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ソフトウェア更新
本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの
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
するように設定されています。
•	確認／更新には、通信料はかかりません。
•	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。
•	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、電池残量がなくなったりす
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。その場合はお問い合わせ先（P.11-11）までご連絡く
ださい。
•	ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
•	必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップする
ことをおすすめします（一部ダウンロードしたデータな
どは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェ
ア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残ります
が、本機の状況（故障など）により、データが失われる
可能性があります。データ消失に関しては、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。
•	ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカード
を取り外したり、電源を切らないでください。更新に失
敗することがあります。

⹅⹅ 手動でソフトウェアを更新する

1 	 待受画面でd→「設定」

2 	「端末情報」→「ソフトウェア更新」
3 	「ソフトウェア更新」

更新用データのダウンロード完了後、自動的に再起動
を行い、ソフトウェア更新が開始されます。	 	
再び再起動を行い、更新完了のインフォメーションが
表示されます。

ご注意

•	ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックを
いったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してくだ
さい。それでも起動しないときは、お問い合わせ先（P.11-11）
までご相談ください。
•	本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失
した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ
ご了承ください。
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お知らせ

•	ソフトウェアを自動更新するかどうかを設定するには、待受
画面でd→「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア更新」
→「自動更新設定」→dと操作します。
•	自動更新の開始時刻を変更するには、待受画面でd→「設
定」→「端末情報」→「ソフトウェア更新」→「更新時刻設定」
→時刻を入力→b（確定）と操作します。

故障かな？と思ったら
	●電源が入らない
•	.を長く（1秒以上）押していますか？
•	電池切れになっていませんか？
•	電池パックは正しく取り付けられていますか？	 	
（P.1-11）
	●電源を入れたのに操作できない
•	PIN コード入力画面が表示されていませんか？	 	
PIN コード（P.1-21）が有効になっています。PINコー
ドを入力してください。

	●電源を入れたときや機能の操作時に「USIMカードが
挿入されていません。」と表示される
•	USIMカードを正しく取り付けていますか？	 	
（P.1-6）
•	誤ったUSIMカードを取り付けていませんか？	 	
使用できないUSIMカードが取り付けられている可能
性があります。正しいUSIMカードであることを確認
してください。
•	USIMカードの IC部分に指紋などの汚れが付いていま
せんか？	 	
乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付け
てください。

	●操作ができない（フリーズ）／動作が不安定
•	USIMカードを正しく取り付けていますか？	 	
（P.1-6）
•	動作が不安定な場合は、電源を切り、その後電源を入
れて再起動してください。
•	電源が切れない場合は、電池パックを取り外し、再度
取り付けてから再起動してください。（P.1-11）
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	●キー操作ができない
•	「センターキー長押しでスタート」が表示されていませんか？	
画面ロックの「センターキー長押し」が設定されてい
ます。解除してください。（P.8-4）

	●画面が見づらい
•	画面の明るさを調整してください。（P.10-3）
	●電話がつながらない、またはメールやインターネット
が利用できない
•	「 （圏外アイコン）」が表示されていませんか？サー
ビスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？	 	
電波の届く場所に移動してから再度操作してください。
•	「 （機内モードアイコン）」が表示されていませんか？	
機内モードを解除してください。（P.1-20）
•	海外でご利用ではありませんか？	 	
本機は、海外でご利用いただけません。
•	「モバイルデータ通信」が無効になっていませんか？	 	
「モバイルデータ通信」を有効にしてください。	 	
（P.10-9）
	●電話がかけられない
•	市外局番を忘れていませんか？
	● 電話をかけても話中音（プープー…）が鳴ってつながらない
•	市外局番を忘れていませんか？
	●時計表示がリセットされた
•	設定した時刻は、電池パックを交換しても保持されま
すが、長い間電池パックを外していたり電池残量が空
の状態で放置しているとリセットされることがありま
す。もう一度、日付と時刻の設定を行ってください。
（P.10-11）

	●充電できない／充電に時間がかかる
•	AC アダプタと本機が確実に接続されていますか？
（P.1-13）
•	ACアダプタのプラグがしっかりとコンセントに差し込
まれていますか？
•	電池パックが本機に取り付けられていますか？	 	
（P.1-11）
•	端子部が汚れていませんか？（本機の外部接続端子、
電池パックの端子、ACアダプタの端子）端子部をきれ
いにしてください。
•	周囲温度が5℃～35℃以外になると、充電できないこ
とがあります。

