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本書について

本書では、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。

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。

データ通信について

・本製品は、常時インターネットに接続される仕様のため、データ
の同期など一部自動的に通信を行う場合があります。

・アプリのダウンロードや動画の視聴など、データ量の大きい通信
を行うと、データ通信料が高額になりますので、データ通信定額
サービスのご加入を強くおすすめします。

・お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中で
あってもデータ通信料が発生する場合があります。

ディスプレイ表示、キー表示について

本書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。本書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

本書では、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。
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Android™ 8.1からAndroid™ 9へ
バージョンアップする

Android™ 8.1からAndroid™ 9へのバージョンアップ手順を説明し
ます。

バージョンアップに関するご注意

アプリについて

新しいアプリが追加／更新されたり、アプリの名称やアイコン、
操作方法、画面表示などが変更されたりすることがあります。

バージョンアップ時のご注意

バージョンアップするときは、次の点についてご注意ください。
・バージョンアップには時間がかかることがあります。
・電波状態の良い所で、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。バージョンアップ
途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、アッ
プデートに失敗することがあります（アップデートに失敗する
と本機が使用できなくなることがあります）。

データバックアップについて

本機の状況（故障・破損・水濡れなど）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、バー
ジョンアップ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。

Android™ 8.1からAndroid™ 9へバージョ
ンアップする

バージョンアップが必要なときは、通知が表示されます。通知を
タップし、画面に従って操作してください。通知が表示されない場
合などは、次の手順でアップデートできます。

ホーム画面で （設定）

システム

更新センター

システム アップデート アップデートをチェック 画面の

指示に従って操作

システムアップデートが実行されます。

システムアップデート後に再起動しなかっ
たとき

システムアップデート後に再起動しなかったときは、強制終了
し、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
問い合わせ先までご連絡ください。
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Android™ 9で変わること

Androidのバージョンアップを行うと、バージョンが9に変更されま
す。それに伴い、操作性が向上し、アプリの操作にも変更が加えら
れます。
ここでは、バージョンアップ後の変更ポイントを簡単に説明しま
す。

SDカードのフォーマットについて

画面表示や、フォーマット時に表示されるメッセージが変更されま
す。

セーフモードでの起動について

セーフモードをONにするときに表示されるメッセージが変更されま
す。

初期設定について

初期設定の手順が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定
してください。

Googleアカウントの作成について

設定の手順が一部変更されます。画面に従って、各項目を設定して
ください。

ホーム画面について

ホーム画面を上にスワイプして、アプリ一覧画面を表示させること
ができるようになります。

ホーム画面／アプリ一覧画面のアプリ表示
について

ホーム画面に表示されるアプリ、およびアプリ一覧画面での表示が
一部変更されます。各アプリのアイコンや機能などの変更について
は、「変更されるおもなアプリ」を参照してください。

ホーム画面のアイコンがない場所をロング
タッチしたときに表示される画面について

デザインが一部変更されます。

壁紙の変更について

壁紙を選択したあとのトリミング操作画面に、画像を左に90°回転

させる機能（ ）が追加されます。 をタップするたびに画像が
90°回転します。

テーマの変更について

テーマを選択後、適用するときに表示される画面のデザインが一部
変更されます。

アイコンの設定について

アイコンを選択後、適用するときに表示される画面のデザインが一
部変更されます。

ウィジェットについて

ウィジェットの ショートカット設定 が ショートカットキー に変

更されます。
ウィジェット画面のデザインが一部変更されます。

変更されるおもな通知アイコン

変更されるおもな通知アイコンは次のとおりです。

アイコン 変更点

（不在着信
あり）

に変更されます。

（伝言メッ
セージあり（留
守番電話））

に変更されます。

（緊急速報
メール受信）

に変更されます。

（SDカード
の取り付け／取
り外し）

に変更されます。

（USBテザ
リング利用中）

に変更されます。

通知パネルについて

デザインが一部変更されます。

クイック設定パネルについて

デザインが一部変更されます。



8

Pen Popについて

スタイラスペン取り外し中に画面右上に表示される、Pen Popを再

表示させるアイコンのデザインが から に変更されます。
スタイラスペン取り出し時に表示されるアプリが、お買い上げ時に
設定されている「スクラッチアート」から、「Draw chat」に変更
されます。表示するアプリは変更できますので、詳しくは「ペンの
設定」を参照してください。

Draw chatについて

「Draw chat」は、スタイラスペンを使用して描いたイラストや文
字をGIF形式で保存し、描画する過程をアニメーションで再現できる
アプリです。ここでは、Draw chatを全画面表示した状態で説明し
ます。

描画スペース

描画の色を選択

ペンの種類を選択

描画内容を消去

Draw chat画面を閉じる

全画面／縮小画面切替

背景色を選択

描画内容を保存。保存後にタップすると、共有ツール選択画
面が表示されます。

描画内容を再生。アイコン周囲に描画の再生残り時間を示す
水色バーが表示されます（最大8秒）。

指紋登録について

指紋登録手順のメッセージが一部変更されます。

Wi-Fi接続について

WPSボタン、およびWPS PINによる接続機能が削除されます。

搭載アプリの変更について

アプリアイコンや画面のデザインが一部変更されたり、操作や項目
が変更されるアプリがあります。

変更されるおもなアプリ

変更されるおもなアプリは次のとおりです。

アプリ 変更点

（Chrome）
画面やアイコンのデザイン、および表示され
るメニューや項目が一部変更されます。

（Gmail）

送受信・新着メール確認画面やアイコンのデ
ザイン、および操作が一部変更されます。
アカウント切り替えの手順が変更されます。

ホーム画面で （Gmail） 設定中

のアカウントのアイコンをタップ 切り替え
たいアカウントをタップします。

（Google）

デザインが一部変更されます。
音声操作の初回設定時の手順が一部変更され
ます。画面に従って、各項目を設定してくだ
さい。

（Google
マップ）

デザインが一部変更されます。

（Play スト
ア）

画面のデザインと操作が一部変更されます。
画面の指示に従って操作してください。

（Qメモ
＋）

アプリアイコンが に変更されます。
メモ作成画面のデザインが一部変更されま
す。

（オーディ
オレコーダー）

アプリアイコンが に変更されます。

（音楽）

ミュージックライブラリ画面、および音楽再

生画面のメニュー（ ）から、 共有 が削除

されます。

音楽再生画面の歌詞表示で、 x1 、 x2 な

どをタップすると、文字サイズを変更できま
す。
プレイリスト作成画面に検索機能が追加され
ます。プレイリストに追加したい曲を検索し
て絞り込むことができます。

（カメラ）

アプリアイコンが に変更されます。
撮影モードが追加され、デザインが一部変更
されます。詳しくは、「カメラの変更につい
て」を参照してください。

（カレン
ダー）

アプリアイコンが に変更されます。

（ギャラ
リー）

アプリアイコンが に変更されます。

（設定）
デザインや操作、項目が変更されます。詳し
くは、「端末設定の変更について」を参照し
てください。

（テレビ）
アプリアイコンが に変更されます。
画面やアイコンのデザインが一部変更されま
す。
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（電卓）

画面のデザインが一部変更されます。

メニュー（ ）に テーマの選択 が追加され

ます。

（電話）
デザインや操作、項目が変更されます。詳し
くは、「電話の変更について」を参照してく
ださい。

（時計）

アラーム一覧・設定・鳴動中の各画面のデザ
インが変更されます。

アラーム設定画面に 祝日はアラームOFF が

追加されます。アラーム設定した平日が祝日
に当たる場合、アラームが鳴らないように設

定できます。また、 天気アニメーション が

追加されます。アラーム鳴動中の画面に現在
の天気を表示できます。

（連絡先） アプリアイコンが に変更されます。

カメラの変更について

撮影モードが追加され、デザインが一部変更されます。

カメラの撮影画面について

撮影画面に AIカメラ が追加されます。 AIカメラ をタップすると

機能がONになり、AIが被写体の種類を認識してアイコンで表示しま
す。

写真／動画のメール送信について

「共有ツール」画面のデザインが一部変更されます。

撮影モードの切り替えについて

撮影モードの種類に YouTube Live が追加されます。
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電話の変更について

デザインや操作、設定項目が変更されます。

電話画面について

デザインが一部変更されます。

通話設定画面について

画面に表示される 通話設定 が 通話 に、 全般設定 が 一般設

定 に変更されます。

留守番電話利用時の操作について

着信転送・お留守番サービス画面の 伝言メッセージを再生する が

留守電再生 に変更されます。

連絡先の画像設定について

連絡先の画像を選択するときの画面が変更されます。アルバムを選
択し、設定したい写真を選択してください。

端末設定の変更について

設定項目が追加／変更／削除されます。デザインが一部変更されま
す。

端末設定の変更について

各項目を表示したときに画面上部の「設定の検索」にキーワードを
入力すると、設定メニュー内の項目を検索できます。

項目 変更点

ネットワークと
インターネット

Wi-Fi の Wi-Fiの詳細設定 の「接続」から

接続（WPSボタン） と 接続（WPS PIN）

が削除されます。

通話設定 が 通話 に変更されます。

プライベートDNS が追加されます。プライ

ベートDNSに関する設定ができます。

サウンド

音量 に メディア音量調整に音量キーを使

用 が追加されます。音楽などメディア再生中

の音量を、本体側面の音量（上／下）キーを
使って調整できるようにするかを設定できま
す。

表示

ホーム画面 に ホーム画面ロック が追加さ

れます。ホーム画面に表示されているアプリ
とウィジェットの配置を固定できます。

ホームタッチボタン に「スタイル」設定

項目が追加されます。最近使用したアプリ

を （履歴）をタップして表示するか、画
面下部から上にスワイプして表示するかを設
定できます。

コンフォートビュー の スケジュールの設

定 に、 日没から日の出まで が追加されま

す。

ロック画面とセ
キュリティ

端末を探す が デバイスを探す に変更され

ます。

画面ロック方法を パターン 、 PIN 、 パス

ワード に設定する手順の表示が一部変更され

ます。画面に従って設定してください。

便利な機能

画面録画 が追加されます。画面録画アプリ

の使用に必要な権限を設定し、通知パネルか
ら画面記録を選択して、録画ができるように
設定します。

デュアルアプリ が追加されます。同じアプ

リで別のアカウントが使用できるデュアルア
プリをインストールします。

ショートカットキー が ショートカット に

変更されます。

アプリと通知
利用時間 が追加されます。各アプリの利用

時間、受信した通知数や起動回数を確認でき
ます。

バッテリー

バッテリー自動節約 が追加されます。頻繁

には使用しないアプリのバックグランドでの
実行を制限します。

アプリ節電 が追加されます。バッテリーを

節約するため、バックグラウンドでの実行を
制限するアプリを指定します。
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Digital
Wellbeingと保
護者による利用
制限

Digital Wellbeingと保護者による利用制限

が追加されます。アプリごとに1日の使用時間
を設定するなど、本機の利用に関する設定が
できます。

Google
項目が変更されます。必要に応じ、各種
Google関連サービスを設定してください。

システム

言語と入力 の 現在のキーボード が 既定の

キーボード に変更されます。

言語と入力 の 音声出力 で使用できる言語

が一部変更されます。

日付と時刻 の タイムゾーンの選択 で選択

できるタイムゾーンが一部変更されます。

バックアップ の LG Mobile Switch およ

び バックアップとリストア の操作画面が変

更されます。

バックアップ の Googleバックアップ の操

作画面が変更されます。
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各部の名称とはたらき

本体正面について

名称 説明

インカメラ
（レンズ部）

写真や動画などの自分撮りなどに使用しま
す。

近接セン
サー／照度セン
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ぎます。

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。

通知LED
充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅
します。

受話口（レ
シーバー）

通話中の相手の声が聞こえます。

本体背面／側面について

名称 説明

サブマイク
スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に
使用します。

アウトカメ
ラ（レンズ部）

写真や動画を撮ります。

フラッシュ
カメラ撮影時などのライトとして使用しま
す。

指紋セン
サー

指紋認証により、画面ロックやギャラリー／
Qメモ＋のロックコンテンツの解除ができま
す。
カメラで自分撮りするときのシャッターやス
クリーンショットの撮影、通知パネルの表示
として使うこともできます。

スピーカー
音楽や動画、テレビなどの音声やスピーカー
フォン（ハンズフリー）で通話中の相手の声
などが聞こえます。

スタイラス
ペン

スタイラスペンを取り付け／取り外しできま
す。

USIMカード
／SDカードト
レイ

USIMカードやSDカードを取り付け／取り外し
できます。

外部接続端
子

ACアダプタ（オプション品）などの接続時に
使用します。

送話口（マ
イク）

自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマ
イクとして使用します。

イヤホンマ
イク端子

市販のイヤホン（3.5mm）などを接続しま
す。
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キーについて

名称 説明

電源キー

画面の消灯／点灯に使用します。
電源キーを長押しすると、機内モードの設定
／解除、電源を入れる／切る、再起動を行え
ます。電源キーを2回押して、カメラを起動さ
せるショートカットキーとして使うこともで
きます。

音量（上／
下）キー

音量を調節します。カメラ起動時は写真撮影
のシャッターボタンとして使用します。音量
（上／下）キーを2回押して、キャプチャー＋
やカメラを起動させるショートカットキーと
して使うこともできます。

通知LEDについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色
と表示状態

通知内容

赤の点灯
電話着信中／充電中（電源OFF／画面消灯
時）

赤の点滅
不在着信あり／新着メールあり（画面消灯
時）

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カードについて

USIMカードのお取り扱い

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。

IC（金属）部分

・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、下記のワイモバイルの

ウェブサイトをご参照ください。
https://www.ymobile.jp/support/product/usim/

・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。

USIMカードオープナーのお取り扱い

USIMカードオープナーを紛失した場合には、ペーパークリップ
で代用できます。先の尖ったもの（ピンなど）は使用しないでく
ださい。

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。

・トレイの取り外しは、付属のUSIMカードオープナー（試供品）を
ご使用ください。

・SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを
解除してから、USIMカードの取り付け／取り外しを行ってくださ
い。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してく
ださい。

https://www.ymobile.jp/support/product/usim/


16

USIMカードオープナーをトレイイジェクトホールに水平に差し込む

トレイをまっすぐに引き出し、本機からトレイを取り出す

USIMカードのIC（金属）面を下に向けてトレイに取り付ける

・切り欠きの方向にご注意ください。
・トレイには、USIMカード外れ防止爪があります。USIMカードを

上から押して、しっかりと取り付けてください。

トレイを本機に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

USIMカードの取り付けが完了します。

・本機とトレイにすき間がないことを確認してください。

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。

・トレイの取り外しは、付属のUSIMカードオープナー（試供品）を
ご使用ください。

・SDカードを取り付けている場合は、必ずSDカードのマウントを
解除してから、USIMカードの取り付け／取り外しを行ってくださ
い。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してく
ださい。

USIMカードオープナーをトレイイジェクトホールに水平に差し込む

トレイをまっすぐに引き出し、本機からトレイを取り出す

トレイからUSIMカードを取り外す

トレイを本機に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

USIMカードの取り外しが完了します。

・本機とトレイにすき間がないことを確認してください。

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ロック解除について詳しくは、ワイモバイルのウェブサイトを
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

本機では、内部ストレージとSDカードにデータを保存できます。
本機は最大400GB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。

USIMカードオープナーのお取り扱い

USIMカードオープナーを紛失した場合には、ペーパークリップ
で代用できます。先の尖ったもの（ピンなど）は使用しないでく
ださい。

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。

microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応して
います。microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用いた
だけます。

SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについ
て

SDXC非対応の機器にmicroSDXCカードを差し込むと、
microSDXCカードに保存されているデータが破損することな
どがあるため、差し込まないでください。データが破損した
microSDXCカードを再度利用するためには、SDXC対応機器にて
microSDXCカードの初期化をする必要があります（データはすべ
て削除されます）。SDXC非対応機器とのデータコピーについて
は、microSDHCカードもしくはmicroSDカードなど、コピー先／
コピー元の機器の規格に準拠したカードをご利用ください。

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出し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、窒息する恐れがあります。

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。

・トレイの取り外しは、付属のUSIMカードオープナー（試供品）を
ご使用ください。

USIMカードオープナーをトレイイジェクトホールに水平に差し込む

トレイをまっすぐに引き出し、本機からトレイを取り出す

SDカードの金属端子面を下に向けてトレイに取り付ける

・トレイには、SDカード外れ防止爪があります。SDカードを上から
押して、しっかりと取り付けてください。

トレイを本機に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

SDカードの取り付けが完了します。

・本機とトレイにすき間がないことを確認してください。
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SDカードをフォーマットする

市販の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。

・あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「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

（設定）

ストレージ

SDカード

ストレージの設定

フォーマット

フォーマット
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完了

SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードフォーマット時のご注意

SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。
・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、十分に充電された状態
で行ってください。

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

（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。

・トレイの取り外しは、付属のUSIMカードオープナー（試供品）を
ご使用ください。

USIMカードオープナーをトレイイジェクトホールに水平に差し込む

トレイをまっすぐに引き出し、本機からトレイを取り出す

トレイからSDカードを取り外す

トレイを本機に差し込み、奥までまっすぐ押し込む

SDカードの取り外しが完了します。

・本機とトレイにすき間がないことを確認してください。

スタイラスペンについて

スタイラスペン利用時のご注意

スタイラスペン利用時は、次の点にご注意ください。
・スタイラスペンを紛失しないようにご注意ください。使用後は

必ず本機に正しく取り付けてください。
・スタイラスペンに強い力を与えて、曲げたり折ったりしないよ

うにご注意ください。スタイラスペンが曲がったり折れたりす
ると、スタイラスペンが正常に動作しないことがあります。ま
た、本機に正しく取り付けられず、紛失することがあります。

・スタイラスペンを、子供やペットが噛んだり飲み込んだりしな
いようにご注意ください。

・スタイラスペンを取り付けるスペースに、ほこりや液体などが
入らないようにご注意ください。

・他のメーカのスタイラスペンは、本機では利用できないことが
あります。本機のスタイラスペンを使用することをお勧めしま
す。

スタイラスペンでできること

スタイラスペンで画面に触れることで、タップ／ロングタッチ／ド
ラッグといった、基本的な操作を行うことができます。
また、スタイラスペンを本機から取り外した際に次のようなメ
ニューや機能を利用できるように設定することもできます。

機能 説明

Pen Pop

本機からスタイラスペンを取り外した際に、
表示される専用メニューです。メニューか
ら、メモや画面の拡大機能などを利用できま
す。詳しくは、「Pen Popを利用する」を参照
してください。

Pop Memo

本機からスタイラスペンを取り外した際に、
すぐにメモが書ける機能です。詳しくは、
「Pop Memoを利用する」を参照してくださ
い。

画面OFFメモ

画面消灯（画面ロック）中に本機からスタイ
ラスペンを取り外した際に、すぐにメモが書
ける機能です。詳しくは、「ペンの設定」を
参照してください。

スタイラスペンを取り外す

スタイラスペンのキャップに爪をかけてまっすぐに引き出し、本機
からスタイラスペンを取り外す

スタイラスペンの取り外しが完了します。
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スタイラスペンを取り付ける

スタイラスペンの矢印マークを上側にして、本機にスタイラスペン
を取り付ける

スタイラスペンの取り付けが完了します。

・スタイラスペンの向きに注意して、奥までしっかりと差し込んで
ください。

充電する

充電時の表示について

充電中はロック画面に充電の状態が表示されます。
・「充電中」：通常の充電状態のときに表示されます。
・「急速充電」：急速充電をしているときに表示されます。

充電について

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-C™プラ
グを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売（オプション品）です。ワイモバイル指定のACア
ダプタをお使いください。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ウェブサイトを参照してください。
ACアダプタは［ZSCAZY］1、または［ZSDBAS］2をお使いくださ
い。
ここでは、ACアダプタ［ZSCAZY］を使用して充電する方法を例に
説明します。

1　Y!mobile Selection USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ（Y1-
AC17-TCQC）

2　USB PD対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ（SB-AC20-
TCPD）
2018年11月上旬以降　発売予定

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込
む

ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

充電が始まると、電源OFF時または画面消灯時は、通知LEDが
点灯します。充電が完了すると、通知LEDが消灯します。

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜
き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

充電が終了します。
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パソコンと接続して充電する

PC接続用USB Type-Cケーブル（市販品）を使用して充電します。
必ずパソコンの電源を入れ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。

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB
Type-Cプラグを差し込む

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグ
を差し込む

充電が始まると、電源OFF時または画面消灯時は、通知LEDが
点灯します。充電が完了すると、通知LEDが消灯します。

本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

充電が終了します。

電源を入れる／切る

電源を入れる

電源キー（2秒以上長押し）

ロック画面が表示されます。

・画面ロックの解除については「画面ロックを解除する」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。
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電源を切る

