
ストラップ取り付け穴

サブディスプレイ

お知らせランプ 受話口／スピーカー

ディスプレイ

空気抜き穴

通信用内蔵アンテナ

通信用内蔵アンテナ

カメラ

赤外線ポート

送話口／マイク

クイック起動キー

着信履歴を表示

発信履歴を表示

待受画面内の表示にフォーカスを移動

メールメニューを表示
【長押し】メール新規作成

メインメニューを表示

楽ともリンクを起動

アラームを起動※1

【長押し】のぞき見防止のON／OFF

電話帳を表示

歩数計を起動※1

【長押し】アプリ履歴を表示

お気に入りを表示

簡易留守録リストを表示
【長押し】簡易留守録設定

【長押し】マナーモードのON／OFF

待受画面内の表示を表示／非表示
【長押し】電源ON／電源OFFメニュー表示

ホームページにアクセス
【長押し】インターネット
メニューを表示

サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切り替え
【長押し】マナーモードのON／OFF

カメラを起動
【長押し】テレビを起動

起動する機能を登録
【長押し】Wi-FiのON／OFF

充電端子
（卓上ホルダー用）

サイドボタン

電池カバー

外部接続端子

よく使う電話番号やお気に入りの機能を　　　　　　　　に登
録して、かんたんに起動することができます。

※本機は受話口とスピーカーを兼用しています。通話中のスピーカーフォン切り替え
直後もしくは通話終了後に、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々
に設定した音量まで上がります。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。 ※1　起動する機能は変更できます。

　　→「設定」→
「クイック起動キー」

登録／編集するキーを選択し、
　　（編集）

インターネット利用時などに、　 （ポインタ）を表示して操作でき
ます。

色調がはっきりとした見やすい画質で表示できます。

     で選択したい項目に　 を動かし、

     を押すと項目を選択できます。

項目の選択

ポインタ（    ）の切り替え

　　→「設定」→
「壁紙・ディスプレイ」

「はっきりビュー」（     表示）

各部の名称 待受画面でのボタンのはたらき クイック起動キー ポインタ

はっきりビュー

不在着信や新着メールなどがある
ときは、待受画面下部にお知らせが
表示されます。
お知らせを選択すると内容を確認
できます。

　　　を長押しするたびに、　 の
表示／非表示が切り替わります。

【長押し】マナーモードのON／OFF 2019年3月 第１版発行 
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名：AQUOS ケータイ3
製造元：シャープ株式会社

TINSJB339AFZZ
19C 13.0 TR KH ①
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新着メール
あり

緊急速報
メールあり

発信中／着信中／
通話中

通常マナーモード
設定中

不在着信
あり

Bluetooth®

利用可能
簡易留守録

設定中
簡易留守録
用件あり

アラーム
設定中

カレンダーの
通知あり

機内モード
設定中

SDカード
マウント中

Wi-Fi接続中

ソフトキー
（対応するボタンの操作を表示）

機
能
選
択

本機またはパソコンでも確認できます。
(http://ymobile.jp/s/Smmot)
※PDF版もダウンロードできます。

本機のバーコードリーダーで下記QRコード
を読み取ってもアクセスできます。

　　→「カメラ」→「バーコードリーダー」

お問い合わせ先
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。

機
能
選
択

メ
ー
ル
作
成長押し

ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用するこ
とができます。

　　→「設定」→「Wi-Fi」→
「Wi-Fi」（ON表示）

Wi-Fiネットワークを選択
→パスワードを入力→「接続」

電話（電話帳利用）

連
絡
先
／
電
話
番
号
選
択

電話やメールの着信音や、カレンダーに登録した予定等を知ら
せるお知らせ音などを変更できます。

　　→「設定」→
「マナー・音・バイブ」→

「着信・お知らせ」

「電話着信」／「メール」／
「カレンダー」／「お知らせ」→画面に従って、

着信音／お知らせ音を設定する

文字が小さくて読みにくいときは、文字サイズを大きくできます。

　　→「設定」→
「文字サイズ・フォント」

「文字サイズ（全般）」／
「文字サイズ（メール）」→

文字サイズを選択

項
目
選
択

通話中に「くっきりトーク」を有効にすると、
相手の声をクリアに聞き取りやすくしま
す。

通話中に　　→「くっきりトーク」→
「ON」

緊急速報メール

基本操作 基本機能 おすすめ機能

通話中に「スムーズトーク」を有効にする
と、受話口／スピーカーから自分の声が聞
こえ、騒がしい場所でもスムーズに会話が
できます。

通話中に　　→「スムーズトーク」→
「ON（強め）」／「ON（標準）」

メインメニュー

メール

インターネットお気に入り 自分の電話番号の確認

スムーズトーク

よく連絡する相手先を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた
り、SMSやメールを送信することができます。
相手先の登録方法については、オンラインマニュアルを参照してく
ださい。

　　　→　　　で相手先を選択→
「電話する」／「SMS作成」／「メール作成」

楽ともリンク

くっきりトーク

Wi-Fi
着信音／お知らせ音

文字サイズ

取扱説明書

おもなマーク

・「電話する」と操作すると、発信されます。
        を押しても発信できます。

・「SMS作成」／「メール作成」と操作すると、
登録した相手先を宛先にしたSMS ／メー
ルの作成画面が表示されます。

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカード
や赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機
のデータをSDカードに保存したりできます。

データ引き継ぎ

■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。

・ホームページ (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）

　　→「設定」→
「データ引継・リセット」

「データ引継」→
「開始」

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り
込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を
確認できます。

