表示
するかどうかを設定します。

スタート画面
メッセージ

スタート画面に表示するメッセージを設定し
ます。

スタート画面の
背景

スタート画面の壁紙を設定します。

Smart Lock
信頼済みの端末／場所を確認して、自動的に
セキュリティを解除するかどうかを設定しま
す。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

スタート画面

スタート画面の設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

スタート画面利用時の操作

スタート画面のセキュリティをかけないように設定
する

スタート画面の設定画面で セキュリティの種類 なし

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のとき

は、 セキュリティの種類 をタップしたあとセキュリティを解

除する操作が必要です。

画面をドラッグしてスタート画面のセキュリティを
解除するように設定する

スタート画面の設定画面で セキュリティの種類 スライ

ド

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のとき

は、 セキュリティの種類 をタップしたあとセキュリティを解

除する操作が必要です。

パターンを指でなぞってスタート画面のセキュリ
ティを解除するように設定する

スタート画面の設定画面で セキュリティの種類 パター

ン 起動の保護をするかどうかを選択 次へ 新し

いパターンを入力 次へ 新しいパターンを再度入力

確認 スタート画面のセキュリティがかかった状態での

通知を設定 完了

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のとき

は、 セキュリティの種類 をタップしたあとセキュリティを解

除する操作が必要です。

ロックNo.でスタート画面のセキュリティを解除す
るように設定する

スタート画面の設定画面で セキュリティの種類 ロック

No. 起動の保護をするかどうかを選択 次へ 新

しいロックNo.を入力 次へ 新しいロックNo.を再度入

力 OK スタート画面のセキュリティがかかった状態で

の通知を設定 完了

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のとき

は、 セキュリティの種類 をタップしたあとセキュリティを解

除する操作が必要です。
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パスワードでスタート画面のセキュリティを解除す
るように設定する

スタート画面の設定画面で セキュリティの種類 パス

ワード 起動の保護をするかどうかを選択 次へ

新しいパスワードを入力 次へ 新しいパスワードを再

度入力 OK スタート画面のセキュリティがかかった状

態での通知を設定 完了

・セキュリティの種類が なし または スライド 以外のとき

は、 セキュリティの種類 をタップしたあとセキュリティを解

除する操作が必要です。

セキュリティの設定

セキュリティの設定

USIMカードロックなどに関する設定ができます。設定できる項目は
次のとおりです。

項目 説明

スマートフォン
の暗号化

本機のデータの暗号化を行います。

SIMカードロッ
ク設定

USIMカードロックに関する設定を行います。

パスワードを表
示する

パスワード入力時にパスワードを表示するか
どうかを設定します。

端末管理アプリ
端末を管理するアプリの確認と、有効／無効
の設定をします。

提供元不明のア
プリ

提供元不明のアプリケーションをインストー
ルするかどうかを設定します。

ストレージのタ
イプ

ストレージのタイプを表示します。

信頼できる認証
情報

信頼できる認証情報を表示します。

SDカードから
インストール

証明書をストレージからインストールしま
す。

認証ストレージ
の消去

証明書をすべて削除します。

信頼できるエー
ジェント

信頼できるエージェントを表示するかどうか
を設定します。

画面の固定
本機で特定のアプリケーションの画面だけが
表示されるように設定します。

使用履歴にア
クセスできるア
プリ

アプリケーションの使用履歴データにアクセ
スできるアプリケーションを管理します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）
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セキュリティ

セキュリティの設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

アカウントの設定

アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加、同期を設定できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

アカウント

アカウントの設定画面が表示されます。

アカウントを追加 追加するアカウントを選択 画面の指

示に従って操作

アカウントの追加が完了します。

同期するアプリケーションをアカウントご
とに設定する

アカウントの設定画面で、アカウントの種類をタップ 同期

アカウントをタップ 同期する項目をタップ

・同期する項目をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。
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言語と入力設定