電源キー（2秒以上長押し）

電源を切る

電源を切る

電源が切れます。

再起動する

電源キー（2秒以上長押し）

再起動

再起動

再起動します。

強制的に再起動する

電源キーと音量（下）キー（10秒程度長押し）

強制的に再起動します。
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セーフモードで起動する

電源キー（2秒以上長押し）

電源を切る をロングタッチ

ONにする

セーフモードで起動します。

・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。

セーフモードで起動時のご注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。
・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

プをとることをお勧めします。
・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。

初期設定を行う

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-
FiやGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。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

日本語 （日本） を選択して

Wi-Fi

・Wi-Fi設定を省略するときは、 次へ をタップし、手順 に進ん

でください。

接続するWi-Fiネットワークを選択

パスワードを入力 接続
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接続を確認 次へ

新規としてセットアップ

・ データのコピー をタップすると、Google アカウントを設定して

いるほかの端末からデータをコピーできます。画面の指示に従っ
て操作してください。

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 アカウントを設
定する」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。

指紋の登録画面で 次へ

・指紋を設定しないときは、 登録しない を選択して、 次へ を

タップします。

画面の指示に従って、画面ロックの解除方法を設定

・指紋登録方法について詳しくは、「指紋を登録する」を参照して
ください。

画面の指示に従って、Google アシスタントを設定

・Google アシスタントを設定済みのアカウントをお使いの場合は、

手順 に進んでください。

Googleサービス設定画面で利用するサービスを選択

・サービスをタップするたびにON（ ）／OFF（ ）が切り
替わります。

同意する
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利用規約を確認し、 私はすべてのLG法律文書に同意します

・オプション契約については、利用規約を確認して、必要に応じて
同意してください。

完了

設定が完了します。

Google アカウントを設定する

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
が制限されたりするアプリがあります。

Google アカウント利用時のご注意

Google アカウントのメールアドレスやパスワードはお忘れにな
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

（設定）

アカウント
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アカウントを追加

Google

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

アカウントを作成

自分用

・子供用のアカウントを作成する場合は、 子供用 をタップし、画

面に従って操作してください。

姓を入力 名を入力 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。

生年月日と性別を入力 次へ

ユーザー名（メールアドレス）を入力 次へ

パスワードを入力 パスワードを再入力（確認用） 次へ
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はい、追加します

同意する

Google アカウントの作成が完了します。

次へ

Google ドライブへのバックアップを有効にするかどうかを選択

同意する

アカウントの作成が完了します。

・Google ドライブへのバックアップを無効にするときは を

タップします（ 表示）。

Google アカウントでログインする

ホーム画面で

（設定）

アカウント

アカウントを追加
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Google

Google アカウントのログイン画面が表示されます。

Google アカウントのログイン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。

画面ロックを解除する

画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が
消灯します（画面ロック状態）。
タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことがで
きます。

・画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロック状態にするこ
とができます。

音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キー
を押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することが
できます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があり
ます）。
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画面ロックを解除する

画面ロック中に電源キー

ロック画面が表示されます。

画面を上にフリック／スワイプ

画面ロックが解除されます。

・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解
除方法の設定については「ロック画面とセキュリティの設定」を
参照してください。

その他の画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、ディスプレイを2回タップすると
画面を点灯させることができます（ノックオン）。詳しくは、
「便利な機能の設定」を参照してください。



基礎知識／基本操作

基本的な操作のしくみ.........................................................32
マナーモードについて.........................................................32
機内モードについて............................................................ 33
システムアップデートについて...........................................34
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基本的な操作のしくみ

項目選択と画面移動

項目やアイコン、画面のキー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。詳しくは、
「ホームタッチボタン」を参照してください。

メニュー操作

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。

マナーモードについて

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。
クイック設定パネルからマナーモードを設定することもできます。
詳しくは、「クイック設定パネルからマナーモード（バイブ）に設
定する」、「クイック設定パネルからマナーモード（サイレント）
に設定する」を参照してください。

マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始
／終了音、アラーム、動画・音楽などの音声は消音されません。

マナーモード（バイブ）を利用する

音量（上）／（下）キーを押す

音量調節バーで

音量調節バーのアイコンが に変わり、マナーモード（バイ
ブ）に設定されます。

・音量（下）キーを押し続け、再度音量（下）キーを押してもマ
ナーモード（バイブ）に設定されます。

・音量調節バー表示時に、音量（上）キーを1回押すと、マナーモー
ドが解除されます。
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マナーモード（サイレント）を利用する

音量（上）／（下）キーを押す

音量調節バーで

音量調節バーで

音量調節バーのアイコンが に変わり、マナーモード（サイ
レント）に設定されます。

・音量（下）キーを押し続け、再度音量（下）キーを2回押してもマ
ナーモード（サイレント）に設定されます。

・音量調節バー表示時に、音量（上）キーを2回押すと、マナーモー
ドが解除されます。

機内モードについて

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。

機内モードを利用する

電源キー（2秒以上長押し）

機内モードON

ON

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。
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システムアップデートについて

ネットワークを利用して本機のシステムの更新が必要かどうかを確
認し、必要なときには手動で更新ができます。

システムアップデートに関するご注意

システムアップデート時には、次の点にご注意ください。
・システムアップデートには時間がかかることがあります。
・システムアップデートは電池残量が十分ある状態で操作してく

ださい。
・システムアップデートは電波状態のよいところで、移動せずに

行ってください。
・システムアップデート中は一時的に各種機能を利用できない場

合があります。
・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）。システムアップデート前に
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。

・システムアップデートに失敗したときや中止されたときは、シ
ステムアップデートを実行し直してください。

・国際ローミング中は、ご利用になれません。ソフトウェア更新
中は絶対にUSIMカードを取り外したり、電源を切ったりしな
いでください。更新に失敗することがあります。

・ソフトウェア更新に失敗すると、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までご連絡ください。

ソフトウェアを更新する

ホーム画面で （設定）

システム

更新センター

システム アップデート アップデートをチェック 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。

ソフトウェア更新後に再起動しなかったと
き

ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、強制終了し、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
わせ先までご連絡ください。



タッチパネル／文字入力

タッチパネルの使いかた..................................................... 36
文字を入力する................................................................... 37
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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／スワイプ

画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。

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。
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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「10キーキーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当て
られている「QWERTYキーボード」、50音の並びで表示される「50
音キーキーボード」があります。また、「音声入力モード」と「手
書き入力キーボード」も利用できます。

・キーボードを非表示にするには、 をタップします。

キーボードを切り替える

文字入力画面で キーボード種類

10キー ／ QWERTY ／ 50音キー縦書き（右） ／ 50音

キー縦書き（左） ／ 50音キー横書き

キーボードが切り替わります。

10キーキーボード画面の見かた

機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。

同じキーに割り当てられた文字を逆順に表示します。直前に
変換を決定した文字を、変換中の画面に戻します。

カーソルを左に移動します。文字の変換中は、変換範囲を変
更します。

絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。文字入力中は、英
数字／カナの変換候補を表示します。

入力する文字種を切り替えます（ひらがな漢字／英字／数
字）。

現在の文字種が表示されます。

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。

カーソルを右に移動します。文字の変換中は、変換範囲を変
更します。

スペースを入力します。ひらがな入力中は、文字を変換しま
す。

次の入力項目に移動、カーソルの位置で改行、入力中の文字
を確定します。

括弧を入力します。ロングタッチすると、括弧の一覧を表示
します。ひらがな入力中は、「゛」（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。

各キーに割り当てられた文字を入力します。

「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。
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QWERTYキーボード画面の見かた

機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。

各キーに割り当てられた文字を入力します。

括弧を入力します。ロングタッチすると、括弧の一覧を表示
します。

入力する文字種を切り替えます（ひらがな漢字／英字／数
字）。

現在の文字種が表示されます。

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。

次の入力項目に移動、カーソルの位置で改行、入力中の文字
を確定します。

絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。

スペースを入力します。ひらがな入力中は、文字を変換しま
す

「、」（読点）、「。」（句点）などを入力します。ロング
タッチすると、記号を表示します。

カーソルを左に移動します。文字の変換中は、変換範囲を変
更します。

カーソルを右に移動します。文字の変換中は、変換範囲を変
更します。

50音キーキーボード画面の見かた

ここでは、50音キー縦書き（右）を例に説明します。

機能のアイコンが表示されます（キーボードバー）。

カーソルを左に移動します。文字の変換中は、変換範囲を変
更します。

絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。

括弧を入力します。ロングタッチすると、括弧の一覧を表示
します。ひらがな入力中は、「゛」（濁点）／「゜」（半濁
点）の入力、および大文字／小文字へ変換します。

現在の文字種が表示されます。

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。

カーソルを右に移動します。文字の変換中は、変換範囲を変
更します。

スペースを入力します。ひらがな入力中は、文字を変換しま
す。

「ー」（長音）を入力します。ロングタッチすると、記号の
一覧を表示します。

入力する文字種を切り替えます（ひらがな漢字／英字／数
字）。

次の入力項目に移動、カーソルの位置で改行、入力中の文字
を確定します。
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手書き入力キーボード画面の見かた

キーボードバーで をタップすると、手書き入力キーボードが表
示されます。指やスタイラスペンを使って、手書きで文字を入力で
きます。

書いた文字の認識候補が表示されます。

タップして前に入力した文字を表示します（文字認識切り替

えが の場合）。

文字種別と、文字認識切り替えを設定します。ロングタッチ
すると、手書き入力の詳細設定ができます。

文字認識切り替えを に設定した場合は、エリアが2つ
に分かれ、交互に一文字ずつ書きます。

文字を書くエリアです。ここに書いた文字を認識します。

タップして引き続き文字を入力します（文字認識切り替え

が の場合）。

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。手書き入
力中は、ロングタッチすると削除方法が選択できます。

・ ：エリアに入力した文字をすべて消去

・ ：1文字削除

・ ：1画ごとに削除

絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。

手書き入力を終了し、元のキーボードに戻ります。ロング
タッチすると、クリップボードを表示します。

半角スペースを入力します。

カーソルを左に移動します。

カーソルを右に移動します。

次の入力項目に移動、カーソルの位置で改行、入力中の文字
を確定します。

キーボードバーについて

キーボードバーに表示されるアイコンは、次のような機能がありま
す。

アイコン 説明

キーボードバーに表示される項目を切り替え
ます。

設定メニューを表示します。 をタップする
と前の画面に戻ります。

音声入力モードに切り替えます。

手書き入力キーボードを表示します。

入力拡張プラグインを使用します。

クリップボードを表示します。

キーボードの種類を選択します。

辞書に単語を登録できます。

ドラッグしてキーボードを移動します。

フローティングキーボードに切り替えます。

をタップするとキーボードの透過度を調整

できます。 をタップすると通常のキーボー
ドに戻ります。

ドラッグしてキーボードの大きさを調整しま
す。

文字種（文字入力モード）を切り替える

文字入力画面で

文字種（文字入力モード）が切り替わります。

・ステータスバーに文字種（文字入力モード）が表示されます。
・ をタップするたびに、「英字」「数字」「ひらがな漢字」に切

り替わります。
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ひらがなを入力する（10キーキーボード）

「けいたい」と入力する方法を例に説明します。

文字入力モードがひらがな漢字入力モード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。

・同じキーに割り当てられている文字を入力するときは、入力した
文字の背景が消えたあとに、そのまま次の文字を入力します。す

ぐに次の文字を入力したいときは、 をタップしてカーソルを
移動し文字を入力します。

フリック入力について

10キーキーボードで入力するとき、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

10キーキーボード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、 すべて選択 をタップします。

切り取り ／ コピー

貼り付ける位置でロングタッチ

貼り付け

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。

文字入力の設定を行う

キー操作時の操作音やバイブなどを設定できます。

項目 説明

キーボード種類 キーボードを切り替えます。

入力モード 入力する文字種を切り替えます。

単語登録 ユーザー辞書に単語を登録します。

キーボード操作
キーボード操作時の効果音／バイブを設定で
きます。

フリック・ト
グル

フリック／トグル入力、フリック感度、カー
ソル自動移動を設定できます。

プラグインへの
全文送信

入力フィールドの全文を入力拡張プラグイン
に送信します。

辞書
ユーザー辞書に登録した単語を編集できま
す。

学習辞書リセッ
ト

学習辞書をリセットします。

初期状態にリ
セット

キーボードの設定をリセットします。

その他

入力言語、キーボードレイアウト、キーボー
ド操作、予測候補と変換、辞書、手書き入
力、入力拡張プラグインなどの設定をしま
す。

文字入力画面で

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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画面について

ホーム画面とランチャー画面

本機のおもな操作は、「ホーム画面」と、アプリを一覧表示した
「ランチャー画面」から行います。ホーム画面をカスタマイズし
て、アプリ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

下にドラッグすると、通知パネルを表示しま
す。2本指で下にドラッグすると、クイック設
定パネルを表示します。

現在の表示
位置1

ホーム画面シートが複数あるときに、現在の
表示位置を表示します。

ドック

アイコンをタップすると、アプリや機能を起
動できます。お好みのアプリのショートカッ
トを最大6つまで設定できます。フォルダを作
成することもできます。ホーム画面のシート
を切り替えても常に表示されます。

ホームタッ
チボタン

アイコンをタップして操作します。

カスタマイ
ズエリア

アプリ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。

ランチャー
ボタン

ランチャー画面を表示します。

1　ホーム画面シートが1つのときは表示されません。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面シートが複数あるときにホーム画面を左右にフリック／
スワイプすると、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、最初のホーム画面に戻ります。
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ホームタッチボタン

画面下部のアイコンが表示される領域を「ホームタッチボタン」と
呼びます。アイコンをタップして操作できます。ホームタッチボタ
ンは最大5つまで表示することができます。ホームタッチボタンをカ
スタマイズして、アプリのショートカットを追加したり、並び方を
変更することができます。詳しくは、「表示の設定」を参照してく
ださい。

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を一覧表示し、起動や一
覧からの削除ができます。

（お知ら
せ）

通知パネルを表示します。

（キャプ
チャー＋）

キャプチャー＋を起動します。

（Qスライ
ド）

Qスライドアプリ一覧を表示します。

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。

マルチウィンドウ

本機の表示画面を分割し、2つのアプリを表示、操作できます。
あらかじめ、操作したい2つのアプリを起動しておいてください。こ

こでは、 （電卓）と （電話）を表示、操作する方法を例に説
明します。

・アプリによっては、マルチウィンドウで表示できないものがあり
ます。

最近使用したアプリの履歴が表示されます。

・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。

操作したいアプリの

マルチウィンドウ画面に切り替わり、マルチウィンドウ画面上
にアプリが表示されます。

・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。

マルチウィンドウ画面下に表示されたアプリの履歴一覧から、次に

操作したいアプリの

マルチウィンドウ画面下にアプリが表示されます。
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マルチウィンドウ画面表示時の操作

アプリを切り替える

ホームタッチボタンで 操作したいアプリの

・ホームタッチボタンの を繰り返しタップしたり、 を
タップして操作したいアプリを選択することもできます。

マルチウィンドウの表示幅を変更する

仕切りバー（ ）を上下にドラッグ

マルチウィンドウを終了する

ホームタッチボタンで をロングタッチ

スクリーンショットを撮る

電源キーと音量（下）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ることができます。

・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。

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

壁紙とテーマ

壁紙を選択

・「推奨」に表示されている壁紙をタップすると、SmartWorldに接
続し、壁紙をダウンロードすることができます。

OK

・本機で撮影／保存した画像を壁紙にする際に表示されます。
・トリミング枠をドラッグして、壁紙をトリミングすることができ

ます。
・ をタップすると、ホーム画面シートを切り替えたときの壁紙の

見えかたを設定できます。
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ホーム画面 ／ 画面のロック （ 表示）

・ が表示されている画面に選択した壁紙が表示されます。

壁紙に設定

壁紙が設定されます。

テーマを変更する

ホーム画面やロック画面の壁紙、アイコンやメニューの文字色など
のテーマを変更できます。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 壁紙とテー

マ

「テーマ」タブをタップ テーマを選択

・「推奨」に表示されているテーマをタップすると、SmartWorldに
接続し、テーマをダウンロードすることができます。

・現在使用しているテーマには、 が表示されます。

適用

テーマが設定されます。
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アイコンを設定する

ホーム画面やランチャー画面に表示されるアイコンを変更できま
す。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ 壁紙とテー

マ

「アイコン」タブをタップ アイコンを選択

・アイコンは、あらかじめSmartWorldからダウンロードしておいて
ください。

・「推奨」に表示されているアイコンをタップすると、SmartWorld
に接続し、アイコンをダウンロードすることができます。

・現在使用しているアイコンには、 が表示されます。

適用

アイコンが設定されます。

ショートカットを追加する

ホーム画面にアプリのショートカットを追加します。

ホーム画面で

ランチャー画面が表示されます。

ショートカットを作成するアプリをロングタッチ

追加したい場所にドラッグ

ショートカットが追加されます。
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ウィジェットを追加する

追加できるウィジェットは次のとおりです。

項目 説明

アプリのゴミ箱
24時間以内に削除したアプリを復元すること
ができます。

カレンダー カレンダーの予定を表示します。

ショートカット
設定

設定で表示される項目のショートカットを作
成します。

スプレッドシー
トの新しいスプ
レッドシート

Google スプレッドシートで新しいスプレッド
シートを作成します。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。

スライドの新し
いプレゼンテー
ション

Google スライドで新しいプレゼンテーション
を作成します。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。

ドキュメントの
新しいドキュメ
ント

Google ドキュメントで新しいドキュメントを
作成します。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。

ドライブ
Google ドライブを利用できます。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。

マップ Google マップを利用できます。

音楽 音楽の再生や、各種操作ができます。

時計
時計を表示します。タップすると「時計」ア
プリを起動します。

天気 天気を表示します。

連絡先
登録している連絡先に電話を発信したり、
メッセージを送ることができます。

Chrome
Chromeのブックマーク一覧の表示や検索を利
用できます。

Gmail
Gmailの表示やラベルを使った表示ができま
す。

Google
現在地の情報の表示やGoogle 検索、本機のそ
ばで流れている曲の検索ができます。

Google Play
Music

Google Play Musicを利用できます。

Qメモ＋ Qメモ＋を利用できます。

Smart Doctor
（最適化）

スマートドクターの最適化機能を利用できま
す。

Y!mobileメール
Y!mobileメールの未読数の表示とアプリの起
動ができます。

（4X1）Yahoo!
検索

Yahoo検索を利用できます。

ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ ウィジェッ

ト

ウィジェット一覧画面が表示されます。

追加したいウィジェットをロングタッチ

・ が表示されているウィジェットは、タップするとウィジェット
の一覧が表示されます。一覧から追加したいウィジェットをロン
グタッチしてください。

追加したい場所にドラッグ

ウィジェットが追加されます。

・設定画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ホーム画面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 削除
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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。

フォルダの操作

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

フォルダの背景色を設定する

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 「フォルダー色」より色を選択

OK

フォルダにショートカットを追加する

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

追加したいアプリをタップ（ 表示） 完了

・フォルダの上にアイコンをドラッグしても追加できます。

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。

アイコン 説明

新着Gmailあり

新着SMS／Y!mobile メールあり

音楽を再生中

音楽を一時停止中

Wi-Fi利用可能

USB接続中

着信中

不在着信あり

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

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

アプリのアップデート通知

アプリのインストール完了

SDカードの取り付け／取り外し

スクリーンショットあり

テレビ視聴中

／ その他の通知あり

Wi-Fiテザリング利用可能

USBテザリング利用中

Bluetooth®テザリング利用中

Wi-Fi Direct接続中

／ 通知の鳴動設定中

フラッシュライト利用中

電池残量低下

／ バッテリーセーブ利用中

オーディオレコーダーにて録音中

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。

アイコン 説明

Bluetooth®オン

Bluetooth®デバイスに接続中

マナーモード（バイブ）設定中

マナーモード（サイレント）設定中

伝言メモ設定中

データ通信中（4G LTE／4G）1

データ通信中（3G）

Wi-Fiネットワーク接続中

電波レベル

圏外

機内モード設定中

要充電

電池残量が少ない状態

電池残量十分

電池充電中

急速充電中

現在地取得中

アラーム設定中

イヤホン接続中

マイク付きイヤホン接続中

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。
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通知パネルを利用する

