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クイックスタート

各部の名称／キー操作 初期設定

タッチパネル操作

文字入力
はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。
本機の環境により、手順が異なる場合があります。画面に従って、各項目を設定してください。

■初期設定

言語を設定▶「始める」

■セットアップ

セットアップ方法を選択

■Wi-Fi設定

接続するWi-Fiネットワーク
を選択▶Wi-Fiを設定

ホーム画面で　　（Y!mobile）▶　　（かんたん設定）▶
■Google™ アカウント設定

Google アカウントを設定

■Google サービス

利用するサービスを
選択▶「次へ」

　　（かんたん設定）から
Y!mobile サービスの

初期登録を行う

軽く触れて、すぐに指を
離します。

軽く触れたまま、しばらく
そのままにします。

軽く触れたまま、目的の
位置までなぞります。

軽く触れて、目的の方向
にはじきます。

■タップ

■ソフトウェアキーボードの見かた

■ロングタッチ ■ドラッグ ■フリック

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。

文字の入力文字を逆順に表示／
文字を確定前に戻す

文字を削除

音声入力

カーソルを
右に移動／

ドラッグした
方向に移動

スペース入力／
入力中の文字を

変換

改行入力／文字の確定
（絵文字の入力）

（ ）…ロングタッチ時の操作

カーソルを
左に移動／
ドラッグした
方向に移動

数字／記号／
絵文字／
顔文字の入力

文字種の切り替え
（キーボード設定／キーボード位置変更）

音量小キー

3.5mm イヤホン端子

電源キー
● ディスプレイ
の点灯／消灯

カメラ

スピーカー

カード
スロット部

モバイル
ライト

背面カバー

送話口外部接続端子
ストラップ
ホール

通知／充電ランプ
明るさ／近接センサー

フロントカメラ
赤外線ポート
受話口

ディスプレイ
音量大キー

● 音量を
下げる

● 音量を
上げる

かんたん設定から、Y!mobile 
サ ー ビ ス の 初 期 登 録 や 各
Yahoo! JAPANアプリの設定
を行うことができます。詳しく
は、「Y!mobile サービスの初期
登録」を参照してください。

かんたん設定について

Y!mobile サービスの初期登録
Yahoo! JAPAN IDでログインすることで、Y!mobile メールのメール
アドレス（@yahoo.ne.jp）を取得できます。また、パケットマイレージや
パケくじなどのサービスをご利用いただけます。

画面に従って操作 画面に従って操作

■スマートフォンの保護

セキュリティの種類を選択
▶セキュリティを設定

■その他の設定項目

その他の項目を設定
※省略するときは「後でセット

アップ」をタップします。本書の内容は Android™ 7.0  Nougat で記載しています。
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。

電源を入れる
電源キーを
長く押す

電源を切る
電源キーを長く押す
▶ 「電源を切る」

かんたん設定
Y!mobile サービスへ 

ログイン
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電話応答

取扱説明書
このスマートフォンまたはパソコンでも確認できます。

Androidの標準的な機能およびサービスについて説明しています。

Android One ヘルプを補足する取扱説明書となります。
Android One S2 独自のアプリケーション等について説明しています。
Android One ヘルプとあわせてご確認ください。

ホーム画面で　　▶　　▶「ブックマーク」▶「Y!mobile」▶
「オンラインマニュアル」

SDカードの内部ストレージ化について

■Android One ヘルプ

■使いこなしガイド

スマートフォンから

パソコンから
https://support.google.com/android-one/

パソコンから
http://www.ymobile.jp/lineup/androidone-s2/support/
※PDF版もダウンロードできます。

よく使うアプリケーション

連絡先　連絡先を登録できます。

フォト　撮影した静止画／動画を確認できます。

Play ストア　アプリケーションをインストールできます。

メール　メールの送信／受信／管理ができます。

ロック画面（スリープ）ホーム画面／ランチャー画面

電話をかけるときに使用
します。

SMSを利用できます。

インターネットを利用
できます。

静止画／動画を撮影
できます。

前の画面に戻ります。

ホーム画面を表示します。

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、
起動や履歴の削除ができます。

ホーム画面で     をタップすると表示されます。
インストールされているアプリケーションを一覧表示します。
アイコンをタップするとアプリケーションを起動できます。