	●熱くなる
•	充電中に、ACアダプタが発熱することがあります。ま
た、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。
手で触れることのできる温度であれば異常ではありま
せん。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用して
いると、低温やけどになる恐れがあります。

	●電池の消耗が早い
•	使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状
態によっては、電池パックの消耗が早くなります。	 	
「おもな仕様」（P.11-5）、「電池パックの持ちについて」
（P.1-10）を参照してください。
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おもな仕様

 ● 本体
質量 約115g（電池パック装着時）

サイズ（W×H×D） 約50× 132× 13.8mm

連続待受時間 約670時間（3G）
約500時間（4G）

連続通話時間 約600分（3G）
約600分（4G）

充電時間 約180分

最大出力 0.25W（3G）
0.2W（4G）

 ● 電池パック（SIBAG1）
電圧 3.8V

使用電池 リチウムイオン電池

容量 1770mAh

サイズ（W×H×D） 約38.7 × 86.6 × 4.25mm
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索引

アルファベット
GPSアンテナ	.................................................1-2
My	Y!mobile	..................................................5-4
PIN コード	....................................................1-21
変更	............................................................1-21
有効	............................................................1-21
PIN ロック解除	............................................1-22
PUKコード	..................................................1-22
SDカード	........................................................1-7
取り付けかた	................................................1-8
取り外しかた	................................................1-9
SDカードスロット	........................................1-2
SIMロック解除	...............................................1-7
SMS	.................................................................4-2
作成	...............................................................4-9
下書き	.........................................................4-10
新規SMS作成画面	.....................................4-4
送信	...............................................................4-5
配信確認	........................................................4-9
メニュー	.....................................................4-10
USIMカード	...................................................1-5
取り付けかた	................................................1-6
取り外しかた	................................................1-6
USIMカードスロット	....................................1-2

あ
アフターサービス	......................................11-10
アプリ一覧	....................................................7-21
アラーム	...........................................................7-2
OFF	...............................................................7-2
削除	...............................................................7-3
停止	...............................................................7-3
登録	...............................................................7-2
編集	...............................................................7-2
暗証番号	........................................................1-20

暗証番号	.....................................................1-20
操作用暗証番号	.........................................1-20
パスワード	.................................................1-20
ロックNo.	.................................................1-20
あんしんバックアップ	.................................7-15
削除	............................................................7-19
定期保存	.....................................................7-18
バックアップ	.............................................7-17
復元	............................................................7-17
履歴の確認	.................................................7-16
ログイン	.....................................................7-16
一般設定	.....................................................10-10
言語の設定	..............................................10-11
日付と時刻の設定	..................................10-11
文字入力の設定	......................................10-11
インフォメーション
確認	............................................................1-15
非表示	.........................................................1-15
閲覧履歴	...........................................................5-5
消去	...............................................................5-8
オールリセット..........................................10-13
お知らせ LED	..................................................1-2
変更	...............................................................2-3
おもな仕様	....................................................11-5
音楽の再生	.......................................................9-3
音声の再生	.......................................................9-3

か
外部接続端子	...................................................1-2
各部の名称	.......................................................1-2
画像の確認	.......................................................6-6
壁紙・ディスプレイ	.....................................10-2
壁紙の設定	.................................................10-3
画面消灯時間の設定	.................................10-3
画面の明るさ設定	.....................................10-3
キーバックライトの設定	..........................10-3

時計の設定	.................................................10-3
文字サイズの設定	.....................................10-4
カメラ	....................................................1-2、6-2
撮影サイズ	....................................................6-3
フォト撮影画面	............................................6-3
保存形式／保存場所	....................................6-2
ムービー撮影画面	........................................6-3
録画サイズ	....................................................6-3
カメラキー	.......................................................1-2
画面自動消灯	................................................1-16
カレンダー	.......................................................7-8
一覧表示	........................................................7-9
確認	............................................................7-10
削除	............................................................7-10
登録	...............................................................7-8
編集	............................................................7-10
簡易留守録	.......................................................3-8
再生	...............................................................3-8
自動起動設定	................................................3-8
機内モード	....................................................1-20
拒否リスト
削除	............................................................3-10
登録	...............................................................3-9
緊急・災害	.......................................................7-6
緊急速報メール.............................................4-19
受信	............................................................4-20
停止	............................................................4-19
表示	............................................................4-20
緊急通報	........................................................3-17
決定キー	...........................................................1-2
故障かな？と思ったら	.................................11-3