ステータスバーを下にドラッグすると、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にドラッグ

通知パネルが表示されます。

通知パネルを閉じる

通知パネルを上にドラッグ

・ 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

各機能のON／OFFなどを設定できます。詳しくは、「クイッ
ク設定パネルの見かた」を参照してください。

画面の明るさを変更します。

通知の内容や実行中の項目などを確認できます。

設定を起動します。

クイック設定パネルを開きます。

通知を消去し、通知パネルを閉じます。ただし、通知内容に
よっては消去できない場合があります。

通知を受信するアプリを選択します。

通知を確認する

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

通知を削除する

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

削除したい通知を左右にフリック／スワイプ

通知が削除されます。
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通知を全件削除する

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

すべて消去

通知が全件削除されます。

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にドラッグすると、クイック設定パネルを開くこと
ができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能
のON／OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

通知パネルを下にドラッグ

クイック設定パネルが表示されます。

・画面右上の をタップ、または、ステータスバーを2本指で下に
ドラッグしても、クイック設定パネルを表示できます。

クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる

クイック設定パネルを上にドラッグ

・ をタップしても、クイック設定パネルを閉じることができ
ます。

クイック設定パネルをアレンジする

クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変
更ができます。

クイック設定パネルで 編集 画面の指示に従ってアイコン

をドラッグ
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クイック設定パネルの見かた

設定を起動

キャプチャー＋を起動

マナーモードを設定

画面の縦横表示の自動回転のON／OFF

Wi-FiテザリングのON／OFF

ファイル共有のON／OFF

クイック設定パネルを表示／非表示

Wi-FiのON／OFF

Bluetooth®のON／OFF

フラッシュライトのON／OFF

クイック設定パネルを編集

クイック設定パネルからWi-Fiを有効にする

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルを下にドラッグ

Wi-Fi

Wi-Fiが有効になります。
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クイック設定パネルからマナーモード（バ
イブ）に設定する

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルを下にドラッグ

サウンド

マナーモード（バイブ）に設定されます。

クイック設定パネルからマナーモード（サ
イレント）に設定する

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルを下にドラッグ

サウンド

バイブ

マナーモード（サイレント）に設定されます。
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クイック設定パネルから画面の縦横表示の
自動回転を有効にする

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルを下にドラッグ

回転

画面の縦横表示の自動回転が有効になります。
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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／VoLTE
（HD＋）を利用する」および「HD Voiceについて」を参照して
ください。

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。

緊急通報のご注意

ご利用可能なエリアについて

本機の緊急通報は、ワイモバイルサービスエリア内でのみご利用
になれます。

機内モードについて

機内モードを設定していると、緊急通報ができませんのでご注意
ください。

電話をかける

ホーム画面で （電話）

電話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。

「ダイヤル」タブをタップ

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。

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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通話が終了したら

通話が終了します。

画面がロックされた状態で、緊急通報する

ロック画面で画面を上にフリック／スワイプ 緊急通報

電話番号を入力

・画面ロックの解除方法を、 パターン ／ PIN ／ パスワー

ド に設定しているときのみ利用できます。画面ロック解除方

法の設定については「ロック画面とセキュリティの設定」を参
照してください。

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. 電波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。

電話画面の見かた

画面表示を切り替えられます。

入力した電話番号が表示されます。

電話番号を入力できます。

メッセージ（SMS）を送信できます。

連絡先と通話履歴を検索できます。

オプションメニューが表示されます。オプションメニューで
は短縮ダイヤル、184追加、186追加、既定の画面、Qスライ
ド、通話設定などができます。

最後に入力した数字を削除します。ロングタッチすると、す
べての数字を削除します。

電話をかけます。また、発信履歴がある場合、電話番号未入
力のときにタップすると最新の発信履歴が入力されます。
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電話を受ける（画面消灯時／ホーム画面表
示時）

電話がかかってきたら をロングタッチ

通話ができます。

通話が終了したら

通話が終了します。

電話着信時の操作

着信音を止める

着信中に音量（上／下）キーを押す

着信を拒否する

電話がかかってきたら をロングタッチ

電話を受ける（アプリ画面表示時）

電話がかかってきたら 電話に出る

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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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。

HD Voiceで通話中に表示されます。

連絡先に登録している画像が表示されます。

相手の名前／電話番号が表示されます。

通話を保留します。

連絡先画面が表示されます。

スピーカーを使って通話します。

相手に音声が聞こえないようにします。

オプションメニューが表示されます。

通話時間が表示されます。

ダイヤルキーを表示して、通話中にプッシュ信号を送信しま
す。

ヘッドセットなどのBluetooth®機能で通話ができます。

通話を終了します。

通話音量を調節する

ここでは通話中に通話音量を調節する方法を説明します。

通話中に音量（上／下）キーを押す

通話音量が調整されます。

スピーカーフォンに切り替える

通話中に スピーカー

スピーカーフォンに切り替わります。

通話中に電話帳を確認する

通話中に 連絡先

電話帳が表示されます。
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伝言メモを利用する

ホーム画面で （電話）

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ

通話設定

伝言メモ

伝言メモ設定画面が表示されます。

伝言メモ （ 表示）

伝言メモ設定が完了します。

伝言メモ利用時の操作

伝言メモの応答時間を設定する

伝言メモ設定画面で 応答時間 応答時間を設定 保存

・電話着信時に、設定した伝言メモの応答時間が経過する前に着
信が切断されてしまう場合は、伝言メモの応答時間を短く設定
するか、着信転送サービス／留守番電話サービスの待ち時間を
長く設定してください。それでも症状が改善されない場合は、
着信転送サービス／留守番電話サービスの利用を停止してくだ
さい。着信転送サービス／留守番電話サービスについて詳しく
は、「着信転送サービスを利用する」、「留守番電話サービス
を利用する」を参照してください。

・伝言メモが有効のときに設定できます。

伝言メモの応答メッセージを設定する

伝言メモ設定画面で 応答メッセージ 日本語1 ／ 日本

語2 ／ 英語 ／ ユーザー録音

・ ユーザー録音 を利用する際は、 をタップして応答メッ

セージを録音してください。
・ をタップすると、応答メッセージを確認できます。
・伝言メモが有効のときに設定できます。

伝言メモを再生する

伝言メモ設定画面で 伝言メモを再生する 再生したい伝言

メモをタップ

・再生中に伝言メモをタップすると停止します。
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伝言メモをスピーカーで聴く

伝言メモ設定画面で 伝言メモを再生する スピー

カーで聴く （ 表示）

・ スピーカーで聴く をタップするたびに、有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。

伝言メモを削除する

伝言メモ設定画面で 伝言メモを再生する 削除

対象の伝言メモをタップ（ 表示） 削除 削

除

・ すべて選択 をタップすると、すべての伝言メモを選択／解除

できます。

VoLTE／VoLTE（HD＋）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。また
VoLTE（HD＋）は、従来のVoLTEよりも、より肉声に近いクリアな
音質の通話がご利用いただけます。

・ソフトバンク／ワイモバイルのVoLTE対応機、VoLTE（HD＋）対
応機との間で利用できます。また、本機／相手機共に、SoftBank
4G LTE（FDD LTE）サービスエリア内にいること、「VoLTE」お
よび「4Gデータネットワークを使用」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／VoLTE（HD＋）を利用しないよう
にする

ホーム画面で （設定） ネットワークとイ

ンターネット モバイルネットワーク VoLTE （

表示）

・ VoLTE をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）

が切り替わります。

VoLTE／VoLTE（HD＋）利用時のご注意

VoLTE／VoLTE（HD＋）は4Gサービスを利用します。本機の4G
サービスが無効になっているときは、利用できません。VoLTE／
VoLTE（HD＋）が利用できないときは、次の操作で4Gサービス

が有効（ ）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面で （設定） ネットワークとイン

ターネット モバイルネットワーク 4Gデータネット

ワークを使用 （ 表示）

・無効（ ）になっているときは、 4Gデータネットワーク

を使用 をタップして有効（ ）にしてください。

HD Voiceについて

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。

・ソフトバンク／ワイモバイルの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／お気に入りから電
話をかける

電話帳から電話をかける

ホーム画面で （電話）

電話画面が表示されます。

「連絡先」タブをタップ

連絡先画面が表示されます。

対象の連絡先の 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。

通話履歴から電話をかける

ホーム画面で （電話）

電話画面が表示されます。

「通話履歴」タブをタップ

通話履歴画面が表示されます。

対象の通話履歴の 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。
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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。

割込通話サービ
ス1

通話中にかかってきた電話を受けることがで
きます。

発信者番号通知
サービス

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 （電話）

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ 通話設

定

通話設定画面が表示されます。

着信転送・お留守番サービス

着信転送・お留守番サービス画面が表示されます。

無応答転送 ／ 話中転送 ／ 圏外転送 ／ フル転送
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着信転送 転送先の電話番号を入力 ONにする

着信転送サービスが設定されます。

・待ち時間を設定画面が表示された場合は、着信してから転送する
までの待ち時間を選択します。

・すでに電話番号が設定されている場合は、転送先の電話番号を入

力 更新 をタップします。

・ をタップすると、連絡先から転送先を選択できます。

着信転送を無効にする

着信転送・お留守番サービス画面で 無応答転送 ／ 話中転

送 ／ 圏外転送 ／ フル転送 無効にする

留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で （電話）

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ 通話設

定

通話設定画面が表示されます。

着信転送・お留守番サービス

着信転送・お留守番サービス画面が表示されます。

無応答転送 ／ 話中転送 ／ 圏外転送 ／ フル転送
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留守番電話

留守番電話サービスが設定されます。

・待ち時間を設定画面が表示された場合は、着信してから転送する
までの待ち時間を選択します。

・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。

留守番電話サービスと伝言メモの違いにつ
いて

「留守番電話サービス」と「伝言メモ」との主な違いは以下の通
りです。
・「留守番電話」…留守番電話サービスセンターでメッセージを

お預かりするサービスです。電源が入っていない場合や圏外の
場合にもお預かりできます。メッセージの再生にはご契約の料
金プランに応じた通話料がかかります。

・「伝言メモ」…本機でメッセージをお預かりする機能です。電
源が入っていない場合や圏外の場合は利用できません。

留守番電話利用時の操作

留守番電話を無効にする

着信転送・お留守番サービス画面で 無応答転送 ／ 話中転

送 ／ 圏外転送 ／ フル転送 無効にする

録音された伝言メッセージを再生する

着信転送・お留守番サービス画面で 伝言メッセージを再生す

る はい

留守番電話センターに接続されます。音声ガイダンスに
従って操作してください。
・ホーム画面で （電話） 「ダイヤル」タブをタッ

プ 「1」をロングタッチしても操作できます。

割込通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

ホーム画面で （電話）

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ 通話設

定

通話設定画面が表示されます。

その他の設定

その他の設定
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割込通話 （ 表示）

割込通話サービスが設定されます。

・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
ロングタッチして通話を開始できます。

発信者番号通知サービスを利用する

ホーム画面で （電話）

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ 通話設

定

通話設定画面が表示されます。

その他の設定

その他の設定
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発信者番号 番号を非通知 ／ 番号を通知

発信者番号通知サービスが設定されます。

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 （設定）

システム 端末情報

ステータス

電話番号を確認できます。
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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

着信転送・お留
守番サービス

着信転送や留守番電話サービスを設定しま
す。

着信とメッセー
ジ受信の拒否

着信やメッセージ受信の拒否の設定をしま
す。

着信応答と終話 着信応答や通話終了時の動作を設定します。

伝言メモ
伝言メモの設定や、伝言メモの再生をしま
す。

その他の設定
アプリ使用中のアラートやジェスチャーによ
る操作について設定します。

ホーム画面で （電話）

電話番号発信画面が表示されます。

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ 通話設

定

各項目を設定

通話に関する設定が終了します。
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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。
ラベルを利用することで連絡先をグループで管理できます。
また、電話番号を指定してブロックすることで、着信やSMSの受信
を拒否することができます。

電話帳利用時のご注意

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。

新しい連絡先を登録する

ホーム画面で

（連絡先）

連絡先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。

各項目を入力

保存

連絡先が登録されます。
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電話番号発信画面から連絡先を登録する

ホーム画面で （電話）

「ダイヤル」タブをタップ

ダイヤルキーをタップして登録したい電話番号を入力

連絡先を新規登録

姓・名などを入力 保存

連絡先の登録が完了します。

連絡先を確認する

ホーム画面で

（連絡先）

連絡先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。
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連絡先画面の見かた

名称 説明

検索
名前や電話番号などを入力して連絡先を検索
します。

写真
連絡先に登録されている画像が表示されま
す。

連絡先 登録されている連絡先が表示されます。

新規登録 連絡先を新規に登録します。

メニュー

オプションメニューが表示されます。オプ
ションメニューでは、削除、短縮ダイヤル、
共有、連絡先の管理、今すぐ同期、既定の画
面、Qスライド、連絡先設定、ヘルプが利用で
きます。

よみがなタ
ブ

ドラッグして連絡先をよみがな順に検索しま
す。

連絡先詳細画面の見かた

名称 説明

写真
連絡先に登録されている画像が表示されま
す。

内容 すべての登録内容を確認・利用できます。

編集 連絡先を編集できます。

お気に入り

お気に入りに登録されているかどうかが表示
されます。お気に入りに登録されている場合
は、スターが白で表示されます。タップする
と、お気に入りの登録／解除が切り替わりま
す。

削除 連絡先を削除します。

メニュー

オプションメニューが表示されます。オプ
ションメニューでは共有、転送、統合、バッ
クアップができます。保存先によって、操作
できる項目は異なります。

ショート
カット

アイコンをタップして各種操作ができます。
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連絡先を編集する

ホーム画面で

（連絡先）

連絡先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

連絡先の変更が完了します。
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連絡先を削除する

ホーム画面で

（連絡先）

連絡先画面が表示されます。

対象の連絡先をタップ

削除

連絡先が削除されます。
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グループを設定する

ホーム画面から （連絡先）

「グループ」タブをタップ

グループ名を入力

メンバー追加

グループを設定する連絡先を選択（ 表示）

・ すべて選択 をタップすると、すべての連絡先を選択／解除でき

ます。

追加

保存

選択した連絡先にグループが設定されます。

グループ設定時の操作

グループに連絡先を追加する

連絡先画面で「グループ」タブをタップ 連絡先を追加する

グループを選択 グループを編集 メンバー追

加 追加する連絡先を選択（ 表示） 追加

保存

グループに連絡先が追加されます。
・ すべて選択 をタップすると、すべての連絡先を選択／解除で

きます。
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グループ名を編集する

連絡先画面で「グループ」タブをタップ 編集するグループ

を選択 グループを編集 グループ名を編集し

て 保存

グループ名が変更されます。
・既に登録されているグループ名（「緊急連絡先」／「家族」／

「同僚」／「友達」）は編集できません。

グループを削除する

連絡先画面で「グループ」タブをタップ 削除するグループ

を選択 グループの削除 削除

グループが削除されます。
・既に登録されているグループ名（「緊急連絡先」／「家族」／

「同僚」／「友達」）は削除できません。

指定の番号をブロックする

ブロックする相手の番号を手動で入力する方法を例に説明します。

ホーム画面で （電話）

「ダイヤル」タブ／「通話履歴」タブをタップ 通話設

定

着信とメッセージ受信の拒否 ブロックした番号

新しい番号

・ 連絡先 をタップすると、連絡先からブロックしたい相手を選択

できます。ブロックしたい相手を選択して、 完了 をタップして

ください。
・ 通話履歴 をタップすると、通話履歴画面からブロックしたい相

手を選択できます。ブロックしたい相手を選択して、 完了 を

タップしてください。
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ブロックする番号を入力 ブロック

ブロックの設定が完了します。

連絡先ごとに画像を設定する

ホーム画面で

（連絡先）

設定したい連絡先を選択
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写真を選択

設定したい写真を選択

トリミング 1回のみ

トリミング枠をドラッグして、表示したい範囲を設定 OK

保存

画像の設定が完了します。
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電話帳データを読み込む

SDカードから電話帳データを読み込む

SDカードに保存（バックアップ）した電話帳データを読み込み（イ
ンポート）できます。

ホーム画面で

（連絡先）

連絡先画面が表示されます。

連絡先の管理

インポート

SDカード

OK

読み込むファイルを選択
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インポート

インポート

電話帳データの読み込みが完了します。

電話帳データを保存する

SDカードに電話帳データを保存する

ホーム画面で

（連絡先）

連絡先画面が表示されます。

連絡先の管理
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バックアップ

SDカード

OK

保存する連絡先をタップ（ 表示）

・ すべて選択 をタップすると、すべての連絡先を選択／解除でき

ます。

バックアップ

バックアップ

ファイル名を入力 OK

SDカードに電話帳データが保存されます。
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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、Yahoo!メール
（@yahoo.co.jp）、SMS／MMS、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。

更新によるアプリ変更について

Y!mobile メールアプリの利用方法や画面イメージはアプリの更
新により変更になる可能性があります。
詳しくは、下記のワイモバイルウェブサイトをご参照ください。
https://www.ymobile.jp/service/ymobile/mail/

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
（@yahoo.ne.jp）

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。他社のメール
フィルタ等では、携帯電話・PHSと扱われま
す。

Yahoo!メール
（@yahoo.co.jp）

Yahoo!メールサービス用アカウントです。
Y!mobile初期登録時にYahoo!Japan IDをお持
ちでない場合は自動的に取得されます。

MMS
（@ymobile.ne.jp）

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（電話番
号）

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。
※アプリの利用方法や画面イメージはアプリの更新により変更にな
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、 （かんたん設
定）から作成できます。

ホーム画面で （メール）

Y!mobile メールの利用開始画面が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。

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。

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

https://www.ymobile.jp/service/ymobile/mail/
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アカウントの切り替えについて

登録している複数のメールアカウントを切り替えることができま
す。

アカウントを切り替える

変更したいメールアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

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 （メール）

設定

設定したいメールアカウントをタップ

・SMSはリスト型表示に切り替えられません。
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表示方法

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
ルダーなどに分けてメールを保存します。
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Y!mobile メールを会話型表示で利用
する

メールを送信する

ホーム画面で （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。

・ 宛先入力 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

します。

Y!mobile メールが送信されます。

・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。

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にドラッグ
して通知パネルを開き、通知をタップします。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「Y!mobile メールの設
定」を参照してください。
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手動でメールを受信する

ホーム画面で （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。

・メールBOX画面で下にドラッグしても新着メールの確認ができま
す。

メールを返信する

メール送受信画面で本文入力欄をタップ 本文を入力

メールが送信されます。

・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。

Y!mobile メールを確認する

ホーム画面で （メール）

すべてのメール ／ 電話帳登録済み ／ 指定ドメイン ／ 未

登録 ／ 迷惑メール

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。
・迷惑メールを確認するときは、 迷惑メール をタップします。

・相手を限定せずに、迷惑メール以外の受信したすべてのメールを

確認するときは、 すべてのメール をタップします。
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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。

メールをタップ 詳細

メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について

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

宛先グループをタップ（ 表示） 削除 削除

・宛先グループは複数選択することができます。
・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。

メール送受信画面について

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。
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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 ／ 保存

・メール送受信画面でメールをタップ 添付ファイル と操作

しても保存できます。
・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タップ 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

電話帳に登録されていない宛先を本機に登録する

電話帳に未登録の宛先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

メール詳細画面について

件名／差出人／宛先／送受信日時など

本文

ファイルを添付する

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。

顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。

・ をタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。
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Y!mobile メールをリスト型表示で利
用する

メールを送信する

ホーム画面で （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。

・CcやBccで送信したい場合は、 Cc.Bcc をタップして、 を

タップしてください。
・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

送信する宛先を選択 決定

・ 宛先入力 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。
・送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 をタップ

すると宛先を削除できます。

件名／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。
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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

メール詳細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にドラッグ
して通知パネルを開き、通知をタップします。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「Y!mobile メールの設
定」を参照してください。

手動でメールを受信する

ホーム画面で （メール）

メール問い合わせ

手動でメールを受信します。

・受信箱画面で下にドラッグしても新着メールの確認ができます。

メールを返信する

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。

本文入力欄をタップ 本文を入力

メールが送信されます。
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Y!mobile メールを確認する

ホーム画面で （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 個人フォルダーを追加 をタップすると、

フォルダーを作成できます。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。

受信箱画面について

差出人／件名／受信日時など

アイコン 説明

添付ファイルあり

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

先のフォルダーをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの （ 表示） 削除

メールを迷惑メールに登録する

受信箱画面でメールの （ 表示） 迷惑

メール登録
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メール詳細画面について

差出人／宛先／件名／送受信日時など

本文

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。

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で 添付ファイル ファイル名をタップ

画像を保存 ／ 保存

・メール詳細画面でアイコンをタップ 画像を保存 ／ 保

存 と操作しても保存できます。

・ 添付ファイル 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。

メールを移動する

メール詳細画面で 移動 移動先のフォルダーを

タップ

メールを削除する

メール詳細画面で 削除 削除

メールを迷惑メールに登録する

メール詳細画面で 迷惑メール登録

ファイルを添付する

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。

顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。

・ をタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。
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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。