　　　→「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引継」→
「取り込み前の準備方法」

緊急地震速報、災害・避難情報、Jアラート、
津波警報をお知らせ

緊急速報メールを受信すると緊急速報メール
の受信画面が表示され、緊急地震速報用警告
音／災害・避難情報、Jアラート、津波警報用
警告音およびバイブレータでお知らせします。
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　　→「設定」→
「文字サイズ・フォント」

「文字サイズ（全般）」／
「文字サイズ（メール）」→

文字サイズを選択

項
目
選
択

通話中に「くっきりトーク」を有効にすると、
相手の声をクリアに聞き取りやすくしま
す。

通話中に　　→「くっきりトーク」→
「ON」

緊急速報メール

基本操作 基本機能 おすすめ機能

通話中に「スムーズトーク」を有効にする
と、受話口／スピーカーから自分の声が聞
こえ、騒がしい場所でもスムーズに会話が
できます。

通話中に　　→「スムーズトーク」→
「ON（強め）」／「ON（標準）」

メインメニュー

メール

インターネットお気に入り 自分の電話番号の確認

スムーズトーク

よく連絡する相手先を登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた
り、SMSやメールを送信することができます。
相手先の登録方法については、オンラインマニュアルを参照してく
ださい。

　　　→　　　で相手先を選択→
「電話する」／「SMS作成」／「メール作成」

楽ともリンク

くっきりトーク

Wi-Fi
着信音／お知らせ音

文字サイズ

取扱説明書

おもなマーク

・「電話する」と操作すると、発信されます。
        を押しても発信できます。

・「SMS作成」／「メール作成」と操作すると、
登録した相手先を宛先にしたSMS ／メー
ルの作成画面が表示されます。

これまでお使いの携帯電話やスマートフォンのデータをSDカード
や赤外線、Bluetooth®機能を利用して本機に取り込んだり、本機
のデータをSDカードに保存したりできます。

データ引き継ぎ

■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。

・ホームページ (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）

　　→「設定」→
「データ引継・リセット」

「データ引継」→
「開始」

※これまでお使いの携帯電話やスマートフォンからデータを取り
込む場合は事前準備が必要となります。次の操作で準備方法を
確認できます。

　　　→「設定」→「データ引継・リセット」→「データ引継」→
「取り込み前の準備方法」

緊急地震速報、災害・避難情報、Jアラート、
津波警報をお知らせ

緊急速報メールを受信すると緊急速報メール
の受信画面が表示され、緊急地震速報用警告
音／災害・避難情報、Jアラート、津波警報用
警告音およびバイブレータでお知らせします。
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本機のバーコードリーダーで下記QRコード
を読み取ってもアクセスできます。

　　→「カメラ」→「バーコードリーダー」

お問い合わせ先
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。

機
能
選
択

メ
ー
ル
作
成長押し
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とができます。
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号
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ストラップ取り付け穴

サブディスプレイ

お知らせランプ 受話口／スピーカー

ディスプレイ

空気抜き穴

通信用内蔵アンテナ

通信用内蔵アンテナ

カメラ

赤外線ポート

送話口／マイク

クイック起動キー

着信履歴を表示

発信履歴を表示

待受画面内の表示にフォーカスを移動

メールメニューを表示
【長押し】メール新規作成

メインメニューを表示

楽ともリンクを起動

アラームを起動※1

【長押し】のぞき見防止のON／OFF

電話帳を表示

歩数計を起動※1

【長押し】アプリ履歴を表示

お気に入りを表示

簡易留守録リストを表示
【長押し】簡易留守録設定

【長押し】マナーモードのON／OFF

待受画面内の表示を表示／非表示
【長押し】電源ON／電源OFFメニュー表示

ホームページにアクセス
【長押し】インターネット
メニューを表示

サブディスプレイを点灯→サブディスプレイの表示を切り替え
【長押し】マナーモードのON／OFF

カメラを起動
【長押し】テレビを起動

起動する機能を登録
【長押し】Wi-FiのON／OFF

充電端子
（卓上ホルダー用）

サイドボタン

電池カバー

外部接続端子

よく使う電話番号やお気に入りの機能を　　　　　　　　に登
録して、かんたんに起動することができます。

※本機は受話口とスピーカーを兼用しています。通話中のスピーカーフォン切り替え
直後もしくは通話終了後に、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々
に設定した音量まで上がります。

※画面のイメージやアイコンなどは、予告なく変更することがあります。 ※1　起動する機能は変更できます。

　　→「設定」→
「クイック起動キー」

登録／編集するキーを選択し、
　　（編集）

インターネット利用時などに、　 （ポインタ）を表示して操作でき
ます。

色調がはっきりとした見やすい画質で表示できます。

     で選択したい項目に　 を動かし、

     を押すと項目を選択できます。

項目の選択

ポインタ（    ）の切り替え

　　→「設定」→
「壁紙・ディスプレイ」

「はっきりビュー」（     表示）

各部の名称 待受画面でのボタンのはたらき クイック起動キー ポインタ

はっきりビュー

不在着信や新着メールなどがある
ときは、待受画面下部にお知らせが
表示されます。
お知らせを選択すると内容を確認
できます。

　　　を長押しするたびに、　 の
表示／非表示が切り替わります。

【長押し】マナーモードのON／OFF 2019年3月 第１版発行 
ソフトバンク株式会社
ご不明な点はお求めになった
ワイモバイル携帯電話取扱店にご相談ください。
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