言語と入力設定

表示言語や文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目
は次のとおりです。

・ご利用の状況によっては、表示される項目が異なります。

項目 説明

言語 画面に表示される言語を設定します。

現在のキーボー
ド

利用するキーボードを変更します。

iWnn IME iWnn IMEの動作を設定します。

iWnn IME ケー
タイ入力

ケータイ入力の動作を設定します。

Google音声入
力

Google音声入力に関する設定をします。

テキスト読み上
げの出力

音声読み上げ時の詳細設定をします。

ポインタの速度
マウス／トラックパッド利用時のポインタの
速度を設定します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

言語と入力

言語と入力の設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

言語と入力利用時の操作

表示する言語を設定する

言語と入力の設定画面で 言語 言語をタップ

入力方法を設定する

言語と入力の設定画面で 現在のキーボード 入力方法を

タップ

音声入力を利用するかどうかを設定する

言語と入力の設定画面で Google音声入力 設定項目をタッ

プ 画面の指示に従って操作

テキスト読み上げ時の出力を設定する

言語と入力の設定画面で テキスト読み上げの出力 項目を

タップ 画面の指示に従って操作

マウス／トラックパッドのポインタの速度の設定を
する

言語と入力の設定画面で ポインタの速度 バーをドラッグ

して速度調整 OK
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バックアップとリセット

バックアップとリセット

バックアップに関する設定を行ったり、データの初期化を行うこと
ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

データのバック
アップ

アプリケーションのデータなどをバックアッ
プするかどうかを設定します。

バックアップア
カウント

バックアップに使用するアカウントが確認で
きます。

自動復元 データの復元をするかどうかを設定します。

ネットワーク設
定のリセット

Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetooth®の設
定をリセットします。

データの初期化 本機のデータの初期化を行います。

・初期化すると、本機内のすべてのデータが消去されます。事前に
必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。

・消去された内容は元に戻せません。十分に確認したうえで操作し
てください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

バックアップとリセット

バックアップとリセットの設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

日付と時刻の設定

日付と時刻の設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のと
おりです。

項目 説明

日付と時刻の自
動設定

日付を自動的に設定します。

タイムゾーンの
自動設定

ネットワークから提供されたタイムゾーンを
利用するかどうかを設定します。

日付設定

日付を手動で設定します。 日付と時刻の自動

設定 を解除（ 表示）にしているときに

設定できます。

時刻設定

時刻を手動で設定します。 日付と時刻の自動

設定 を解除（ 表示）にしているときに

設定できます。

タイムゾーンの
選択

タイムゾーンを手動で設定します。

タイムゾーンの自動設定 を解除（ ）に

しているときに設定できます。

24時間表示
時刻表示を24時間制にするかどうかを設定し
ます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

日付と時刻

日付と時刻の設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。
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ユーザー補助の設定

ユーザー補助の設定

字幕、拡大操作など、本機を使用する上で便利なユーザー補助機能
を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

TalkBack
画面の情報を音声で示すかどうかを設定でき
ます。

スイッチアク
セス

1つまたは複数のスイッチで端末をコントロー
ルするかどうかを設定できます。

拡大操作
画面を拡大できるようにするかどうかを設定
します。

フォントサイズ 画面に表示される文字を大きくします。

高コントラスト
テキスト

画面に表示される文字を縁取りするなどして
見やすくします。

画面の自動回転
画面を自動回転させるかどうかを設定しま
す。

パスワードの音
声出力

パスワードを音声出力するかどうかを設定し
ます。

テキスト読み上
げの出力

テキスト読み上げに関する設定をします。

色反転 画面表示の色を反転します。

色補正 画面表示の色を補正します。

字幕 字幕を表示するかどうかを設定します。

ロングタッチ
時間

ロングタッチをするときの、画面を押し続け
る時間を設定します。

電源ボタンで通
話を終了

を押したとき、通話を終了するかどう
かを設定します。

ユーザー補助
のショートカッ
ト1

ユーザー補助の設定をすぐに表示できるよう
に設定します。

1　TalkBackアプリがインストールされているとき、有効な機能で
す。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

ユーザー補助

ユーザー補助設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してくだ
さい。
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印刷の設定