項目 詳細

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。

表示方法 会話型表示とリスト型表示を切り替えます。

カラーテーマ 背景色などに使用される色を設定します。

通知の表示方法
メールを受信したときの通知の表示方法を設
定します。

電話帳登録済み
電話帳に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
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
電話帳に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。

アドレス別通知
設定

送信元アドレス別の通知設定を登録します。

指定ドメイン受
信設定

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。

フィルター設
定1

受信するメールを指定したフォルダーに自動
で振り分ける設定をします。

署名1
設定した署名をメールの末尾に自動的に入力
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。

海外からのアク
セス制限

海外からのメールソフトによるアクセスを制
限するかどうかを設定します。

アカウントの別
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。

1　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 （メール）

設定

設定画面が表示されます。

Y!mobile メールのアカウントをタップ

各項目を設定

設定が反映されます。

設定利用時の操作

メールアカウントを追加する

設定画面で アカウントの追加 画面に従って操作

メールBOX／メール送受信／受信箱／メール詳細画
面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で 文字の大きさ 小 ／ 中 ／ 大 ／ 特

大

・会話型表示では、メール詳細画面に表示される文字の大きさを
変更できません。
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会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

設定画面で 会話型で見るボタンを表示する

・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタ
ンを表示／非表示にできます。

・ 会話型で見るボタンを表示する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で 会話型で送信確認をする

・ 会話型で送信確認をする をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追
加するかどうかを設定する

設定画面で 転送の文頭に「>」を追加する

・ 転送の文頭に「>」を追加する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

迷惑メールとして登録した相手を一覧で表示する

設定画面で 登録済み迷惑メール

・表示されている相手をタップすると、詳細情報が表示されま
す。

迷惑メールとして登録した相手を解除する

設定画面で 登録済み迷惑メール 迷惑メール登録を解除し

たい相手の OK

選択した相手の迷惑メール登録が解除され、相手のメール
が迷惑メールフォルダーに振り分けられなくなります。

かんたん迷惑メールブロックを利用するかどうかを
設定する

設定画面で かんたん迷惑メールブロック

・ かんたん迷惑メールブロック をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

MMS／SMSを会話型表示で利用する

MMSを送信する

ホーム画面で （メール）

・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。

すべてのメール ／ 電話帳登録済み ／ 指定ドメイ

ン ／ 未登録 ／ 迷惑メール

宛先選択画面が表示されます。
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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。

・ 宛先入力 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

します。

MMSが送信されます。

・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。

SMSを送信する

ホーム画面で （メール）

・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。

すべてのメール ／ 電話帳登録済み ／ 未登録 ／

迷惑メール

宛先選択画面が表示されます。
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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。

・ 宛先入力 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。

本文入力欄をタップ 本文を入力

SMSが送信されます。

・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。

新着のMMS／SMSを確認する

新着のMMS／SMS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にドラッグ
して通知パネルを開き、通知をタップします。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「MMSの設定」、
「SMSの設定」を参照してください。

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のアカウントをタップ MMSメールアドレスの確認

を行ってください。
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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 （メール）

メール問い合わせ

手動でMMSを受信します。

・メールBOX画面で下にドラッグしても新着のMMSを確認できま
す。

MMSを返信する

メール送受信画面で本文を入力

MMSが送信されます。

・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。

SMSを返信する

メール送受信画面で本文を入力

SMSが送信されます。

・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。
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MMSを確認する

ホーム画面で （メール）

・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。

すべてのメール ／ 電話帳登録済み ／ 指定ドメイ

ン ／ 未登録 ／ 迷惑メール

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。
・迷惑メールを確認するときは、 迷惑メール をタップします。

・相手を限定せずに、迷惑メール以外の受信したすべてのメールを

確認するときは、 すべてのメール 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。

メールをタップ 詳細

メール詳細画面が表示されます。
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SMSを確認する

ホーム画面で （メール）

・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。

すべてのメール ／ 電話帳登録済み ／ 未登録 ／

迷惑メール

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。
・迷惑メールを確認するときは、 迷惑メール をタップします。

・相手を限定せずに、迷惑メール以外の受信したすべてのメールを

確認するときは、 すべてのメール 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。

メールをタップ 詳細

メール詳細画面が表示されます。

メールBOX画面について

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
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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（MMS）

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／会話を削除する

メールBOX画面で 宛先グループの削除 ／ 会話の削

除 削除する宛先グループ／会話をタップ（ 表示）

削除 削除

・選択した宛先グループ／会話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。

メール送受信画面について

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

1
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。

1　SMSの場合は、表示されません。

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
（MMS）

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。

宛先を確認する（SMS）

メール送受信画面で 宛先を選択

宛先の電話番号が表示されます。

添付ファイルを保存する（MMS）

メール送受信画面で ファイル名をタップ 画像を保

存 ／ 保存

・メール送受信画面でメールをタップ 添付ファイル と操作

しても保存できます。
・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タップ 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（MMS）

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（MMS）

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

電話帳に登録されていない宛先を本機に登録する

電話帳に未登録の宛先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
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メール詳細画面について

件名1／差出人／宛先／送受信日時など

本文

1　SMSの場合は、表示されません。

ファイルを添付する

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。

顔文字／イラストを入力する

MMS作成中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。

・ をタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。
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MMSをリスト型表示で利用する

MMSを送信する

ホーム画面で （メール）

・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 ／ 迷

惑メール

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。

・CcやBccで送信したい場合は、 Cc.Bcc をタップして、 を

タップしてください。
・宛先欄をタップすると、宛先を直接入力できます。

送信する宛先を選択 決定

・ 宛先入力 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。
・送信する宛先を設定したあと、 をタップし、 をタップ

すると宛先を削除できます。

件名／本文入力欄をタップ 件名／本文を入力

MMSが送信されます。
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新着のMMSを確認する

新着のMMS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

メール詳細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にドラッグ
して通知パネルを開き、通知をタップします。

・通知の表示方法は変更できます。詳しくは「MMSの設定」を参照
してください。

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のアカウントをタップ 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

ホーム画面で （メール）

メール問い合わせ

手動でMMSを受信します。

・受信箱画面で下にドラッグしても新着のMMSを確認できます。
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MMSを返信する

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。

本文入力欄をタップ 本文を入力

MMSが送信されます。

MMSを確認する

ホーム画面で （メール）

・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。

・迷惑メールを確認するときは、 迷惑メール 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 個人フォルダーを追加 をタップすると、

フォルダーを作成できます。画面に従って操作してください。
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メールをタップ

メール詳細画面が表示されます。

受信箱画面について

差出人／件名／受信日時など

アイコン 説明

添付ファイルあり

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

先のフォルダーをタップ

メールを削除する

受信箱画面でメールの （ 表示） 削除

メールを迷惑メールに登録する

受信箱画面でメールの （ 表示） 迷惑

メール登録

メール詳細画面について

差出人／宛先／件名／送受信日時など

本文

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。

添付ファイルを保存する

メール詳細画面で 添付ファイル ファイル名をタップ

画像を保存 ／ 保存

・メール詳細画面でアイコンをタップ 画像を保存 ／ 保

存 と操作しても保存できます。

・ 添付ファイル 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。

メールを移動する

メール詳細画面で 移動 移動先のフォルダーを

タップ

メールを削除する

メール詳細画面で 削除 削除

メールを迷惑メールに登録する

メール詳細画面で 迷惑メール登録
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ファイルを添付する

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。

顔文字／イラストを入力する

件名／本文入力中に

顔文字 ／ イラスト 顔文字／イラストをタップ

顔文字／イラストが入力されます。

・ をタップすると、文字入力のキーボードに戻ります。

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。

カラーテーマ 背景色などに使用される色を設定します。

通知の表示方法
メールを受信したときの通知の表示方法を設
定します。

電話帳登録済み
電話帳に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
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
電話帳に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。

アドレス別通知
設定

送信元アドレス別の通知設定を登録します。

指定ドメイン受
信設定

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。

フィルター設
定1

受信するメールを指定したフォルダーに自動
で振り分ける設定をします。

署名1
設定した署名をメールの末尾に自動的に入力
します。

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
メッセージで受信した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。

1　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 （メール）
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設定

設定画面が表示されます。

MMSのアカウントをタップ

各項目を設定

設定が反映されます。

設定利用時の操作

メールBOX／メール送受信／受信箱／メール詳細画
面に表示される文字の大きさを変更する

設定画面で 文字の大きさ 小 ／ 中 ／ 大 ／ 特

大

・会話型表示では、メール詳細画面に表示される文字の大きさを
変更できません。

会話型で見るボタンを表示するかどうかを設定する

設定画面で 会話型で見るボタンを表示する

・リスト型のメール詳細画面に表示される「会話型で見る」ボタ
ンを表示／非表示にできます。

・ 会話型で見るボタンを表示する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で 会話型で送信確認をする

・ 会話型で送信確認をする をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

リスト型でメールを転送する際に、文頭に記号を追
加するかどうかを設定する

設定画面で 転送の文頭に「>」を追加する

・ 転送の文頭に「>」を追加する をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

迷惑メールとして登録した相手を一覧で表示する

設定画面で 登録済み迷惑メール

・表示されている相手をタップすると、詳細情報が表示されま
す。

迷惑メールとして登録した相手を解除する

設定画面で 登録済み迷惑メール 迷惑メール登録を解除し

たい相手の OK

選択した相手の迷惑メール登録が解除され、相手のメール
が迷惑メールフォルダーに振り分けられなくなります。

かんたん迷惑メールブロックを利用するかどうかを
設定する

設定画面で かんたん迷惑メールブロック

・ かんたん迷惑メールブロック をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。
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SMSの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 詳細

カラーテーマ 背景色などに使用される色を設定します。

通知の表示方法
メールを受信したときの通知の表示方法を設
定します。

電話帳登録済み
電話帳に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
電話帳に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。

アドレス別通知
設定

送信元アドレス別の通知設定を登録します。

SMSの引継ぎ
メッセージで受信したSMSデータを引継ぎま
す。

ホーム画面で （メール）

設定

設定画面が表示されます。

SMSのアカウントをタップ

各項目を設定

設定が反映されます。

設定利用時の操作

メールBOX／メール送受信画面に表示される文字の
大きさを変更する

設定画面で 文字の大きさ 小 ／ 中 ／ 大 ／ 特

大

会話型で送信確認をするかどうかを設定する

設定画面で 会話型で送信確認をする

・ 会話型で送信確認をする をタップするたびに、設定

（ ）／解除（ ）が切り替わります。
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Gmailを利用する

Googleのメールサービス、会社や自宅などで送受信しているeメー
ルを利用できます。

アカウントを追加する

ここではGoogleのメールアカウント追加を例に説明しています。

ホーム画面で

（設定）

アカウント

アカウントを追加

Google

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）やパスワードなどの情報をご確認くだ
さい。

ユーザー名（メールアドレスまたは電話番号）を入力し 次へ

パスワードを入力し 次へ

同意する
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同意する

アカウントが追加されます。

アカウントを切り替える

ホーム画面で （Gmail） 設定中のア

カウントをタップ 切り替えたいアカウントをタップ

アカウントが切り替わります。

メールを作成／送信する

ホーム画面で

（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。
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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 保存先を選

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

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にドラッグ

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。

受信済みのメールを確認する

ホーム画面で

（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 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をロングタッチ



114

メールを削除する

メール一覧画面で削除するメールをロングタッチ

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。

アカウントを削除する

ホーム画面で （設定）

アカウント

削除したいアカウントをタップ アカウントを削除 削除

アカウントが削除されます。
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Chromeを利用する

検索したい語句やURLを入力し、手軽にインターネットを利用でき
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 （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。

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

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。

Chrome画面で 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、 をタップして対象のタブをタップ

します。アイコン内の数字は、開いているタブの件数です。

タブを閉じる

Chrome画面で 閉じるタブの をタップ

タブを閉じます。
・アイコン内の数字は、開いているタブの件数です。
・タブを左右にフリック／スワイプすることでも閉じることがで

きます。

ウェブページ内を検索する

ウェブページ内の文字列を検索することができます。

ウェブページ表示中に 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。
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ブックマークを登録する

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

閲覧履歴を表示する

ホーム画面で （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。
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閲覧履歴を消去する

ホーム画面で （Chrome）

設定 プライバシー

閲覧履歴データを消去する

上部の 期間 プルダウンをタップし、期間を選択

削除する情報の種類を選択 データを消去

閲覧履歴の消去が完了します。

Chromeを設定する

ホーム画面で （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。
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写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式は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、鮮明な写真／動画が撮れま
せん。撮る前に、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。

フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フ
ラッシュ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。

写真を撮る

ホーム画面で （カメラ）

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、写真が保存されます。

写真撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面で画面をピンチ

・ピンチして表示される調節バーをドラッグまたはタップして
も、ズームを調節できます。

・シャッターボタンを左右にドラッグしても、ズームを調整でき
ます。

音量（上／下）キーで撮る

撮影画面で音量（上／下）キーを押す

ピントを合わせる場所を指定して撮る

撮影画面でピントを合わせたいところをタップ

・タップした位置に表示される をタップしても撮れます。

連写撮影する

撮影画面で をロングタッチ

・撮影画面で音量（上／下）キーを長押ししても操作できます。
・30枚まで連写撮影できます。

撮った写真を確認する

撮影画面でサムネイル画像をタップ

・直前に撮った写真／動画が表示されます。
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動画を撮る

ホーム画面で （カメラ）

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

動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

動画撮影時の操作

ズームを利用する

動画撮影中に画面をピンチ

・ピンチして表示される調節バーをドラッグまたはタップして
も、ズームを調節できます。

・動画撮影前は、シャッターボタンを左右にドラッグしても、
ズームを調整できます。

撮った動画を確認する

撮影画面でサムネイル画像をタップ

・直前に撮った写真／動画が表示されます。

動画撮影時に写真を撮る

動画撮影中に

動画撮影を一時停止する

動画撮影中に

・ をタップすると、撮影を再開します。

撮影画面の見かた

設定メニュー

モードの切り替え

フィルターの切り替え

インカメラとアウトカメラの切り替え

フラッシュ設定の切り替え

シャッター

動画撮影開始

サムネイル画像（撮った写真／動画の確認）

アプリ連携メニュー
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写真／動画を見る（ギャラリー）

写真／動画を表示する

撮った／ダウンロードした写真／動画を表示できます。次のファイ
ル形式に対応しています。

種類 ファイル形式

写真
BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS,
MPO

動画
avi, mkv, mp4, 3gp, 3g2, m4v, ts, webm,
flv, asf, wmv, ps, mpg, mpeg, m2ts, mov,
k3g

ホーム画面で

（ギャラリー）

ギャラリ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。

「アルバム」／「写真」／「思い出」／「再生」タブをタップ

・タブによっては、さらにアルバム名などを選択する必要がありま
す。

写真／動画をタップ

写真／動画が表示されます。

・動画の場合は、 をタップして再生します。
・他のファイルを選択したい場合は、 をタップして一覧画面に

戻り、見たいファイルを再度選択するか、再生画面を左右にフ
リック／スワイプして切り替えてください。

写真／動画確認時の操作

写真を拡大／縮小する

写真確認時に画面を2回タップ、またはピンチ

お気に入りに追加／削除する

写真／動画確認時に ／

カメラを起動する

写真／動画確認時に

オプションメニューを表示する

写真／動画確認時に

・回転、トリミング、スライドショー、画像を設定、署名を追
加、ロック、位置情報を追加、印刷、他のデバイスで再生、コ
ラージュ作成、リネーム、詳細の表示、ライブ壁紙に設定がで
きます。

メモを追加する

写真確認時に メモ メモとして表示する文字を入力

保存

関連コンテンツを表示する

写真／動画確認時に 関連コンテンツ

連写撮影した写真からGIFアニメーションを作成す
る

連写写真の確認時に GIFを作成 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。
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動画からGIFアニメーションを作成する

動画再生時に 画面に従って操作

・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。

写真／動画を共有する

写真／動画確認時に 共有 アプリを選択 画面に従っ

て操作

写真／動画を削除する（ギャラリー）

写真／動画を削除する

ホーム画面で

（ギャラリー）

ギャラリー画面が表示されます。

「アルバム」／「写真」／「思い出」／「再生」タブをタップ

・タブによっては、さらにアルバム名などを選択する必要がありま
す。

削除する写真／動画をタップ
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削除

写真／動画の削除が完了します。

写真を加工する（ギャラリー）

写真を回転させる

ホーム画面で （ギャラリー）

ギャラリー画面が表示されます。

「アルバム」／「写真」／「思い出」／「再生」タブをタップ

・タブによっては、さらにアルバム名などを選択する必要がありま
す。

写真をタップ

写真が表示されます。

回転
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左に回転する ／ 右に回転する

写真が回転し、上書き保存されます。

写真の一部を切り出す（トリミング）

ホーム画面で （ギャラリー）

ギャラリー画面が表示されます。

「アルバム」／「写真」／「思い出」／「再生」タブをタップ

・タブによっては、さらにアルバム名などを選択する必要がありま
す。

写真をタップ

写真が表示されます。

トリミング
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切り出す枠をドラッグしてサイズ／位置を調節

OK

切り出した後の写真が別ファイルとして保存されます。

写真／動画を送る

ギャラリーでは、メールや他のアプリと連動して、写真／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写真／動画を送ることもできます。

写真／動画をメールで送る

ホーム画面で

（ギャラリー）

ギャラリー画面が表示されます。

「アルバム」／「写真」／「思い出」／「再生」タブをタップ

・タブによっては、さらにアルバム名などを選択する必要がありま
す。
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写真／動画をタップ

写真／動画が表示されます。

共有

Y!mobile メール ／ Gmail

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。

写真／動画をBluetooth®を使用して送る

ホーム画面で （ギャラリー） 写真／動画を

タップ 共有 Bluetooth

以降は、画面の指示に従って操作してください。

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ることができます。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

ホーム画面で （カメラ）

撮影画面が表示されます。

撮影モード切り替え画面が表示されます。

撮影モードの種類をタップ

撮影モードが切り替わります。
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カメラのはたらきを設定する

ホーム画面で （カメラ）

撮影画面が表示されます。

設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が反映されます。

QRコードを読み取る

QRコードを読み取って利用できます。

QRコードを読み取る

ホーム画面で （カメラ）

撮影画面が表示されます。

読み取るQRコードを画面中央に表示

自動的にQRコードが読み取られ、読み取り結果が表示されま
す。

読み取り結果をタップ

読み取り結果を利用できます。

・以降は画面に従って操作してください。
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テレビ（ワンセグ）を見る

放送波の受信状況に応じて、移動体端末向けサービス「ワンセグ」
を見ることができます（海外では利用できません）。

こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときはテレビを起動できません。充電後に
起動してください。

Q. テレビが見られない

A. 受信状態をご確認ください。電波が十分でないと受信できま
せん。電波の強い場所へ移動してください。

テレビ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できませ
ん。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択
ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合
は、再度チャンネルリストを設定してください。

運転中や歩行中はテレビを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中は、テレビを利用
しないでください。

ワンセグ用アンテナケーブルについて

テレビ（ワンセグ）を見るときは、必ずワンセグ用アンテナケーブ
ルを本機に接続してください。

ワンセグ用アンテナケーブルを、本機のイヤホンマイク端子に接続
する

ワンセグ用アンテナケーブルの接続が完了します。

・イヤホン（市販品）で音声を聴くときは、イヤホンをワンセグ用
アンテナケーブルに接続してから、ワンセグ用アンテナケーブル
を本機に接続してください。

ワンセグ用アンテナケーブル利用時のご注
意

イヤホン（市販品）の取り外しについて

ワンセグ用アンテナケーブルを本機に接続後、イヤホン（市販
品）をゆっくり差し込んだり、取り外し／差し込みをすばやく
繰り返す場合は、イヤホン接続中に表示されるステータスアイコ
ンの認識エラーが発生することがあります。エラーが発生した場
合はイヤホンを取り外した後、再度差し込むと正常に認識されま
す。

Bluetooth®機器について

SCMS-T方式に対応していないBluetooth®機器ではテレビの音声
は出力されません。

イヤホン（市販品）とBluetooth®機器の接続につい
て

イヤホン（市販品）とBluetooth®機器の両方を本機に接続した
場合、後に接続した機器から音声が出力されます。

利用できない機能について

テレビは著作権保護のため、以下の機能は利用できません。
・スクリーンショット
・Qメモ＋
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チャンネルを設定する（はじめてお使いに
なるとき）

ホーム画面で

（テレビ）

エリア選択画面が表示されます。

地方をタップ 都道府県をタップ 地域をタップ

チャンネルの検索が始まり、終了するとテレビが起動します。

テレビを見る

ホーム画面で

（テレビ）

テレビ視聴画面が表示されます。

チャンネルをタップ

タップしたチャンネルの放送画面が表示されます。
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テレビ視聴画面の見かた