電源キーを押す、または一定時間何も操作しないと、画面が消灯し
スリープになります。電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面が
表示されます。

SDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面にて使用方法を選択
できます。
※SDカードは別売りです。

本機を操作中に電話がかかって
くると、画面上部に通知が表示
されます。

本機の操作はホーム画面から開始します。

新着通知
2回タップすると、
通知内容を確認
できます。

カメラアイコン
アイコンの位置から
ドラッグ／フリック
すると、すぐにカメラを
起動できます。

Google 音声検索
アイコン
アイコンの位置から
ドラッグ／フリック
すると、すぐに
Google 音声検索を
起動できます。

ロック解除アイコン
画面を上に
ドラッグ／フリック
すると画面ロックが
解除されます。

ステータスバー
時刻／アイコンが表示されます。

お気に入りトレイ
起動するアプリケーション
はカスタマイズできます。

カスタマイズエリア
壁紙を変更したり、ウィジェットやアプリケーションのショートカット
を貼り付けたりすることができます。
アイコンがない場所をロングタッチするとカスタマイズできます。

ステータスバーを下にドラッグ／
フリックすると通知パネルが表示
されます。
不在着信などの通知の内容を
確認できます。

通知パネルを下にドラッグ／
フリックすると、クイック設 定
パネル全体が表示されます。
Wi-Fiや位置情報などのON／
OFFを切り替えることができ
ます。

電話

Chrome

メッセンジャー

カメラ

ナビゲーションアイコン

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。表示方法はあとから変更できます。

会話型表示／リスト型表示
スリープ中やロック画面表示中
は、着信画面が異なります。

ロック画面での応答

Google 検索バー

ウィジェットを利用すると、ホーム画面で
各アプリケーションからの情報などを確認
できます。

ウィジェット

「使いこなしガイド」をお読みいただき、本機
能をよく理解のうえ、ご使用ください。

● 内部ストレージとして使用するには、SDカード
のフォーマット（初期化）が必要です。

● 内部ストレージ化するとSDカードは静止画や
動画などのデータをバックアップする目的での
使用はできませんので、ご注意ください。

● アクセス許可の確認画面が表示されたときは、内容を確認し、「許可」を
タップします。
ホーム画面で     ▶     （設定）▶「アプリ」▶アプリケーションをタップ▶

「権限」をタップすると、アプリケーションの許可設定を変更できます。

ホーム画面で　　▶　　（設定）▶「Wi-Fi」▶
　　をタップして　　にする▶

Wi-Fi設定について
■Wi-Fiネットワークに接続する

■ホーム画面 ■ランチャー画面

Wi-Fiネットワークをタップ パスワードを入力▶「接続」

ホーム画面で　　（Y!mobile）▶　　（メール）▶ ステータスバーを下にドラッグ／
フリック▶

Y!mobile メール
■メールを送信する（会話型表示）

　　▶宛先を選択▶
「決定」

件名、本文を入力▶
　　▶「送信」

■新着メールを確認する

通知をタップ 通知を2回タップ

会話型

ロック画面

ロック画面から確認する

「電話に出る」 　　を右にドラッグ

リスト型

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。

総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（年中無休）

0570-039-151

■ワイモバイル カスタマーセンター

151

各種お手続き（通話料無料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）

0120-921-156
116

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

● 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　http://ymobile.jp/
通知パネル クイック設定パネル
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インターネットを利用
できます。