印刷の設定

クラウドプリントなどについて設定できます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

印刷

印刷設定画面が表示されます。

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

端末情報

端末情報

本機の状態を確認できます。確認／設定できる項目は次のとおりで
す。

項目 説明

システムアップ
デート

システムアップデートに関する設定をしま
す。

端末の状態 本機の状態を確認します。

法的情報 著作権情報や利用規約などを確認します。

モデル番号 モデル番号を確認します。

Androidバー
ジョン

Androidバージョンを確認します。

Androidセキュ
リティパッチレ
ベル

Androidセキュリティパッチレベルを確認しま
す。

カーネルバー
ジョン

カーネルバージョンを確認します。

ビルド番号 ビルド番号を確認します。

技術基準適合
証明

技術基準適合証明を確認します。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

端末情報

端末情報画面が表示されます。

各項目を確認／設定

端末情報が確認／設定できます。
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開発者向けオプションを表示する

次の操作で、端末設定の画面に開発者向けオプションを表示でき
ます。開発者向けオプションは、開発者向けの設定メニューとな
りますので、開発目的でご使用されないお客様は、設定を変更し
ないようご注意ください。設定を変更すると、正しく機能しなく
なることがあります。

端末情報画面でビルド番号を7回タップ

・このあと、ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

開発者向けオプション をタップすると、開発者向けオプ

ションを利用できます。
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データの保存について

データの保存先について

・データの保存先として、内部ストレージとSDカードを利用できま
す。SDカードの取り付け／取り外しなどについては、「内部スト
レージ／SDカードについて」を参照してください。

・データによっては、作成時の保存先を変更できるものもありま
す。保存先の変更は、そのデータを使うアプリケーションから操
作して行います。お買い上げ時、おもなデータの保存先は次のと
おりに設定されています。

データの種類 説明

電話帳、ブック
マーク、カレン
ダー、メール

データ作成時、内部ストレージに保存されま
す。保存先の変更はできません。

静止画、動画、
音声

データ作成時、内部ストレージ／SDカードに
保存されます。

バックアップと復元

バックアップ／復元の方法について

バックアップ／復元の方法は次のとおりです。

方法 説明

あんしんバック
アップ

クラウドサーバーやSDカードなどにデータを
保存したり、読み込んだりできます。詳しく
は「あんしんバックアップを利用する」を参
照してください。

各アプリケー
ションからの
操作

アプリケーションによって、設定を変更でき
るものもあります。

パソコンなどと
接続

パソコンなどと接続して、データを転送でき
ます。詳しくは「パソコンとUSBで接続する」
を参照してください。
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トラブルシューティング

故障とお考えになる前に

気になる症状の内容を確認しても症状が改善されない場合は、最寄
りのワイモバイルショップまたはお問い合わせ先までご連絡くださ
い。

こんなときは

Q. フリーズ／動作が不安定

A. 電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合

は、 を10秒以上長押しして再起動してください。
電源を入れ直すと、編集中のデータは消去されます。

Q. 新たにアプリケーションをインストールして以後、動作が不
安定

A. 新たにインストールしたアプリケーションが原因の可能性
があります。セーフモードでアプリケーションをアンイン
ストールしてください。アンインストールの方法は「アプリ
ケーションをアンインストールする」を参照してください。
次の操作で、セーフモードで電源を入れることができます。