番組のタイトルと放送時間

テレビ放送エリア
右端で上下にドラッグすると、音量を変更できます。
左端で上下にドラッグすると、画面の明るさを変更できま
す。
左右にフリック／スワイプすると、チャンネルを切り換えら
れます。
横画面表示時にタップすると、全画面表示を切り換えられま
す。

チャンネルエリア

画面をロック

テレビ視聴画面を全画面表示でロックします。 をタップ
すると、ロックを解除します。

音声出力切替1

メニュー

音量を調節

データ放送を表示

詳細情報を表示

チャンネル一覧／番組表一覧の切り替え

チャンネル一覧／番組表一覧エリア

1　イヤホンが接続された場合のみ表示されます。

指定した時刻に視聴する

指定した時刻に視聴ができるようにします。

視聴を予約する

ホーム画面で （テレビ）

テレビ視聴画面が表示されます。

予約一覧

予約一覧画面が表示されます。

予約設定画面が表示されます。
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各項目を設定

保存

予約が完了します。

予約内容を確認する

予約一覧画面で、予約内容をタップ

予約内容が表示されます。

予約内容を削除する

予約一覧画面で

予約内容を選択（ 表示） 削除 削除

予約内容が削除されます。

・ すべて選択 をタップすると、すべての予約内容を選択／解除で

きます。
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アプリについて

アプリに必要な許可を設定する

アプリをはじめて起動したときは、動作について設定が必要になり
ます。
アプリによって、表示される確認画面の種類や内容は異なり、ここ

では、 （ファイルマネージャー）をはじめて起動したときの操
作を例に説明します。

・機能の利用を許可しなかった場合、アプリが正常に動作しないこ
とがあります。

ホーム画面で （ファイルマネージャー）

許可

設定が完了します。

・利用する機能が複数ある場合、以降も同様に操作してください。

その他の方法でアプリに必要な許可を設定
する

アプリごとに利用する機能を設定する

ホーム画面で （設定） アプリと通知

アプリ情報 アプリをタップ 許可 機能をタップ

・機能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。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面で （設定） アプリと通知

アプリ権限 機能をタップ アプリ名をタップ

・アプリ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。

アプリを起動する

ホーム画面で

ランチャー画面が表示されます。

起動するアプリをタップ

アプリが起動します。

アプリの利用に必要な権限について

一部のアプリを利用するには、本機内のデータへのアクセスや写
真撮影など、重要な機能へのアクセス権限を許可する必要があり
ます。
許可が必要なアプリは、起動時に確認画面が表示され、画面の指
示に従って操作することでアプリを使用できます。
・詳しくは、「アプリに必要な許可を設定する」を参照してくだ

さい。
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アプリを切り替える

最近使用したアプリの履歴が表示されます。

・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。

使用したいアプリをタップ

タップしたアプリが表示されます。

・ をタップすると、一つ前に使用していたアプリが表示されま
す。

アプリ一覧

アイコン 機能・サービス

（Chrome） ウェブページを閲覧できます。

（Duo）
Duo利用者と通話やビデオ通話を行うことがで
きます。

（Gmail）
Googleアカウントのメールを送受信できま
す。

（Google）
キーワードから本機内やウェブページを対象
に検索できます。

（LG
Mobile
Switch）

以前に使用していた端末から、本機にメッ
セージ／画像／ホーム画面を含むデータを転
送することができます。

（LINE）

いつでもどこでもかんたんにメールや音声・
ビデオ通話が楽しめるコミュニケーションア
プリ。文字も大きく、スムーズにメールのや
り取りが行えます。また20,000種類以上のス
タンプと絵文字で、文字だけでは伝わらない
気持ちを相手に伝えることができます。

（Play
Music）

保存している音楽を再生できます。

（Play スト
ア）

Google Playからさまざまなアプリのダウン
ロード・購入ができます。

（Playムー
ビー＆TV）

Google Playで購入またはレンタルした映画や
テレビ番組を再生できるアプリです。

（Qメモ
＋）

テキスト入力や画像などを挿入したメモを作
成できます。

（SmartWorld）

LGのスマートフォンを活用するためのアプリ
です。壁紙やテーマ、LG専用のアプリなどを
ダウンロードできます。

（Yahoo!）

Yahoo! JAPANアプリでは、厳選ニュースやス
ポーツ、芸能、天気予報など、毎日を豊かに
する情報をお届けします。
検索や災害情報のプッシュ通知など、便利な
機能も。スマートフォンでも、ぜひYahoo!
JAPANをご活用ください。

（YouTube）

動画を再生したり、録画した動画をアップ
ロードしたりできます。

（あんしん
フィルター）

お子さまを不適切なサイトや有害アプリケー
ションから守り、安全にスマートフォンや
タブレットが利用できるようにサポートしま
す。
ご利用にはあんしんフィルターのサービスに
加入する必要があります。

（オーディ
オレコーダー）

音声を録音したり、再生したりできます。

（音楽） 保存している音楽を再生できます。

（カメラ） 写真や動画を撮ることができます。

（カレン
ダー）

カレンダーを表示して、予定の管理をしま
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）

写真や動画を表示／再生したり、編集するこ
とができます。
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（緊急速報
メール）

気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警
報」および「特別警報」、国・地方公共団体
が配信する「災害・避難情報」などを受信す
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。

（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。

（ジャパ
ネット）

24時間テレビショッピングが楽しめる「ジャ
パネットたかた」が提供する公式通販アプリ
です。
テレビショッピングだけでなく、このアプリ
ひとつでカタログ、チラシ、WEBなど様々
なメディアのお買い物もお楽しみいただけま
す。

（スプレッ
ドシート）

スプレッドシートの作成・編集・共有や、
Excelファイルの表示・編集・保存ができま
す。

（スマート
ドクター）

本機の内部ストレージ／メモリの状況を確認
したり、端末を最適化したりすることができ
ます。また、電池や本機の状態の確認などが
できます。

（スライ
ド）

プレゼンテーションの作成・編集・共有や、
PowerPointファイルの表示・編集・保存がで
きます。

（設定） 本機の各種設定ができます。

（ダウン
ロード）

ダウンロードしたファイルの履歴をリストで
確認することができます。
時間順に並べられているファイルをサイズ順
などに並べ替えたり、ダウンロードしたファ
イルをまとめて選択して削除したりすること
ができます。

（テレビ） テレビを見ることができます。

（電卓）
四則演算をはじめ、いろいろな計算ができま
す。

（電話）
電話を利用したり、電話の設定を行ったりで
きます。

（ドキュメ
ント）

ドキュメントの作成・編集・共有や、Word
ファイルの表示・編集・保存ができます。

（時計）
アラーム、世界時計、タイマー、ストップ
ウォッチを利用することができます。

（ドライ
ブ）

Google ドライブに保存したファイルを閲覧・
編集できます。

（ファイル
マネージャー）

本体内のデータやSDカード内のデータの表示
や管理ができます。

（フォト）
写真や動画を表示／再生できます。Google ア
カウントにログインして、バックアップする
こともできます。

（マップ）
現在地の表示、他の場所の検索や経路の検索
などが行えます。

（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。

（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いただくことでお客さま
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。

（連絡先）
よく連絡する連絡先の電話番号・メールア
ドレスを登録したり、登録済みの連絡先を閲
覧・管理することができます。
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アプリを追加／削除する

Google Playから、さまざまなアプリ（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。

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。

アプリのインストールについて

本機では、Googleが提供する「Google Play」上より、さまざま
なアプリ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。

無料アプリをインストールする

ホーム画面で

（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。

無料アプリをタップ

インストール

アプリ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。
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有料アプリを購入する

ホーム画面で

（Playストア）

Google Play画面が表示されます。

有料アプリをタップ

金額をタップ

・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。

購入

Google アカウントのパスワードを入力 確認

続行

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

購入したアプリについて

支払いについて

支払いは1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つのアプリにつき、1度だけ有効です。

Google Play画面で マイアプリ＆ゲーム アプリ

をタップ 払い戻し
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アプリの購入について

アプリの購入は自己責任で行ってください。アプリの購入に際し
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。

アプリを更新する

ホーム画面で （Playストア）

Google Play画面が表示されます。

マイアプリ＆ゲーム 更新するアプリをタップ

更新

アプリがダウンロードされ、インストールされます。

アプリ更新の設定をする

アプリ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

をタップ 自動更新の有効化 （ 表示）

・アプリによっては、自動更新を許可できないものもあります。

アプリを削除（アンインストール）する

Google Playでインストールしたアプリは、削除（アンインストー
ル）することもできます。

ホーム画面で

（Playストア）

Google Play画面が表示されます。

マイアプリ＆ゲーム
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インストール済み

削除するアプリをタップ

アンインストール

OK

アプリが削除されます。
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Pen Popを利用する

Pen Popは、スタイラスペンを本機から取り外すと表示される、ス
タイラスペン用のメニューです。メニューから、メモや画面の拡大
機能などを素早く利用できます。

あらかじめ「ペン取り外し時の起動アプリ」を Pen Pop に設定

しておいてください。詳しくは、「ペンの設定」を参照してくださ
い。

Pen Pop機能を利用する

本機からスタイラスペンを取り外す

Pen Pop画面が表示されます。

Pep Pop画面を再度表示する

各種画面で

Pen Pop画面の見かた

Qメモ＋に保存したメモ一覧

Pen Pop画面の表示／非表示

Pop Memoを起動

カラーリングブックを起動

スクラッチアートを起動

Pop Lensを起動

アプリのショートカットの設定

ペンの設定1

1　ペンの設定については「ペンの設定」を参照してください。

Pop Memoを利用する

手書きのメモを作成することができます。

Pen Pop画面で Pop Memo

Pop Memo画面が表示されます。

メモを作成

アプリを選択

メモが保存されます。
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Pop Memo画面の見かた

メモの保存

ペン

ペン使用中に をタップすると、カラーを変更できます。

消しゴム

消しゴム使用中に すべて消去 と操作すると、入力

したメモをすべて削除できます。

メモの共有

入力の中断1

メモを開いたまま、別のアプリなどを操作できます。 を
タップすると、入力を再開できます。

メモの最小化1

をタップすると、最小化を解除できます。

メモの終了1

1　画面OFFメモ機能で起動した場合は利用できません。画面OFFメ
モについて詳しくは、「ペンの設定」を参照してください。

カラーリングブックを利用する

塗り絵をすることができます。

Pen Pop画面で カラーリングブック

カラーリングブック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。

カラーリングファイルの選択画面が表示されます。

カラーリングファイルを選択

着色画面が表示されます。

・ をタップすると、本機内の画像をカラーリングファイルとして
選択できます。
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色を塗る

OFFにする ／ ONにする

着色したカラーリングファイルが保存されます。

・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。

・2回目からは をタップするだけで保存されます。

カラーリングブック利用時の操作

ペンで色を塗る

着色画面で 色を塗る

ペンの種類を変更する

着色画面で メニュー上部からペンを選択

・選択したペンの種類が に表示されます。

ペンの太さを変更する

着色画面で 「太さ」の を左右にドラッグ

ペンの透過度を変更する

着色画面で 「透過度」の を左右にドラッグ

カラーを変更する

着色画面で 「カラー」から色を選択

・選択した色が に表示されます。

新しい色を作る

着色画面で 「カラー」の メニュー下部の

を左右にドラッグ カラーパレットをタップして色を選

択

・作成した色が に表示されます。

消しゴムを使う

着色画面で 消したい部分をなぞる

・ を再度タップ 「太さ」の を左右にドラッグすると、
消しゴムの太さを変更できます。

・ を再度タップ すべて消去 と操作すると、塗った色が

すべて消去されます。

操作を元に戻す／やり直す

着色画面で ／

・ をタップすると、操作を元に戻します。
・ をタップすると、操作をやり直します。

メニューを利用する

着色画面で

・メニューでは、削除と共有の操作ができます。

着色したカラーリングファイルを編集する

カラーリングブック画面で編集したいカラーリングファイルを

タップ 色を塗る

着色したカラーリングファイルを削除する

カラーリングブック画面で 削除したいカラーリング

ファイルを選択（ 表示） 削除 削除

・ すべて選択 をタップすると、すべてのカラーリングファイル

を選択／解除できます。
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スクラッチアートを利用する

黒いキャンバスを削って、絵を描くことができます。

Pen Pop画面で スクラッチアート

スクラッチアー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。

スクラッチ画面が表示されます。

絵を描く

描いたスクラッチファイルが保存されます。

スクラッチアート利用時の操作

ペンで絵を描く

スクラッチ画面で 絵を描く

ペンの太さを変更する

スクラッチ画面で 「太さ」の を左右にドラッグ

ペンの透過度を変更する

スクラッチ画面で 「透過度」の を左右にドラッ

グ

消しゴムを使う

スクラッチ画面で 消したい部分をなぞる

・ を再度タップ 「太さ」の を左右にドラッグすると、
消しゴムの太さを変更できます。

・ を再度タップ すべて消去 と操作すると、描いた絵が

すべて消去されます。

操作を元に戻す／やり直す

スクラッチ画面で ／

・ をタップすると、操作を元に戻します。
・ をタップすると、操作をやり直します。

メニューを利用する

スクラッチ画面で

・メニューでは削除と共有の操作ができます。

絵を描いたスクラッチファイルを編集する

スクラッチアート画面で編集したいスクラッチファイルをタップ
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絵を描いたスクラッチファイルを削除する

スクラッチアート画面で 削除したいスクラッチファイ

ルを選択（ 表示） 削除 削除

・ すべて選択 をタップすると、すべてのスクラッチファイルを

選択／解除できます。

Pop Lensを利用する

表示されている画面を拡大して表示します。

Pen Pop画面で Pop Lens

Pop Lensウィンドウが表示されます。

Pop Lens利用時の操作

Pop Lensウィンドウを移動する

Pop Lensウィンドウの をドラッグ

Pop Lensウィンドウのサイズを変更する

Pop Lensウィンドウの

・タップするたびにウィンドウサイズが変化します。

Pop Lensウィンドウのコントラストを変更する

Pop Lensウィンドウの

・タップするたびにコントラストが変化します。

Pop Lensを終了する

Pop Lensウィンドウの

アプリのショートカットを設定する

Pen Popで利用するアプリを設定します。アプリは5つまで設定でき
ます。

Pen Pop画面で

アプリのショートカット画面が表示されます。

アプリをタップ（ 表示）

・アプリをタップするたびに、ON（ ）／OFF（ ）が切り
替わります。

をドラッグして表示順を調整

アプリの設定が完了します。

・設定が完了したら をタップしてください。
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Qメモ＋を利用する

メモを作成したり、Pop Memoで作成したメモや、カラーリング
ブックで作成したファイルなどを管理できます。

メモを作成する

ホーム画面で （Qメモ＋）

Qメモ＋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。

メモ編集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。

メモを作成

作成したメモが保存されます。

メモ編集画面の見かた

メモの保存

元に戻す／やり直し

文字を入力

ペン

ペン使用中に をタップすると、ペンの種類や太さ、透過
度、カラーを変更できます。

メニューの表示

範囲の選択

消しゴム

消しゴム使用中に をタップすると、太さを変更できま
す。

消しゴム使用中に すべて消去 と操作すると、入力

したメモをすべて削除できます。

ホームタッチボタンのロック／ロック解除
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メモを閲覧／編集する

ホーム画面で （Qメモ＋）

Qメモ＋画面が表示されます。

編集したいメモをタップ

メモ編集画面が表示されます。

メモ閲覧時の操作

オプションメニューを利用する

Qメモ＋画面／メモ編集画面で

・共有、カテゴリーの変更、ロック、並び替え、設定、削除、
ペーパースタイルなどの操作ができます。

・画面によって操作できる項目は異なります。

表示するカテゴリーを変更／追加する

Qメモ＋画面で

カテゴリー一覧が表示されます。
・表示するカテゴリーを変更する場合は、対象のカテゴリーを

タップします。
・カテゴリーを追加する場合は 新カテゴリー と操作します。

・ をタップするとカテゴリーを追加、削除、並べ替えができ
ます。

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・津波警報および特別警報、国や地
方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッ
セージでお知らせします。

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 設定

緊急速報メールの許可 （ 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／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。

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。
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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。

緊急速報メール受信時に警告音を鳴らさな
いようにする

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面で 設定

最大音量を使用する （ 表示）

・ 最大音量を使用する をタップするたびに、ON（ ）／

OFF（ ）が切り替わります。

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 （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。

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

（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
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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 付近の場所を表示 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

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で ヘルプ

目的地までの経路を調べる

ホーム画面で

（マップ）

経路

（自動車）／ （公共交通機関）／ （徒歩）
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現在地／目的地を入力

目的地までの経路の候補が表示されます。

音声操作を利用する

スマートフォンに話しかけることで、色々な操作を行うことができ
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。

音声操作の設定をする

ホーム画面で

（Google）

・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。

その他

設定
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音声

Voice Match

Voice Match でアクセス

使用する （初回設定時のみ）

「OK Google」と4回話しかける（初回設定時のみ）

完了 ／ 終了 （初回設定時のみ）

・画面ロック解除方法を なし または スワイプ に設定している場

合は、操作が完了となります。

パターン／ロックNo.／パスワードを入力する（パターン／PIN／パ
スワードにて画面ロック時のみ）

Voice Match機能がONに設定されます。

Voice Match機能をOFFにする

ホーム画面で （Google） 設定

音声 Voice Match Voice Match でアクセス （

表示）

Voice Match機能がOFFに設定されます。

音声操作でインターネット検索をする

音声操作でインターネット検索ができます。

・「OK Google、ワイモバイル、オンラインマニュアル」と話しか
ける

・「OK Google、一番近くのコンビニ」と話しかける
・「OK Google、明日の天気」と話しかける

音声操作で電話をかける

電話帳に登録している相手や、指定の電話番号に電話をかけること
ができます。

・「OK Google、木村さんに電話」と話しかける
・「OK Google、09012345678に発信」と話しかける



155
便

利
な

機
能

LG Q
 Stylus

音声操作でメールを送信する

電話帳に登録している相手にメールを送信することができます。

・「OK Google、田中さんにメール、メッセージ、30分遅刻しま
す」と話しかける

・「OK Google、佐藤さんにメール、件名、明日の予定、本文、10
時にお伺いします」と話しかける

音声操作でアラームを設定する

時間の指定や、曜日と時刻を指定してアラームを設定することがで
きます。

・「OK Google、アラーム設定、5分後」と話しかける
・「OK Google、アラーム設定、土曜日、午前7時」と話しかける

音声操作でアプリを起動する

インストールしているアプリを起動することができます。

・「OK Google、マップを起動」と話しかける
・「OK Google、YouTubeを起動」と話しかける

指紋認証機能を利用する

指紋認証機能について

指紋認証は、指紋センサーに指を当てて行う認証機能です。
この機能を利用して、画面ロックを解除したり、アプリの購入など
をすることができます。

指紋認証機能利用時のご注意

指紋認証機能利用時は、次の点にご注意ください。
・指紋認証は、指紋の特徴情報を利用して認証を行います。指紋

の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証を利用できない
ことがあります。

・認証性能（指紋センサーに正しく指を当てた際に指紋が認証さ
れる性能）はお客様の使用状況により異なります。指の状態が
次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が
低下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、
認証する指を変える、指の登録範囲を広くするなど、お客様の
指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されるこ
とがあります。
・お風呂上りなどで指がふやけている
・指が水や汗などで濡れている
・指が乾燥している
・指に脂（ハンドクリームなど）が付着している
・指が泥や油で汚れている
・手荒れや、指に損傷（切傷やただれなど）がある
・指の表面が磨耗して指紋が薄い
・太ったりやせたりして指紋が変化した
・登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる

・指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではあ
りません。当社では、本機を第三者に使用されたこと、または
使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責
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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指紋を登録する

ホーム画面で （設定）

ロック画面とセキュリティ

指紋認証

指紋認証画面が表示されます。

次へ

画面の指示に従って、画面ロック解除方法を選択

・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときは、

ロックを解除する操作が必要です。ロックを解除したあと、手

順 に進んでください。

画面ロック解除方法に従って設定

通知の表示方法を選択 OK

指紋センサーに指を当て、本機が振動したら離す

・指紋全体が登録できるまでくり返し、センサーに指を当てて離し
ます。

OK

指紋の登録が完了します。

・続けて別の指紋を登録する場合は、 追加登録 をタップします。
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指紋の登録について