静止画／動画を撮影
できます。

前の画面に戻ります。

ホーム画面を表示します。

最近使用したアプリケーションを一覧表示し、
起動や履歴の削除ができます。

ホーム画面で     をタップすると表示されます。
インストールされているアプリケーションを一覧表示します。
アイコンをタップするとアプリケーションを起動できます。

電源キーを押す、または一定時間何も操作しないと、画面が消灯し
スリープになります。電源キーを押すと画面が点灯し、ロック画面が
表示されます。

SDカードを本機に取り付けると、セットアップ画面にて使用方法を選択
できます。
※SDカードは別売りです。

本機を操作中に電話がかかって
くると、画面上部に通知が表示
されます。

本機の操作はホーム画面から開始します。

新着通知
2回タップすると、
通知内容を確認
できます。

カメラアイコン
アイコンの位置から
ドラッグ／フリック
すると、すぐにカメラを
起動できます。

Google 音声検索
アイコン
アイコンの位置から
ドラッグ／フリック
すると、すぐに
Google 音声検索を
起動できます。

ロック解除アイコン
画面を上に
ドラッグ／フリック
すると画面ロックが
解除されます。

ステータスバー
時刻／アイコンが表示されます。

お気に入りトレイ
起動するアプリケーション
はカスタマイズできます。

カスタマイズエリア
壁紙を変更したり、ウィジェットやアプリケーションのショートカット
を貼り付けたりすることができます。
アイコンがない場所をロングタッチするとカスタマイズできます。

ステータスバーを下にドラッグ／
フリックすると通知パネルが表示
されます。
不在着信などの通知の内容を
確認できます。

通知パネルを下にドラッグ／
フリックすると、クイック設 定
パネル全体が表示されます。
Wi-Fiや位置情報などのON／
OFFを切り替えることができ
ます。

電話

Chrome

メッセンジャー

カメラ

ナビゲーションアイコン

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。表示方法はあとから変更できます。

会話型表示／リスト型表示
スリープ中やロック画面表示中
は、着信画面が異なります。

ロック画面での応答

Google 検索バー

ウィジェットを利用すると、ホーム画面で
各アプリケーションからの情報などを確認
できます。

ウィジェット

「使いこなしガイド」をお読みいただき、本機
能をよく理解のうえ、ご使用ください。

● 内部ストレージとして使用するには、SDカード
のフォーマット（初期化）が必要です。

● 内部ストレージ化するとSDカードは静止画や
動画などのデータをバックアップする目的での
使用はできませんので、ご注意ください。

● アクセス許可の確認画面が表示されたときは、内容を確認し、「許可」を
タップします。
ホーム画面で     ▶     （設定）▶「アプリ」▶アプリケーションをタップ▶

「権限」をタップすると、アプリケーションの許可設定を変更できます。

ホーム画面で　　▶　　（設定）▶「Wi-Fi」▶
　　をタップして　　にする▶

Wi-Fi設定について
■Wi-Fiネットワークに接続する

■ホーム画面 ■ランチャー画面

Wi-Fiネットワークをタップ パスワードを入力▶「接続」

ホーム画面で　　（Y!mobile）▶　　（メール）▶ ステータスバーを下にドラッグ／
フリック▶

Y!mobile メール
■メールを送信する（会話型表示）

　　▶宛先を選択▶
「決定」

件名、本文を入力▶
　　▶「送信」

■新着メールを確認する

通知をタップ 通知を2回タップ

会話型

ロック画面

ロック画面から確認する

「電話に出る」 　　を右にドラッグ

リスト型

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。

総合窓口（通話料有料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 9:00 ～ 20:00（年中無休）

0570-039-151

■ワイモバイル カスタマーセンター

151

各種お手続き（通話料無料）
ワイモバイルのスマートフォン・ケータイから
一般電話、他社スマートフォン・ケータイから
受付時間 : 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

海外から（通話料有料）

0120-921-156
116

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

● 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　http://ymobile.jp/
通知パネル クイック設定パネル
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