さ
災害用音声お届けサービス
再生	...............................................................7-7
削除	...............................................................7-8
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送信	...............................................................7-7
災害用伝言板
確認	...............................................................7-6
削除	...............................................................7-6
登録	...............................................................7-6
サウンド・通知
キー操作音の設定	.....................................10-6
通知の設定	.................................................10-5
メディア再生音量の変更	..........................10-6
削除／戻る／簡易留守録設定キー	.................1-2
充電	.................................................. 1-10、1-13
受話口	...............................................................1-2
上下左右キー	...................................................1-2
スクリーンショット	.....................................2-19
ステータスアイコン	.....................................1-17
ステータスバー.............................................1-15
ストップウォッチ	............................................7-4
ストラップホール	............................................1-2
スピーカー	.......................................................1-2
赤外線	...............................................................7-4
受信	...............................................................7-4
送信	...............................................................7-5
プロフィール送信	........................................7-5
赤外線ポート	...................................................1-2
セキュリティ機能	............................................8-3
画面ロック	....................................................8-3
シークレットモード	....................................8-4
設定	................................................................10-2
操作用暗証番号................................................8-2
登録	...............................................................8-2
変更	...............................................................8-2
リセット	........................................................8-2
送話口	...............................................................1-2
ソフトウェア更新	.........................................11-2
ソフトキー	.......................................................1-3

た
タイマー	...........................................................7-3
ダイヤルキー	...................................................1-2
ダウンロードしたデータ	................................5-6
削除	...............................................................5-6
表示設定	........................................................5-6
メール送信	....................................................5-7
単位変換	........................................................7-14
単位変換画面	.............................................7-14
単語登録
削除	............................................................2-12
登録	............................................................2-11
編集	............................................................2-12
端末情報	.....................................................10-12
端末の暗号化	.............................................10-13
チェックボックス	............................................2-2
着信音
音量調節	........................................................2-2
変更	...............................................................2-2
通信用内蔵アンテナ	........................................1-2
通知アイコン	................................................1-17
通知一覧	........................................................7-20
通知音
音量調節	........................................................2-2
変更	...............................................................2-2
通話設定	........................................................10-7
エニーキーアンサーの設定	......................10-8
通話音質の設定	.........................................10-8
通話履歴
通話履歴詳細画面	.....................................3-13
メニュー	.....................................................3-13
履歴一覧画面	.............................................3-12
履歴一覧表示	.............................................3-12
定型文	...............................................................2-8
編集	...............................................................2-8
リセット	........................................................2-9

ディスプレイ	...................................................1-2
データフォルダ................................................9-2
音楽／音声の再生	........................................9-3
動画の再生	....................................................9-4
ファイルの表示／再生	.................................9-2
メニュー	........................................................9-2
電源
入れかた	.....................................................1-14
切りかた	.....................................................1-14
電源／通話終了キー	........................................1-2
電卓	................................................................7-13
電池カバー	.......................................................1-2
電池パック	....................................................1-10
取り付けかた	.............................................1-11
取り外しかた	.............................................1-13
電話	...................................................................3-2
HD	Voice	....................................................3-2
VoLTE	..........................................................3-7
受けかた	........................................................3-6
かけかた	........................................................3-2
簡易留守録	....................................................3-8
拒否	.................................................3-9、3-11
拒否リスト	....................................................3-9
国際電話のかけかた	....................................3-6
ダイヤル画面	................................................3-2
短縮ダイヤル	................................................3-5
着信お知らせ機能	.....................................3-20
着信時に利用できる機能	.............................3-7
着信転送サービス	.....................................3-18
着信履歴	.....................................................3-12
通話サービス	.............................................3-17
通話中画面	....................................................3-6
通話中の操作	................................................3-3
通話履歴	..........................................3-4、3-12
発信者番号通知	..............................3-3、3-20
発信履歴	.....................................................3-12
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発着信規制サービス	.................................3-19
保留	...............................................................3-8
迷惑電話	........................................................3-9
モバイルネットワーク	.................................3-7
リダイヤル	....................................................3-4
留守番電話サービス	.................................3-18
電話帳	............................................................2-13
グループ	.....................................................2-18
削除	............................................................2-16
電話のかけかた	.........................................2-15
登録	............................................................2-14
メニュー	.....................................................2-16
動画
再生	...............................................................9-4
動画の確認	.......................................................6-6