登録可能な指紋の件数

5件登録できます。

指紋の登録が失敗するときは

指を少し強めに押し当てながらなぞってください。また、指を変
えることで、認証性能が改善されることがあります。

指紋登録時の操作

登録した指紋の名前を設定／変更する

指紋認証画面で登録した指紋をタップ 名前を入力 保

存

指紋を削除する

指紋認証画面で登録した指紋の 削除

指紋センサー利用時のご注意

指紋センサー利用時は、次の点にご注意ください。
・ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障およ

び破損の原因となることがあります。また、指紋センサー表面
を引っかいたり、ボールペンやピンなどの先の尖ったものでつ
ついたりしないでください。

・指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗り
つぶしたりしないでください。

・指紋センサーにほこりや皮脂などの汚れなどが付着すると、指
紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりするこ
とがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。

・指を当てる時間が短すぎたり長すぎたりすると、正常に認識で
きないことがあります。できるだけ指紋の渦の中心が指紋セン
サーの中央に触れるようにまっすぐに当ててください。

・指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始する
と、起動できない場合があります。指を離し、再度操作してく
ださい。

指紋認証を行う

指紋認証を行う画面で、指紋センサーに指を当てる

指紋が認証されます。

認証されないときは

指を指紋センサーから離して、再度当ててください。
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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 （Google）

検索画面が表示されます。

検索するキーワードを入力

検索結果画面が表示されます。

・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。

電卓で計算をする

電卓を利用する

ホーム画面で

（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。

電卓画面の操作

計算結果の履歴を利用する

電卓画面で 履歴

履歴一覧画面が表示されます。
・計算履歴を全件削除する場合は 削除 削除 と操作

します。
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関数電卓を利用する

電卓画面で を左にフリック／スワイプ

関数電卓画面が表示されます。
・本機を横向きに回転させても関数電卓画面を表示できます。

計算結果の操作

電卓画面で計算結果の表示領域をロングタッチ MS ／ M

＋ ／ M－ ／ コピー

・ロングタッチした場所によって表示される項目は異なります。

ライトを点灯する

ライトを点灯する

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルを下にドラッグ

クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本の指で下にドラッグしても、クイック設定パ
ネルを表示できます。

フラッシュライト

ライトが点灯します。
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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には、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

・アイコンの数字は、当日の日付で表示されます。

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で 日 ／ 週 ／ 月 ／ 年 ／

予定リスト

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／スワイプ

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／スワイプ

次／前の時間帯を表示する（週／日表示時）

カレンダー画面で上下にフリック／スワイプ

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／スワイプ

次／前の年を表示する（年表示時）

カレンダー画面で左右にフリック／スワイプ

カレンダーに予定を登録する

ホーム画面で （カレンダー）

カレンダー画面が表示されます。

予定登録画面が表示されます。

イベント名／開始日時／終了日時などを入力 保存

予定が登録されます。

・「通知」で設定した時刻にな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にドラッグしてカレンダーの通知を
タップすると、予定の詳細画面が表示されます。
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予定を確認する

ホーム画面で （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。

・カレンダーの表示を「月」に設定しているときは、確認したい日
付をタップしたあと、画面下部に表示される予定一覧から確認し
たい予定をタップしてください。

・予定詳細画面で をタップすると、予定を編集できます。
・予定詳細画面で 削除 と操作すると、予定を削除できま

す。

時計／アラームを利用する

アラームや世界時計、タイマー、ストップウォッチを利用できま
す。

アラームを設定する

ホーム画面で

（時計）

アラーム

アラーム画面が表示されます。

アラーム設定画面が表示されます
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時刻を設定

繰り返し／アラーム音／アラーム音量を設定

保存

アラームが設定されます。

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。

アラーム利用時の操作

スヌーズの間隔を設定する

アラーム設定画面で スヌーズ間隔 時間をタップ

アラームの音量を設定する

アラーム設定画面で「アラーム音量」の を左右にドラッグ

アラームを削除する

アラーム画面で削除したいアラームをロングタッチ 削除

削除

・ 削除したいアラームを選択（ 表示） 削除

削除 と操作しても削除ができます。

・ すべて選択 をタップすると、すべてのアラームを選択／解除

できます。
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アラームの設定を変更する

ホーム画面で

（時計）

アラーム

アラーム画面が表示されます。

編集するアラームをタップ

アラームの設定内容を変更

保存

アラームの設定変更が完了します。

アラームを止める

アラーム通知の画面で 停止

アラームが止まります。

・ スヌーズ をタップするとスヌーズが設定されます。
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アラームを取り消す

ホーム画面で

（時計）

アラーム

アラーム画面が表示されます。

取り消したいアラーム設定の （ 表示）

アラームが取り消しされます。

世界時計を利用する

ホーム画面で （時計） 世界時計

世界時計画面が表示されます。

都市検索画面が表示されます。

追加する都市名を入力 都市をタップ

指定した都市の時計が追加されます。

追加した都市を削除する

世界時計画面で削除したい都市をロングタッチ 削除

削除

・ をタップしても削除の操作ができます。
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タイマーを利用する

ホーム画面で （時計） タイマー

タイマー画面が表示されます。

時間を入力 開始

カウントダウンが始まります。

・設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。タイマー

音を停止するときは、 停止 をタップします。

・カウントダウンを一時停止するときは、 一時停止 をタップしま

す。 再開 をタップすると、カウントダウンが再開します。

・タイマーの設定をリセットするときは をタップします。

ストップウォッチを利用する

ホーム画面で （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。

開始

計測が始まります。

・計測中に ラップ をタップすると、ラップタイムを計測できま

す。

一時停止

計測時間が表示されます。

・ 再開 をタップすると、計測を再開します。

・ リセット をタップすると、計測時間をリセットできます。
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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 （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。

音楽を聴く（音楽）

音楽やプレイリストなどを再生できます。

ファイル形式について

次のファイル形式に対応しています。
・AAC／AAC＋／eAAC＋、AMR-NB／WB、FLAC、MP3、MP2、

VORBIS、PCM／WAVE、OPUS、WMA、ALAC、MIDI

音楽ファイル利用時のご注意

ファイルによっては、対応するファイル形式であっても再生でき
ない場合や、ミュージックライブラリ画面に表示されない場合が
あります。また、ファイルによっては、著作権により再生できな
いものがあります。

音楽を再生する

ホーム画面で （音楽）

ミュージックライブラリ画面が表示されます。

「曲」／「アルバム」／「アーティスト」／「ジャンル」タブを

タップ 曲名をタップ

音楽再生画面が表示され、曲が再生されます。

・タブが隠れているときは、タブの上で左右にフリック／スワイプ
すると隠れているタブが表示されます。

・画面を左右にフリック／スワイプしても、表示するタブを切り替
えることができます。

・「フォルダー」タブをタップすると、音楽ファイルを保存してい
るフォルダーが一覧で表示されます。フォルダーをタップしてか
ら、曲名をタップしてください。
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ミュージックライブラリ画面のメニューに
ついて

オプションメニューの場合

ミュージックライブラリ画面で

・再生する音楽の選択、プレイリストに追加、削除、共有、設定
などの操作ができます。

・表示中のタブによって操作できる機能が異なる場合がありま
す。

コンテキストメニューの場合

ミュージックライブラリ画面で曲名／アルバム名／アーティスト
名／ジャンル名をロングタッチ

・プレイリストに追加、削除、着信音、連絡先の着信音として設
定する、詳細情報などの操作ができます。

・ロングタッチした項目によって操作できる機能が異なる場合が
あります。

音楽再生画面の見かた

戻る：前の画面に戻ります。

再生される音楽に合わせてフラッシュライトを点滅させるか
どうかを設定します。

カバーアート：曲がアルバムに登録されている場合は、その
アルバムに登録されている画像が表示されます。また、左右
にフリック／スワイプして前後の曲を再生したり、タップし
て歌詞を表示したり、ロングタッチして曲やアーティスト、
アルバムを検索できます。

曲名／アーティスト名

巻戻し：タップすると、再生中の曲の先頭から再生を始めま
す。また、再生経過時間が1秒以下の場合は前の曲の先頭か
ら再生を始めます。ロングタッチすると、再生中の曲を巻き
戻します。2回タップすると前の曲の先頭から再生を始めま
す。

シャッフル：シャッフルのON／OFFを切り替えます。

再生経過時間

シークバー：ドラッグまたはタップすると、再生中の曲を任
意の場所から再生します。

音量調節ボタン：タップして表示される調節バーをドラッグ
またはタップすると、音量を調節できます。

オプションメニューが表示されます。オプションメニューで
は検索、プレイリストに追加、削除、ミュージックビデオ、
共有、他のデバイスで再生、設定などの操作ができます。

「再生中」プレイリスト画面を表示します。

音質とサウンドエフェクト：音量、音量自動補正、イコライ
ザ、外部オーディオの設定の操作ができます。

早送り：タップすると、次の曲に進みます。ロングタッチす
ると、再生中の曲を早送りします。

リピート設定：リピート（全曲）／リピート（1曲）／リ
ピートOFFを切り替えます。

一時停止／再生：一時停止／再生します。

曲全体の長さ

ピッチと再生速度を設定できます。

お気に入り：お気に入りに追加／削除します。
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プレイリストを作成する

再生中に見つけた好みの曲をお気に入りに登録したり、曲を集めて
プレイリストを作成したりして、曲を便利に管理できます。

・プレイリストは複数作成できます。

ホーム画面で （音楽）

ミュージックライブラリ画面が表示されます。

「プレイリスト」タブをタップ

プレイリスト一覧画面が表示されます。

プレイリスト名を入力 保存

追加したい曲を選択（ 表示） 追加

プレイリストが作成されます。

・ すべて選択 をタップすると、すべての曲を選択／解除できま

す。

プレイリストの操作について

お気に入りに曲を追加する

音楽再生画面で

お気に入りを表示／再生する

ミュージックライブラリ画面で「プレイリスト」タブをタップ

お気に入り いずれかの曲をタップ

プレイリストに曲を追加する

ミュージックライブラリ画面で追加したい曲をロングタッチ

プレイリストに追加 操作したい項目をタップ

・ 新規プレイリスト をタップすると、新たにプレイリストを作

成して、そのプレイリストに曲を追加できます。
・ 再生中のリスト をタップした場合、現在再生しているプレイ

リストに曲を追加できます。
・ お気に入りプレイリスト をタップした場合、お気に入りに曲

を追加できます。
・登録済みのプレイリストがある場合、該当のプレイリスト名を

タップすると、そのプレイリストに曲を追加できます。
・ミュージックライブラリ画面で プレイリストに追加

追加したい曲を選択（ 表示） 追加 追加したい

リストをタップしても、曲をプレイリストに追加できます。
・ すべて選択 をタップすると、すべての曲を選択／解除できま

す。

プレイリストを表示する／音楽を再生する

ミュージックライブラリ画面で「プレイリスト」タブをタップ

「作成したプレイリスト」欄のいずれかのプレイリストを

タップ いずれかの曲をタップ

音楽再生画面が表示され、曲が再生されます。
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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。
ドキュメントを使用した画面を例に説明しています。

文書を作成する

ホーム画面で （ドキュメント）／ （スプレッド

シート）／ （スライド）

・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。

画面の指示に従って、文書を作成

文書が保存されます。

文書を閲覧する

ホーム画面で （ドキュメント）／ （スプレッド

シート）／ （スライド）

文書をタップ

文書が表示されます。

・ ／文書を2回タップすると編集できます。
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オーディオレコーダーを利用する

音声を録音／再生できます。

録音する

ホーム画面で （オーディオレコーダー）

オーディオレコーダー画面が表示されます。

録音中画面が表示され録音が開始されます。

録音が停止します。

・録音したファイルが自動的に保存され、録音ファイル一覧画面が
表示されます。録音ファイルをタップすると再生されます。

・ をタップすると、オーディオレコーダー画面に戻ります。

録音中について

着信時の動作

録音中に着信があり通話を開始すると、録音が停止してデータが
保存されます。

バックグラウンド録音

録音中に をタップしても、継続して録音できます。録音中

はステータスバーに が点滅して表示されます。

オーディオレコーダー利用時の操作

保存先を変更する

録音する録音ファイルの保存先を内部ストレージ／SDカードに
切り替えます。

オーディオレコーダー画面で 設定 保存先

内部ストレージ ／ SDカード

録音中の音声にブックマークを追加する

録音中画面で

オーディオレコーダー画面の見かた

現在の録音時間が表示されます。

残り録音可能時間が表示されます。

録音中の音量レベルを表示します。

録音を開始／一時停止します。

タイマーやタグの追加、設定を確認できます。

録音ファイルの一覧を表示します。
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再生する

ホーム画面で （オーディオレコーダー）

オーディオレコーダー画面が表示されます。

録音ファイル一覧画面が表示されます。

再生したい録音ファイルをタップ

録音した録音ファイルが再生されます。

・ をタップすると、オーディオレコーダー画面に戻ります。

録音ファイル一覧画面の操作

録音ファイルを共有する

Bluetooth®やメールなどで送信します。

録音ファイル一覧画面で 共有 対象の録音ファイ

ルをタップ（ 表示） 共有 共有方法を選択

画面に従って操作

・ すべて選択 をタップすると、すべての録音ファイルを選択／

解除できます。

録音ファイルを削除する

録音ファイル一覧画面で削除したい録音ファイルをロングタッ

チ 削除 削除

・ 削除 をタップしても削除の操作ができます。

録音ファイルにブックマークを追加する

録音ファイル一覧画面で再生中に

ブックマークしたところから再生する

録音ファイル一覧画面で対象のブックマークをタップ

ブックマークを削除するには、対象のブックマークの を
タップしてください。

録音ファイルをトリミングする

録音ファイルの前後をトリミングできます。

録音ファイル一覧画面で再生中に ／ をドラッグ

してトリミングする範囲を選択 上書き保存 ／

新規ファイル

・ 新規ファイル を選択したときは、このあとファイル名を入

力 保存 と操作してください。

・ をタップすると、トリミングを取り消します。
・トリミングする範囲を選択したあとに をタップすると、指

定した範囲が再生されます。

録音ファイルの名称を変更する

録音ファイル一覧画面で対象の録音ファイルをロングタッチ

リネーム 名称を入力 保存

録音ファイルの詳細情報を表示する

録音ファイル一覧画面で対象の録音ファイルをロングタッチ

詳細
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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。
おもなデータの保存先は次のとおりです。

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、
Qメモ＋

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。

写真、動画
データ作成時、内部ストレージに保存されま
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

各アプリからの
操作

アプリによって、設定を変更できるものもあ
ります。

端末設定
端末設定からSDカードに保存したり、読み
込んだりできます。詳しくは「システムの設
定」を参照してください。

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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ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®でデータを受信する

詳しくは、「Bluetooth®でデータを受信する」を参照してくださ
い。

ダウンロードしたファイルを利用する

Chromeを利用してダウンロードしたファイルを管理することができ
ます。

ダウンロードしたファイルを管理する

ホーム画面で （ダウンロード）

ダウンロード画面が表示されます。
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ドライブを利用する

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。

ファイルを保存／共有する

ホーム画面で （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

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、本機内のデータをパソコンで利
用できます。

本機内のデータをパソコンとやりとりする

・データ通信中は、USB Type-CケーブルやSDカードを取り外さな
いでください。

・次のような方式で、パソコンとデータのやりとりができます。

モード 説明

ファイル転送
本機に保存されている各種ファイル（写真、
動画、音楽）を、パソコンとやり取りできま
す。

写真の転送
本機に保存されている画像ファイル（写真、
動画）を、パソコンとやりとりできます。

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

・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。

ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

USB接続の通知をタップ ファイル転送 ／ 写真の転送
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1回のみ ／ 常に使用

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。



178



Wi-Fi／Bluetooth
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テザリング機能を利用する............................................... 192



180

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。

ネットワークを選択して接続する

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

・初回設定時のみ、チュートリアルが表示されます。チュートリア
ルを利用する場合は、以降は画面の指示に従って操作してくださ
い。

OFF （ 表示）

Wi-FiがONになります。

・ OFF ／ ON をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

アクセスポイントをタップ
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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 Wi-Fiの詳細設定 Wi-Fi通知

（ 表示）

・Wi-FiがON（ 表示）のときに利用できます。
・ Wi-Fi通知 をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

Passpointを利用するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で Wi-Fiの詳細設定 Passpoint

（ 表示）

・ Passpoint をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で Wi-Fiの詳細設定 証明書のイン

ストール 画面の指示に従って操作

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で Wi-Fiの詳細設定

「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 Wi-Fiの詳細設定

「IPアドレス」欄の下部にIPアドレスが表示されます。

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

ステータス、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。
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WPS対応機器と接続する

あらかじめ、本機のWi-FiをONにしておいてください。

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-Fiの詳細設定

接続（WPSボタン）

画面の指示に従って操作

接続が完了します。
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WPS PINを入力して接続する

あらかじめ、本機のWi-FiをONにしておいてください。

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-Fiの詳細設定

接続（WPS PIN）

画面の指示に従って操作

接続が完了します。
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接続情報を手動で設定して接続する

あらかじめ、本機のWi-FiをONにしておいてください。

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-Fi追加

Wi-Fiアクセスポイント名（SSID）を入力

セキュリティを選択
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パスワードを入力

接続

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。

接続中のアクセスポイントを削除する

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。
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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。

保存したアクセスポイントを削除する

あらかじめ、本機のWi-FiをONにしておいてください。

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。
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保存されたWi-Fi

削除したいアクセスポイントをタップ

削除

アクセスポイントの削除が完了します。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを
経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続
することができます。

・あらかじめ、本機のWi-FiをONにしておいてください。

ホーム画面で （設定）

ネットワークとインターネット Wi-Fi

Wi-Fi設定画面が表示されます。

Wi-Fiの詳細設定 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

・「接続可能なデバイス」欄に、近くにあるWi-Fi Direct機器が表
示されます。

・目的の機器が見つからないときは、 をタップし、再検索を
行ってください。
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接続する機器をタップ 相手機器で接続を承認

Wi-Fi Directで接続されます。

・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されま
す。

・接続済みの機器をタップ OK と操作すると、接続を切断でき

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。機内モードを設定すると、
Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定した
あと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

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®の仕様について

項目 仕様

対応バージョン Bluetooth® 標準規格Ver. 4.2

出力 Bluetooth® 標準規格Power Class1

通信距離1 見通しの良い状態で10m以内

対応プロファイ
ル／機能2

A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP,
OPP, PBAP3, PAN, SCPP, IOPT, SBC, apt-X,
AAC, SCMS-T

使用周波数帯 2.4GHz帯

1　通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
2　Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、

Bluetooth®標準規格で定められています。
3　一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。

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。

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。
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Bluetooth®機能を有効にする

ホーム画面で （設定）

接続 Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

・初回設定時のみ、チュートリアルが表示されます。チュートリア
ルを利用する場合は、以降は画面の指示に従って操作してくださ
い。

OFF （ 表示）

Bluetooth®機能がONになります。

・ OFF ／ ON をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

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 デバイス名の変更 名前を

入力 保存

・ Bluetooth がONのときに利用できます。

Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

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。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通
話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

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。
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Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア
設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能と、ペア設定する
Bluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

ホーム画面で （設定）

接続 Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

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

ペア設定する機器をタップ 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。

・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ、本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機
器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

ホーム画面で （設定）

接続 Bluetooth

Bluetooth®設定画面が表示されます。

・「ペアリング済みデバイス」欄に、ペアリング済みの
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。

Bluetooth®利用時の操作

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 デバイス名

の編集 名前を入力 保存

・ 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 ペアリン

グの解除

・ Bluetooth がONのときに設定できます。
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ペア設定した機器でBluetooth®テザリングを利用す
る

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の インター

ネット接続

・ インターネット接続 をタップするたびにON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。
・ Bluetooth がONのときに設定できます。

・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。

ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で

・ Bluetooth がONのときに利用できます。

Bluetooth®機能のヘルプを表示する

Bluetooth®設定画面で ヘルプ

Bluetooth®でデータを受信する

Bluetooth®機器からデータの受信要求があると、画面に通知が表示
されます。次の操作を行うと、受信することができます。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしておいてくださ
い。

承諾

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ

通知パネルが表示されます。

ファイル受信の通知をタップ

受信したデータを選択

受信したデータを確認できます。

Bluetooth®通信で受信したファイルを確認
する

Bluetooth®設定画面で 受信ファイル 受信した

データを選択
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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。

・あらかじめ、本機のBluetooth®機能と、送信先のBluetooth®機器
のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

ホーム画面で （連絡先）

送信する連絡先をタップ

共有 Bluetooth

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。

テザリング機能を利用する

テザリング機能を利用することで、本機をWi-Fiルーターのように使
い、パソコンやゲーム機などからインターネットにアクセスできま
す（ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です）。