（長押し） 電源を切る をロングタッチ

表示を確認して OK

・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモー
ド」と表示されます。

・セーフモードで再起動すると、通常の状態で電源を入れる
ことができます。

・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバック
アップをとることをおすすめします。

・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェッ
トが削除されることがあります。

Q. 電話やメール、インターネットが利用できない

A. 電波の弱い場所や圏外の場所にいないかご確認ください。

A. 電源を入れ直してください。

A. 機内モードになっていませんか。次の操作で機内モードが解
除されていることを確認してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

その他 機内モード （ 表示）

A. データ通信が無効になっていませんか。次の操作でデータ通
信が有効になっていることを確認してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

データ使用量 モバイルデータ （ 表示）

A. 無効なアクセスポイントが設定されていませんか。次の操作
で初期設定に戻すことができます。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

その他 モバイルネットワーク アクセスポイン

ト名 初期設定にリセット

Q. 電池の消耗が早い

A. 電波の弱い場所や圏外の場所に長時間いませんか。電波の弱
い状態で通話したり、圏外の場所にいると、電池を多く消耗
します。

Q. アプリケーションがインストールできない

A. 内部ストレージまたはSDカードの空き容量が少ないとアプ
リケーションのインストールができません。空き容量の確認
については「ストレージの設定」を参照してください。本機
に対応していないアプリケーションは、インストールできま
せん。

Q. アプリケーションが起動しない

A. アプリケーションの初回起動時、アクセス権限などを設定し
ます。許可するよう設定していない場合、アプリケーション
を起動できません。次の操作で設定を変更してください。

ホーム画面で （アプリ一覧） （設定）

アプリ 使用したいアプリケーションをタップ 許

可 許可されていない項目をタップ

Q. 動作が遅くなった／アプリケーションの動作が不安定になっ
た／一部のアプリケーションを起動できない

A. 本機のメモリの空き容量がなくなると動作が安定しません。
空き容量が少なくなると警告メッセージが表示されますの
で、不要なアプリケーションを削除してメモリの空き容量を
確保してください。

Q. 本体が熱い

A. 本体の内部温度を下げるために、しばらくの間、本機のご使
用をお控えください。

A. 本体の内部温度を下げるために、同時に動作しているアプリ
ケーションの数を減らしてください。

Q. カードスロットキャップが外れてしまった

A. 「カードスロットキャップについて」をご参照いただき、
カードスロットキャップを取り付けてください。

Q. タッチパネルで意図した通りに操作できない

A. タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。また、
ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗
き見防止シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作
しない原因となる場合があります。
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仕様

本体

項目 説明

質量 約138g

連続通話時間1

約1190分（3G）
約570分（GSM）
約880分（4G LTE：FDD-LTE網）

連続待受時間2

約860時間（3G）
約870時間（GSM）
約600時間（4G：AXGP網）
約650時間（4G LTE：FDD-LTE網）

充電時間（本機
の電源を切って
充電した場合）

ACアダプタ（AC03-MU-K）：約140分

サイズ
（W×H×D）

約72×142×10.8mm（突起部を除く）

最大出力

4G（LTE：FDD-LTE網）：0.2W
3G：0.2W
GSM（900MHz）：2W
GSM（1800MHz,1900MHz）：1W

1　連続通話時間とは、充電を満たし、電波が正常に受信できる静止
状態から算出した平均的な計算値です。

2　連続待受時間とは、充電を満たし、通話や操作をせず、電波が正
常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。デー
タ通信／緊急速報メールを無効に設定したときの数値です。また
使用環境（充電状況、気温など）や機能の設定状況などにより、
ご利用時間が変動することがあります。

内蔵電池

項目 説明

電圧 3.8V

使用電池 リチウムイオン電池

容量 2300mAh

保証とアフターサービス

保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

・お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
・内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
・保証期間は、保証書をご覧ください。

注意

損害について

本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会
を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につき
ましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ
さい。

故障・修理について

故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変
化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとってお
かれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機
に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内
容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負
いかねますのであらかじめご了承ください。

分解・改造について

本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。ま
た、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意
ください。

アフターサービスについて

修理を依頼される場合、最寄りのワイモバイルショップまたはお問
い合わせ先へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の状
態をお聞かせください。

・保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
・保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる

場合は、ご要望により有償修理いたします。

ご不明な点について

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのワイモバイル
ショップまたはお問い合わせ先までご連絡ください。



181
困

っ
た

と
き

は
DIGNO

® E 503KC

お問い合わせ先一覧

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

・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。

・ホームページ http://ymobile.jp/

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、他社スマートフォン・ケータイから 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、他社スマートフォン・ケータイから 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）

+81-4-4382-0800
受付時間：9:00～20:00（日本時間／年中無休）

http://ymobile.jp/
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