な
ネットワーク	................................................10-8
通信事業者の設定	.....................................10-9
モバイルネットワークの設定	..................10-9

は
バイブレーションの変更	................................2-3
発信キー	...........................................................1-2
ファイルのコピー	............................................9-5
ファイルの編集................................................9-5
ファイルの削除	............................................9-5
ファイル名の変更	........................................9-5
フォト	...............................................................6-4
撮影	...............................................................6-4
撮影モード	....................................................6-4
メニュー	........................................................6-4
ブックマーク	...................................................5-5
登録	...............................................................5-5
表示	...............................................................5-5
ブラウザ

Web検索・URL入力	......................5-3、5-4
閲覧履歴	........................................................5-5
再読み込み	....................................................5-4
設定	...............................................................5-8
設定リセット	.............................................5-10
ダウンロードしたデータ	.............................5-6
タブ一覧	........................................................5-4
ブックマーク	................................................5-5
ブラウザ画面	................................................5-2
ブラウザ画面のメニュー	.............................5-4
ブラウザメニュー	........................................5-3
ポインター	....................................................5-4
ブラウザキー	...................................................1-2
プロフィール
確認	............................................................3-14
登録	............................................................3-15
メニュー	.....................................................3-16
ボイスメモ	....................................................7-12
再生	............................................................7-12
削除	............................................................7-12
詳細の表示	.................................................7-13
保存先の設定	.............................................7-12
保証	.............................................................11-10
本書の見かた	........................................................ ii

ま
待受画面	........................................................1-15
戻る	...............................................................2-2
マナーモード設定	.........................................1-18
運転中モード	.............................................1-19
オリジナルモード	.....................................1-19
マナーモード	.............................................1-18
ムービー	...........................................................6-5
再生	...............................................................9-4
撮影	...............................................................6-5
撮影モード	....................................................6-5

メニュー	........................................................6-5
迷惑電話ブロック	.........................................3-16
メインメニュー.............................................1-16
メール	...............................................................4-2
サーバメール受信	.....................................4-11
サーバメール全削除	.................................4-23
削除	............................................................4-14
作成	...............................................................4-6
下書き	.........................................................4-10
受信方法	.....................................................4-21
手動受信	.....................................................4-11
署名設定	........................................................4-9
新規メール作成画面	....................................4-4
新着メール	.................................................4-11
ストレージの情報	.....................................4-21
設定リセット	.............................................4-22
送受信設定	.................................................4-21
送受信履歴リセット	.................................4-23
送信	...............................................................4-5
転送	............................................................4-13
添付データ保存	.........................................4-14
表示	............................................................4-12
ファイル添付	................................................4-6
フォルダ追加	.............................................4-16
振り分け	.....................................................4-17
返信	............................................................4-12
保護	............................................................4-13
本文表示画面	................................................4-3
迷惑メール	.................................................4-18
メールアドレスの変更	.................................4-5
メール一覧画面	............................................4-2
メールグループ設定	.................................4-22
メニュー	.....................................................4-15
メールキー	.......................................................1-2
メールグループ
削除	............................................................4-22
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作成	............................................................4-22
メモ帳	............................................................7-11
確認	............................................................7-11
削除	............................................................7-11
作成	............................................................7-11
編集	............................................................7-11
文字入力	...........................................................2-4
学習辞書リセット	.....................................2-13
情報引用	........................................................2-9
設定リセット	.............................................2-13
単語登録	.....................................................2-11
通常変換候補	................................................2-6
定型文	............................................................2-8
入力設定	.....................................................2-12
編集	............................................................2-10
文字種の一覧	................................................2-5
文字種の切り替え	........................................2-5
予測変換	.....................................................2-12
予測変換候補	................................................2-6
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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。

•	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。
•	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、お問い合わせ先（P.11-11）または
最寄りのワイモバイルショップへご相談ください。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。

•	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（P.11-11）までご連絡くだ
さい。
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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）

+81-44-382-0800

	●受付時間	:	9:00～ 20:00（日本時間／年中無休）
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