バージョンについて

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。

USBテザリング機能を利用する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインター

ネット

テザリング

テザリング画面が表示されます。

本機とパソコンをPC接続用USB Type-Cケーブルで接続する

・本機上に「ファイル転送」画面が表示されたら、 キャンセル を

タップします。
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USBテザリング

USBテザリングがONになります（ 表示）。

・確認画面が表示された時は、画面の指示に従って操作してくださ
い。

USB接続について

パソコンに本機のドライバソフトのインストール画面が表示され
た場合は、インストール完了までしばらくお待ちください。

Wi-Fiテザリング機能を利用する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインター

ネット

テザリング

テザリング画面が表示されます。

Wi-Fiテザリング

Wi-Fiテザリング画面が表示されます。
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OFF （ 表示）

Wi-FiテザリングがONになります。

・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。
パスワードの設定画面が表示されたときは、本機に接続する際に
入力するパスワードを設定してください。

Wi-Fiテザリングの設定をする

Wi-Fiテザリング画面で Wi-Fiテザリング設定 Wi-Fiアク

セスポイント名（SSID）を入力 セキュリティタイプを選

択 必要に応じてパスワードを入力 保存

・お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されています。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインター

ネット

テザリング

テザリング画面が表示されます。

Bluetoothテザリング

Bluetooth®テザリングがONになります（ 表示）。
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端末設定について

本書ではおもな設定項目を説明しています。

端末設定について

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

ネットワークと
インターネット

Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用量
など、ネットワークやインターネットに関す
る設定ができます。

接続
Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に
関する設定ができます。

サウンド
着信音や操作音など、音に関する設定ができ
ます。

表示 画面の明るさや壁紙などが設定できます。

ロック画面とセ
キュリティ

画面ロックや暗証番号など、セキュリティに
関する機能や、位置情報に関する設定ができ
ます。

便利な機能
本機の最適化やスタイラスペンに関する設定
ができます。

アプリと通知 アプリや通知に関する設定ができます。

バッテリー
電池の使用状況を確認したり、電池の消費を
軽減する設定ができます。

ストレージ
本機やSDカードのストレージ容量の確認や、
SDカードのマウント／マウント解除、SDカー
ド内のデータの消去ができます。

アカウント
アカウントの新規作成／追加やアカウントの
同期などについて設定できます。

ユーザー補助
字幕や拡大操作など、本機を使用するうえで
便利なユーザー補助機能を設定できます。

Google 各種Google関連サービスの設定ができます。

システム
システムのアップデートや言語と入力、日付
と時刻、バックアップ、リセット、端末情報
に関しての確認や設定ができます。

ホーム画面で （設定）

端末設定画面が表示されます。

設定する項目を選択

各設定画面が表示されます。
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ネットワークとインターネットの設定

Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用量など、ネットワークや
インターネットに関する設定ができます。

ネットワークとインターネットの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

Wi-Fi
Wi-Fi接続の利用を設定できます。
詳しくは「Wi-Fiで接続する」を参照してくだ
さい。

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。

通話設定

留守番電話や着信転送などのオプションサー
ビスや割込通話サービスなどの設定ができま
す。
詳しくは「通話の設定をする」を参照してく
ださい。

テザリング
テザリングの利用を設定できます。
詳しくは「テザリング機能を利用する」を参
照してください。

機内モード
電源を入れたまま、電波を発する機能をすべ
て無効にできます。

モバイルネット
ワーク

優先するネットワークタイプなどを設定しま
す。
通信事業者、データローミングについて詳し
くは、「海外でご利用になる前に」を参照し
てください。

VPN VPNの接続先を設定します。

VPNを設定する

本機からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者から
セキュリティに関する情報を得る必要があります。

ネットワークとインターネット画面で VPN ネッ

トワーク管理者の指示に従い設定項目をタップ 内容を設

定 保存

・あらかじめ画面ロックの解除方法を設定してください。

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 （設定） ネットワークとインター

ネット

ネットワークとインターネット画面が表示されます。

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

データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で データセーバー OFF （

表示）

・ OFF ／ ON をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定す
る

データ使用量画面で データセーバー データアク

セス許可 対象としたいアプリをタップ

・アプリをタップするたびに、ON（ ）／OFF（ ）が
切り替わります。

・ データセーバー がONのときに設定できます。
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モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で OFF （ 表示）

・ OFF ／ ON 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。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で Wi-Fiの使用状況を表示 （

表示）

データ使用量画面に「Wi-Fi」タブが表示されます。「Wi-
Fi」タブをタップすると、Wi-Fiを使用したデータ使用量が確認
できます。
・ Wi-Fiの使用状況を表示 をタップするたびに、表示／非表示

が切り替わります。

モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限す
る

データ使用量画面で ネットワーク制限 制限する

Wi-Fiネットワークをタップ（ 表示）

モバイルデータの使用量を確認する

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

ネットワークとインターネット画面が表示されます。

データ使用量

データ使用量画面が表示されます。
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集計期間の隣の数値／下のグラフを確認

モバイルデータの使用量を確認できます。

アプリごとのデータ使用量を確認する

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

ネットワークとインターネット画面が表示されます。

データ使用量

データ使用量画面が表示されます。
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アプリ名をタップ

アプリごとのデータの使用量が表示されます。

データ使用量をリセットする日を設定する

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

ネットワークとインターネット画面が表示されます。

データ使用量

データ使用量画面が表示されます。
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期間をタップ

データ使用期間の変更

毎月のリセット日を設定 設定

リセットする日の設定が完了します。

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

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

ネットワークとインターネット画面が表示されます。

データ使用量

データ使用量画面が表示されます。
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グラフ上の横棒（赤色）の右端を上下にドラッグ

データ警告の容量の設定が完了します。

・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合がありま
す。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

ネットワークとインターネット画面が表示されます。

データ使用量

データ使用量画面が表示されます。
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モバイルデータ通信の制限設定 （ 表示）

・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。

グラフ上の横棒（オレンジ色）の右端を上下にドラッグ

データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を
制限する

ホーム画面で

（設定）

ネットワークとインターネット

ネットワークとインターネット画面が表示されます。

データ使用量

データ使用量画面が表示されます。
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制限したいアプリ名をタップ

バックグラウンドデータ （ 表示）

バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。

接続の設定

Bluetooth®接続など、ほかの機器との接続に関する設定ができま
す。

接続の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

Bluetooth
Bluetooth®接続の利用を設定できます。詳し
くは「Bluetooth®機能を利用する」を参照し
てください。

共有パネル
各アプリでデータを共有するときに表示する
項目を設定できます。

ファイル共有 ファイル共有の利用を設定できます。

メディアサー
バー

メディアサーバーの利用を設定できます。

印刷
クラウドプリントなどについて設定できま
す。
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サウンドの設定

着信音、操作音など、音／通知に関する設定ができます。

サウンドの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

マナーモード

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。詳し
くは「マナーモードについて」を参照してく
ださい。

音量
電話の着信音や通知音などの音量を設定でき
ます。

着信音 着信音の種類を設定できます。

着信音の自動
作成

電話番号をもとにして自動生成した着信音を
鳴動させるかどうかを設定できます。

着信音とバイブ
の連動

着信音とバイブレーションを連動させるかど
うかを設定できます。

着信時にフラッ
シュ通知

着信音とフラッシュの点滅を連動させるかど
うかを設定できます。

通知音 通知音の種類を設定できます。

通知の鳴動設定 通知の鳴動に関する設定ができます。

音質とサウンド
エフェクト

メディアを再生したときの音量やエフェクト
を設定できます。

振動タイプ
音声着信時のバイブレーションのパターンを
設定できます。

タップ時のバ
イブ

ホームタッチボタン操作時などにバイブレー
ションを動作させるかどうかを設定できま
す。

ダイヤルキー
パッド音

ダイヤルキーを押したときに音を鳴らすかど
うかを設定できます。

タッチ音
ディスプレイをタッチしたときに音を鳴らす
かどうかを設定できます。

画面ロック時
の音

画面ロックをしたときに音を鳴らすかどうか
を設定します。

サウンドの設定利用時の操作

通知音を設定する

サウンド画面で 通知音 通知音をタップ OK

通知の鳴動設定を設定する

通知音やバイブレーションを動作させるかどうかを設定すること
ができます。

サウンド画面で 通知の鳴動設定 モード 重要な通

知のみ設定 ／ サイレント 各項目を設定

音量を自動補正する

サウンド画面で 音質とサウンドエフェクト 音量自動補

正 （ 表示）

・ 音量自動補正 をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

音質をイコライザで調整する

サウンド画面で 音質とサウンドエフェクト イコライ

ザ ノーマル ／ クラシック ／ ポップ ／ ロッ

ク ／ ヒップホップ ／ ジャズ ／ ラテン ／ アコース

ティック ／ エレクトロニック ／ ラウンジ ／ ボーカル

強調 ／ 高音強調 ／ 低音強調 ／ カスタム 保存

・ カスタム を選択したときは、 をドラッグして音質を調整

してください。 をタップすると元に戻ります。

DTS:X 3D Surroundを利用する

サウンド画面で 音質とサウンドエフェクト DTS:X 3D

Surround OFF （ 表示）

・ DTS:X 3D Surround をタップするたびに、ON（ ）／

OFF（ ）が切り替わります。
・ ワイド ／ 前面 ／ 左右 をタップすると、3Dサラウンド効

果を切り替えることができます。
・DTS:X 3D Surroundをご利用いただく際には、本機のイヤホン

マイク端子に市販のイヤホン／ヘッドホン／スピーカーを接続
してください。

着信時のバイブレーションのパターンを設定する

サウンド画面で 振動タイプ 長く振動 ／ とても速

く ／ 短く繰り返す ／ 基本 ／ チクタク
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着信音を設定する

ホーム画面で

（設定）

サウンド

サウンド画面が表示されます。

着信音

設定する着信音をタップ

着信音が再生されます。

OK

設定が完了します。
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着信音の音量を設定する

ホーム画面で

（設定）

サウンド

サウンド画面が表示されます。

音量

「着信音」の をドラッグ

着信音が再生され、音量を確認します。

・ を右にドラッグすると音量が大きく、左にドラッグすると音量
が小さくなります。
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音楽や動画の音量を設定する

ホーム画面で

（設定）

サウンド

サウンド画面が表示されます。

音量

「音楽、ビデオ、ゲームとそのほかのメディア」の を左右にド
ラッグ

サンプル音が再生されます。
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通知音の音量を設定する

ホーム画面で

（設定）

サウンド

サウンド画面が表示されます。

音量

「通知音」の を左右にドラッグ

通知音が再生されます。
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着信時のバイブレーションを設定する

着信音再生時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定しま
す。

ホーム画面で

（設定）

サウンド

サウンド画面が表示されます。

着信音とバイブの連動 （ 表示）

着信時のバイブレーションの設定が完了します。

・ 着信音とバイブの連動 をタップするたびに、ON（ ）／

OFF（ ）が切り替わります。

表示の設定

画面の明るさや壁紙などが設定できます。

表示の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

ホーム画面 ホーム画面に関する各種設定をします。

壁紙とテーマ 壁紙やテーマなどの設定をします。

文字
画面に表示される文字の大きさやフォントを
設定します。

画面の明るさ 画面の明るさを設定します。

ホームタッチボ
タン

ホームタッチボタンの配列やカラーなどを設
定します。

アプリの画面サ
イズ調整

アプリごとに表示される画面サイズを設定し
ます。

表示サイズ
画面に表示されるアイコンや文字などの大き
さを設定します。

コンフォート
ビュー

表示された画面のブルーライトを低減する設
定をします。

縦横表示の自動
回転

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。

画面消灯時間
一定時間操作をしなかったときに、画面が自
動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を設定します。

ミニビュー
ホームタッチボタンを横方向にスワイプし
て、画面を縮小して操作できるように設定し
ます。

表示の設定利用時の操作

画面の明るさを調整する

表示画面で「画面の明るさ」の を左右にドラッグ

・ 自動 をタップして有効（ 表示）にすると、周囲の明る

さに応じて画面の明るさを自動的に調整します。

ホームタッチボタンの配置を設定する

表示画面で ホームタッチボタン ボタンの配列 アイ

コンをドラッグして配置を設定

・ボタンは5つまで配置可能です。

ホームタッチボタンの背景色を設定する

表示画面で ホームタッチボタン カラーのサンプルをタッ

プ
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ホームタッチボタンの表示／非表示のショートカッ
トアイコンを表示するかどうかを設定する

表示画面で ホームタッチボタン ロック／非表示アイコ

ンの表示 （ 表示）

・ ロック／非表示アイコンの表示 をタップするたびに、ON

（ ）／OFF（ ）が切り替わります。

特定のアプリでホームタッチボタンを非表示にする

表示画面で ホームタッチボタン ホームタッチボタン非

表示 非表示にするアプリをタップ

・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。

・アプリをタップするたびに、ON（ ）／OFF（ ）が
切り替わります。

・非表示に設定したアプリの操作中にホームタッチボタンを表示
させるには、画面の下端から上方向にスワイプします。

スクリーンセーバーを設定する

表示画面で スクリーンセーバー OFF （ 表

示） 時計 ／ フォト

・ をタップして、スクリーンセーバーの動作を設定します。
・ スクリーンセーバーの起動 をタップすると、設定したスク

リーンセーバーを確認できます。

ディスプレイ消灯までの時間を設定する

ホーム画面で

（設定）

表示

表示画面が表示されます。

画面消灯時間
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消灯までの時間を選択

消灯までの時間を設定が完了します。

文字の大きさを設定する

ホーム画面で

（設定）

表示

表示画面が表示されます。

文字
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を左右へドラッグ

プレビュー画面の文字サイズが変更されます。

適用

設定が完了します。

画像やアイコンの大きさを設定する

ホーム画面で

（設定）

表示

表示画面が表示されます。

表示サイズ



214

を左右へドラッグ

プレビュー画面の画像やアイコンのサイズが変更されます。

ロック画面とセキュリティの設定

画面ロックや、暗証番号などに関する設定ができます。

ロック画面とセキュリティの設定

設定できる項目は次のとおりです。

・画面ロックの設定によっては、表示される項目が異なります。

項目 説明

Google Play プ
ロテクト

本機をスキャンしてセキュリティに問題がな
いかを確認するかどうかを設定します。

端末を探す
本機を紛失した場合に本機の位置を表示する
ように設定します。

セキュリティ
アップデート

システムのアップデートの有無を確認しま
す。

画面ロックを
選択

画面ロックの解除方法を設定します。

ロック画面の表
示情報

ロック画面に表示する情報を設定します。

セキュリティ
ロックを設定

ロックに関する設定をします。

指紋認証
指紋の設定をします。
詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参
照してください。

コンテンツロッ
ク

ギャラリーやQメモ＋でのロックを設定しま
す。

位置情報 位置情報の利用を設定します。

暗号化と証明書
暗号化の設定や、証明書の表示、インストー
ルなどができます。

UIMカードの
ロック設定

USIMカードロックに関する設定を行います。

パスワード表示
パスワード入力中に最後の文字を表示するか
どうかを設定します。

デバイス管理機
能の選択

機器管理機能の表示／無効の設定をします。

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の画面だけが表示される
ように設定します。

使用履歴へのア
クセス

アプリの使用履歴データにアクセスできるア
プリを管理します。

ロック画面とセキュリティの設定利用時の
操作

画面をロックしないように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で 画面ロックを選択

なし

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外

のときは、 画面ロックを選択 をタップしたあとロックを解除

する操作が必要です。
・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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ロック画面に紛失時の連絡先を表示する

ロック画面とセキュリティの設定画面で ロック画面の表示情

報 紛失時の連絡先 連絡先やメッセージを50文字以

内で入力 保存

・画面ロック解除方法が なし 以外のときに設定できます。

顔認証で画面ロックを解除するように設定する

ロック画面とセキュリティの設定画面で セキュリティロックを

設定 Smart Lock パターン／PIN／パスワードを入

力 認識済みの顔 設定 次へ 画面のガイド

に顔を合わせる 完了

・画面点灯時に自動的に顔認証され、画面ロックが解除されま
す。

・画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のときに

設定できます。
・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。

特定のアプリの画面だけが表示されるように設定す
る

ロック画面とセキュリティの設定画面で 画面の固定

OFF （ 表示） 画面を固定したいアプリを起動

固定

・画面の固定を解除するときは、 と をロングタッチし
てください。

・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。

おもな暗証番号について

本機で使うおもな暗証番号は次のとおりです。

種類 説明

交換機用暗証
番号

ご契約時の4桁の暗証番号です。
詳しくは、「交換機用暗証番号について」を
参照してください。

PINコード
USIMカードの暗証番号です。
詳しくは、「PINコードを有効にする」を参照
してください。

PIN
画面ロックを解除するための暗証番号です。
詳しくは、「PINで画面ロックを解除するよう
に設定する」を参照してください。

WPS PIN

WPS対応機器と接続するための暗証番号で
す。
詳しくは、「WPS PINを入力して接続する」
を参照してください。

PINの種類について

USIMカードの暗証番号である「PINコード」のほかに、画面ロッ
ク解除のために設定する「PIN」とWPS対応機器に接続する際に
入力する「WPS PIN」があります。それぞれ異なる暗証番号とな
りますので、お忘れにならないよう、ご注意ください。

交換機用暗証番号について

本機のご利用にあたっては、交換機用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
作する場合などに必要な番号です。

・交換機用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。
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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 （設定）

ロック画面とセキュリティ

ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます

UIMカードのロック設定 UIMカードのロック 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ロック状態となります。
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）が必要となります。

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 （設定）

ロック画面とセキュリティ

ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます。

UIMカードのロック設定 UIM PIN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。
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画面をスワイプして画面ロックを解除する
ように設定する

ホーム画面で

（設定）

ロック画面とセキュリティ

ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます。

画面ロックを選択

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、 画面ロックを選択 をタップしたあとロックを解除する操

作が必要です。

スワイプ

設定が完了します。

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、 削除 をタップしてください。
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パターンを指でなぞって画面ロックを解除
するように設定する

ホーム画面で

（設定）

ロック画面とセキュリティ

ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます。

画面ロックを選択

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、 画面ロックを選択 をタップしたあとロックを解除する操

作が必要です。

パターン

いいえ ／ 電源を入れた時にパターン入力が必要

・ 電源を入れた時にパターン入力が必要 を選択したときは、 パ

ターンを忘れてしまった場合に、携帯電話のすべてのデータが完

全に失われることに同意します。 をタップしてください（ 表

示）。

次へ

新しいパターンを入力
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次へ

新しいパターンを再度入力

確認

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、設定が完了します。

通知の表示方法を選択

OK

設定が完了します。
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PINで画面ロックを解除するように設定する

ホーム画面で

（設定）

ロック画面とセキュリティ

ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます。

画面ロックを選択

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、 画面ロックを選択 をタップしたあとロックを解除する操

作が必要です。

PIN

いいえ ／ 電源を入れた時にPIN入力が必要

・ 電源を入れた時にPIN入力が必要 を選択したときは、 PINを忘

れてしまった場合に、携帯電話のすべてのデータが完全に失われ

ることに同意します。 をタップしてください（ 表示）。

次へ

新しいPINを入力

・ PINを表示 をタップすると、入力したPINを確認できます

（ 表示）。
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次へ

新しいPINを再度入力

・ PINを表示 をタップすると、入力したPINを確認できます

（ 表示）。

OK

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、設定が完了します。

通知の表示方法を選択

OK

設定が完了します。
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パスワードで画面ロックを解除するように
設定する

ホーム画面で

（設定）

ロック画面とセキュリティ

ロック画面とセキュリティの設定画面が表示されます。

画面ロックを選択

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、 画面ロックを選択 をタップしたあとロックを解除する操

作が必要です。

パスワード

いいえ ／ 電源を入れた時にパスワード入力が必要

・ 電源を入れた時にパスワード入力が必要 を選択したときは、

パスワードを忘れてしまった場合に、携帯電話のすべてのデー

タが完全に失われることに同意します。 をタップしてください

（ 表示）。

次へ

新しいパスワードを入力

・ パスワードの表示 をタップすると、入力したパスワードを確認

できます（ 表示）。
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次へ

新しいパスワードを再度入力

・ パスワードの表示 をタップすると、入力したパスワードを確認

できます（ 表示）。

OK

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外のと

きは、設定が完了します。

画面ロック時の通知を設定

OK

設定が完了します。
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便利な機能の設定

本機の最適化やスタイラスペンに関する設定ができます。

便利な機能の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

スマートドク
ター

本機の最適化や診断などを行うことができま
す。

ゲーム ゲームに関する設定ができます。

ショートカット
キー

ショートカットキーで各種機能をすぐに起動
させるかどうかを設定します。

ペン スタイラスペン利用時の設定をします。

ノックオン
画面を2回タップして画面ロックを設定／解除
するかどうかを設定します。

ペンの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

ペン取り外し時
の起動アプリ

スタイラスペンを取り外したときに起動する
アプリを設定します。

Pen Popショー
トカット

Pen Pop画面で表示するアプリのショートカッ
トを設定します。Pen Popについて詳しくは、
「Pen Popを利用する」をご参照ください。

画面OFFメモ

画面消灯（画面ロック）中に本機からスタイ
ラスペンを取り外した際に、メモの入力画面
を起動するかどうかを設定します。
メモの入力画面の見かたについて詳しくは、
「Pop Memo画面の見かた」を参照してくださ
い。

メモプレビュー

Pen Pop画面に保存したメモのプレビューを表
示させるかどうかを設定します。Pen Popにつ
いて詳しくは、「Pen Popを利用する」をご参
照ください。

手書き効果音
手書きでメモを作成するときに効果音を鳴ら
すかどうかを設定します。

ペン専用モード

メモを作成するときに、スタイラスペンでの
み入力できるようにするかどうかを設定しま
す。
ペン専用モードは特定のアプリでのみ利用で
きます。

ペンの検出
スタイラスペンを取り付け／取り外したとき
に音やバイブレーションを鳴動させるかどう
かを設定します。

ペンの置き忘れ
防止

スタイラスペンを取り外した状態でその場を
離れたときに、通知をするかどうかを設定し
ます。

ホーム画面で （設定）

便利な機能
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ペン

ペンの設定画面が表示されます。

アプリと通知の設定

アプリや通知に関する設定ができます。

アプリと通知の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

アプリ情報
インストールしたアプリの確認や設定ができ
ます。

通知 通知に関する設定ができます。

アプリ権限
アプリに必要な許可について設定できます。
詳しくは、「アプリに必要な許可を設定す
る」を参照してください。

既定のアプリ 標準で起動するアプリを設定できます。

特殊なアクセス 特殊なアクセスに関する設定ができます。

アプリと通知設定時の操作

アプリのアンインストールや強制終了、データの消
去などの操作を行う

アプリと通知の設定画面で アプリ情報 アプリをタップ

各ボタンをタップ

アプリの設定をリセットする

アプリと通知の設定画面で アプリ情報 アプリ設

定をリセット リセット

通知をブロックしたいアプリを設定する

指定したアプリからのすべての通知をブロックします。

アプリと通知の設定画面で 通知 アプリ通知 通知を

ブロックしたいアプリをタップ（ 表示）

既定のアプリを設定する

アプリと通知の設定画面で 既定のアプリ 各項目を設定
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バッテリーの設定

電池残量の表示やバッテリーセーブ機能などの設定ができます。

バッテリーの設定

確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

バッテリー消
費量

電池残量と残り時間、使用状況を確認できま
す。

ステータスバー
に表示

ステータスバーに電池残量を表示するかどう
かを設定します。

バッテリーセー
ブ

バッテリーセーブ機能を利用するかどうかを
設定します。

バッテリーセー
ブ機能の除外ア
プリ

バッテリーセーブ機能から除外するアプリを
設定します。

アプリ使用量
前回フル充電してから各アプリが電池を使用
した割合を確認できます。

バッテリー設定画面の操作

電池の消費状況の詳細を確認する

バッテリーの設定画面で バッテリー消費量

使用状況に応じた電池残量と残り時間や、電池の使用状況
の詳細などが表示されます。

ステータスバーに電池残量を数値（%）で表示する

バッテリーの設定画面で ステータスバーに表示 （ 表

示）

ステータスバーの電池アイコンの左側に、電池残量が数値
（%）で表示されます。
・ ステータスバーに表示 をタップするたびに、ON（ ）／

OFF（ ）が切り替わります。

バッテリーセーブを利用する

ホーム画面で

（設定）

バッテリー

バッテリーの設定画面が表示されます。

バッテリーセーブ
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基本設定 ／ 最大設定

バッテリーセーブの設定が完了します。

・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。

バッテリーセーブから除外するアプリを設
定する

バッテリーの設定画面で バッテリーセーブ機能の除外アプリ

除外するアプリをタップ

・アプリをタップするたびに、ON（ ）／OFF（ ）が
切り替わります。

ストレージの設定

本機やSDカードのストレージ容量の確認や、SDカードのマウント／
マウント解除、SDカード内のデータの消去ができます。

ストレージの設定

確認／設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

内部ストレージ
内部ストレージの合計容量／空き容量を確認
します。

外部ストレージ
SDカード／USBドライブの設定をしたり、合
計容量／空き容量を確認できます。

ストレージ設定画面の操作

内部ストレージの詳細を確認する

ストレージの設定画面で内部ストレージの各項目をタップする
と、本機に保存またはインストールされている各項目の詳細が表
示されます。

SDカードのマウントを解除する／フォーマットする

本機に取り付けたSDカードのマウントを解除したり、データを
消去してフォーマットしたりすることができます。詳しくは「内
部ストレージ／SDカードについて」を参照してください。
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アカウントの設定

アカウントの新規作成／追加やアカウントの同期などについて設定
できます。

アカウントの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

アカウントの自
動同期

アプリにデータの自動更新を許可するかどう
かを設定できます。

アカウントを
追加

アカウントの新規作成／追加ができます。

ユーザー補助の設定

本機を使用するうえで便利なユーザー補助機能を設定できます。

ユーザー補助の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

見る
見るタイプの補助に関する機能の設定ができ
ます。

聞く
聞くタイプの補助に関する機能の設定ができ
ます。

動作と認識
動作と認識に関する補助機能の設定ができま
す。

ユーザー補助
機能のショート
カット

ホームタッチボタンを3回タップすることで、
すぐにユーザー補助機能を有効にできるよう
に設定します。

縦横表示の自動
回転

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。

選択して読み
上げ

画面上で選択した項目を音声で読み上げるか
どうかを設定します。

スイッチアク
セス

本機の操作にキーを割り当てるかどうかを設
定します。

電話着信時に相手の情報を読み上げるかど
うかを設定する

ユーザー補助の設定画面で 見る 音声通知 OFF

（ 表示）

・ 着信 が有効（ 表示）となっているときに読み上げま

す。
・ 音声言語通知 をタップして、音声エンジンや読み上げ速度の

設定ができます。
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Googleの設定

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。

Googleの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

Google アカウ
ント

Google アカウントの個人情報やセキュリティ
などについて設定します。

Android Auto Android Autoをインストールします。

Google Fit
ウォーキングやランニングなどの記録や体重
管理などができるGoogle Fitに関して設定し
ます。

Google Pay Google Payをインストールします。

Google Play
Instant

Googleの検索結果からインストール不要で実
行できるアプリ（Instant Apps）について設
定します。

Nearby
Nearbyを利用して自分の周りの人や場所と情
報を共有するかどうかを設定します。

Smart Lock
for Passwords

複数のデバイスにログインできるようにパス
ワードを保存するSmart Lock for Passwords
を有効にするかどうかを設定します。

キャスト メ
ディアの制御

キャストデバイスでストリーミング中のメ
ディアを他の端末から制御できないように設
定できます。

セキュリティ
本機の紛失に備えたセキュリティを設定しま
す。

データ管理
Google ドライブに対応したアプリでの、ファ
イルの更新に関して設定します。

バックアップ バックアップに関する設定をします。

仕事用プロファ
イルの設定

仕事用プロファイルに関する設定をします。

付近の端末の
設定

本機付近の端末に関する設定をします。

位置情報 位置情報に関する設定をします。

広告 広告IDに関する設定をします。

接続済みのア
プリ

Google アカウントに接続済みのアプリに関し
ての設定をします。

検索 検索に関する設定をします。

端末
本機付近の端末に関する通知の設定をしま
す。

端末の電話番号
Google アカウントを再設定するための電話番
号を設定します。

連絡先の復元 保存した連絡先を復元することができます。

システムの設定

システムのアップデートや言語と入力、日付と時刻、バックアッ
プ、リセット、端末情報に関しての確認や設定ができます。

システムの設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

更新センター
LGのアプリの更新や、システムアップデー
トを行います。詳しくは、「システムアップ
デートについて」を参照してください。

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。

日付と時刻 日付や時刻に関する機能を設定できます。

メモリ メモリの使用状況を確認できます。

バックアップ バックアップに関する設定ができます。

再起動と初期化
自動再起動の設定や、ネットワーク設定のリ
セット、アプリの設定のリセット、初期状態
にリセットができます。

端末情報
端末の状態や法的情報、Androidのバージョン
を確認できます。

規制と安全に関
する情報

規制と安全に関する情報を表示します。

システムの設定利用時の操作

使用する言語を設定する

システムの設定画面で 言語と入力 言語 言語をタッ

プ

入力方法を設定する

システムの設定画面で 言語と入力 現在のキーボード

入力方法をタップ

オンスクリーンキーボードを設定する

システムの設定画面で 言語と入力 オンスクリーンキー

ボード 設定するキーボードをタップ 設定項目をタッ

プ 画面の指示に従って操作

テキスト読み上げの動作を設定する

システムの設定画面で 言語と入力 音声出力 項目を

タップ 画面に従って操作

・ プレビュー をタップすると、設定した結果を確認できます。

・ リセット をタップすると、設定を元に戻します。
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マウス／トラックパッドのポインターの速度の設定
をする

システムの設定画面で 言語と入力 ポインター速度

を左右にドラッグして速度調整 OK

内部ストレージやSDカードにバックアップする

システムの設定画面で バックアップ バックアップとリ

ストア バックアップ 画面に従って操作

・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。

Googleドライブにバックアップする

システムの設定画面で バックアップ Googleバックアッ

プ 画面に従って操作

24時間表示に設定する

ホーム画面で

（設定）

システム

システム設定画面が表示されます。

日付と時刻

日付と時刻の設定画面が表示されます。
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24時間表示 （ 表示）

24時間表示 をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。

初期状態にリセットする

ホーム画面で （設定）

システム

システム設定画面が表示されます。

再起動と初期化

再起動と初期化の設定画面が表示されます。

データの初期化
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携帯電話のリセット

・SDカードも初期化する場合は、 SDカードのデータを消去 を

タップしてください（ 表示）。

すべて削除

初期状態へリセットされます。



海外でのご利用

海外でご利用になる前に...................................................234
海外で電話をかける..........................................................235
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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。
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。
その他、必要に応じて通信方式、データローミングの設定を変更し
てください。

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 （設定） ネットワークとインター

ネット

モバイルネットワーク

4Gデータネットワークを使用

通信方式が設定されます。

・4Gを利用する場合はON（ 表示）に設定してください。4G

を利用しない場合はOFF（ 表示）に設定してください。
・お買い上げ時は4Gネットワークを使用するように設定されていま

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 （設定） ネットワークとインター

ネット

モバイルネットワーク ネットワークオペレーター

ネットワークを検索

ネットワークを検索して、利用可能なネットワーク一覧が表示
されます。

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

・日本国内でお使いの場合、 自動選択 をタップしてください。

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。

・適切な通信事業者に自動的に接続する場合は、通信事業者画面で

自動選択 をタップします。

・日本国内でお使いの場合、 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。
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データローミングの設定を変更する

ホーム画面で （設定） ネットワークとインター

ネット

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有効になります。

・ データローミング をタップするたびに、有効（ ）／無効

（ ）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。

海外で電話をかける

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 （電話）

電話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。

「ダイヤル」タブをタップ

電話番号発信画面が表示されます。

「0」をロングタッチ

「＋」が入力されます。
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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。

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 （電話）

電話画面が表示されます。

「ダイヤル」タブをタップ

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
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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。
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電源が切れる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、ア
プリを更新してください。
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご
確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから
発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「セーフモードで起動する」を参照して
ください。
アプリの削除方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照してください。

・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、必要なデータは保存しておく
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。

電源が入らない

電源キーを2秒以上押していない

電源キーを2秒以上長押ししていますか。ロゴが表示されるまで、電
源キーを押し続けてください。

電池残量がない

充電はできていますか。充電ができていないときは、本機を充電し
てください。
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充電ができない／充電が遅い

充電が開始しない

充電が開始しない場合は、以下の点をご確認ください。

・ACアダプタ（オプション品）のUSB Type-Cプラグが本機にしっ
かりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう一度確実
に差し込んでください。

・ACアダプタ（オプション品）の電源プラグが、AC100Vコンセン
トにしっかりと差し込まれていますか。いったん取り外し、もう
一度確実に差し込んでください。

・ACアダプタ（オプション品）のUSB Type-Cプラグが汚れていま
せんか。端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電
し直してください。

・電池が空になっている可能性があります。一定時間経過したら充
電が開始されるかご確認ください。

ACアダプタによって充電時間が長くなる

急速充電用以外のACアダプタを使用した場合、充電速度が遅くなる
場合があります。
ワイモバイル指定の急速充電用ACアダプタはウェブサイトを参照し
てください。

電池の消費が早い

操作をしていないのに電池の消費が早い

アプリが操作をしていない状態でも通信を行っている場合がありま
す。
「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照し、
設定を行うことで改善する可能性があります。

特定の場所で電池の消費が早い

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。

電池の消費を抑える設定をしたい

電池の消費を抑える省電力機能の設定をオンにすると電池の消耗が
改善される可能性があります。
「バッテリーセーブを利用する」を参照してください。
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画面が突然真っ暗になる

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、ア
プリを更新してください。
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご
確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから
発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「セーフモードで起動する」を参照して
ください。
アプリの削除方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照してください。

・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、必要なデータは保存しておく
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。

画面が固まったまま動かない／動作が
不安定

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、ア
プリを更新してください。
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご
確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから
発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「セーフモードで起動する」を参照して
ください。
アプリの削除方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照してください。

・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、必要なデータは保存しておく
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。

その他

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、本
機の電源キーと音量（下）キーを同時に8秒以上押して、再起動して
ください。再起動すると、編集中のデータは消去されます。
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画面ロックが解除できない

画面ロックが解除できない

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、本
機の電源キーと音量（下）キーを同時に8秒以上押して、再起動して
ください。再起動すると、編集中のデータは消去されます。

USIMカードが認識されない

USIMカードが認識されない

USIMカードが認識されない場合は、以下の点をご確認ください。

・USIMカードは正しく取り付けられていますか。取り付け位置や、
USIMカードの向きに問題はありませんか。電源を切り、USIM
カードが正しく取り付けされているか確認したあと、電源を入れ
直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカー
ドが破損している可能性があります。

・USIMカードのIC（金属）部分に指紋などの汚れが付いていません
か。USIMカードを取り外し、乾いたきれいな布で汚れを落とした
あと、正しく取り付けてください。

・違った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。
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SDカードが利用できない

特定のアプリが動作中に発生する

アプリが原因の可能性があります。
アプリが最新版ではない場合は「アプリを更新する」を参照し、ア
プリを更新してください。
解消しない場合は、「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照し、特定のアプリを削除し、その後も同じ問題が発生するかご
確認ください。

新たにアプリをインストールしたあとから
発生する

新しいアプリが原因の可能性があります。
セーフモードでアプリを削除してください。
セーフモードの起動方法は「セーフモードで起動する」を参照して
ください。
アプリの削除方法は「アプリを削除（アンインストール）する」を
参照してください。

・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、必要なデータは保存しておく
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。

メールの送信／受信ができない

ステータスバーに機内モードアイコンが表
示されている

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 （設定） ネットワークとインター

ネット 機内モード （ 表示）

電波レベルアイコンに「4G」／「3G」の表
示がない

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 （設定） ネットワークとインター

ネット データ使用量 ON （ 表示）

ファイルを添付すると送信できない

Y!mobileメールで添付できるファイルのサイズは、表示形式により
異なります。リスト型で最大7.5MB、会話型で最大1.5MBです。
サイズの大きいファイルの送信にはGmailなどをご利用ください。

特定の相手からのメールを受信できない

迷惑メールフィルターの設定により届かない可能性があります。
迷惑メールフィルターの設定を確認してください。

無効なアクセスポイントが設定されている

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 （設定） ネットワークとインター

ネット モバイルネットワーク アクセスポイント名

初期設定に戻す

その他

メールの送信／受信ができない場合は、以下の点をご確認くださ
い。

・電源を入れ直してください。
・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。
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インターネットに接続できない

ステータスバーに機内モードアイコンが表
示されている

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 （設定） ネットワークとインター

ネット 機内モード （ 表示）

電波レベルアイコンに「4G」／「3G」の表
示がない

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 （設定） ネットワークとインター

ネット データ使用量 ON （ 表示）

ブラウザを利用すると接続できない

ブラウザが一時的に動作が不安定な状態になっている可能性があり
ます。
「閲覧履歴を消去する」を参照し、ブラウザのキャッシュをクリア
することで改善する可能性があります。

Wi-Fi接続中だけインターネット接続できな
い

Wi-Fi接続に問題がある可能性があります。
「ネットワークを選択して接続する」を参照し、Wi-Fi設定をOFFに
した状態でインターネットに接続できるか確認してください。

無効なアクセスポイントが設定されている

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 （設定） ネットワークとインター

ネット モバイルネットワーク アクセスポイント名

初期設定に戻す

その他

インターネットに接続ができない場合は、以下の点をご確認くださ
い。

・電源を入れ直してください。
・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。

通話が出来ない

発着信ともできない

「機内モード」になっている可能性があります。
「機内モードを利用する」を参照し、機内モードを解除してくださ
い。

全く着信できない

「転送電話サービス」や「留守番電話サービス」を設定している場
合、着信を取る前に留守番電話に接続されたり、電話が転送された
りすることがあります。
「着信転送サービスを利用する」を参照し、設定をご確認くださ
い。

その他

通話ができない場合は、以下の点をご確認ください。

・電源を入れ直してください。
・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。
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アプリが利用できない

新しいアプリをインストールできない

本機またはSDカードの空き容量が少ないとアプリのインストールが
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。
また、本機に対応していないアプリは、インストールできません。

アプリが起動できない

アプリの初回起動時、アクセス許可を設定するアプリがあります。
許可するように設定していない場合、アプリを起動できない場合が
あります。
「アプリに必要な許可を設定する」を参照し、設定を確認してくだ
さい。
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保証とアフターサービス

保証について

・保証期間は、本製品を新規でお買い上げいただいた日より1年間で
す。

・無料修理規定に基づき無料修理を行います。無料修理規定はソフ
トバンクのウェブサイトでご確認いただけます。
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/
warranty/

・保証対象部分は本体です。ケーブル類等や試供品については無料
修理保証の対象外となります。

注意

損害について

本製品の故障、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。

・保証期間中は無料修理規定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料修理いたします。尚、補修用性能部品
（機能維持のために必要な部品）の保有期間は生産打ち切り後目
安として4年です。ただし、修理部品の不足等により、期間内で
あっても有料修理をお受けできない場合がございます。

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。

仕様

本体

項目 説明

サイズ（幅×高
さ×奥行）

約78×160×8.5mm

質量 約172g

連続通話時間1

約1600分（3G）
約1010分（GSM）
約1170分（4G：LTE）

連続待受時間2

約461時間（3G）
約472時間（GSM）
約460時間（4G：AXGP）
約477時間（4G：FDD-LTE）

連続通信時間
（Wi-Fi テザリ
ング）3

約41.0時間（3G）
約40.8時間（GSM）
約40.9時間（4G：AXGP）
約41.2時間（4G：FDD-LTE）

テレビ連続視聴
時間

約15時間

充電時間
ACアダプタ［ZSCAZY］4：約95分
ACアダプタ［ZSDBAS］5：約95分

充電温度範囲 -10℃～55℃

最大出力
0.25W（3G）
2W（GSM）
0.2W（4G）

無線LAN（Wi-
Fi）機能

IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠

通信速度
4G（FDD-LTE）：下り最大225Mbps／上り最
大37.5Mbps

1　連続通話時間とは、充電を満たした新品の本機で電波が正常に受
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）。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。

2　連続待受時間とは、充電を満たした新品の本機で通話や操作をせ
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）。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。

3　テザリング連続使用時間とは、充電を満たした新品の本機で電波
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。
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。

4　Y!mobile Selection USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ（Y1-
AC17-TCQC）

5　USB PD対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ（SB-AC20-
TCPD）
2018年11月上旬以降　発売予定

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/
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スタイラスペン（オプション品）

項目 説明

長さ 約99.46mm

質量 約1.9g

ワンセグ用アンテナケーブル（試供品）

項目 説明

長さ 約140mm

質量 約8g

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）が必要になります。

・ウェブサイト https://ymobile.jp/

総合窓口（受付時間：午前9時から午後8時
まで）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 151（通話料有
料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0570-039-151
（通話料有料）

各種お手続き（受付時間：24時間）

ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから 116（通話料無
料）
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから 0120-921-156
（通話料無料）

海外から（受付時間：午前9時から午後8時
まで（日本時間））

+81-4-4382-0800（通話料有料）

https://ymobile.jp/
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