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本ガイドについて

本ガイドでは、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明し
ています。
また、特にことわりがない限りホーム画面からの操作を中心に説明
しています。操作説明は省略している場合があります。
本ガイドで紹介されていない機能や操作方法については、
「Android ヘルプ」をご確認ください。
本ガイドではAndroid™ 9 Pieで記載しています。

本製品をお使いになる前に

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

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

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

その他の表記について

本ガイドでは、本製品のことを「本機」と表記しています。
microSD™／microSDHC™／microSDXC™カードは「SDカード」と
表記しています。
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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

近接セン
サー／明るさセ
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。

通知LED
充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅
します。

ディスプレ
イ

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

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。

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。

レーザーAF
センサー

撮影時に被写体の距離を検知して自動でピン
トを合わせます。

指紋セン
サー

指紋認証による、画面ロックの解除などに利
用します。

FeliCaマー
ク

NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リー
ダー／ライター（読み取り機）にかざしま
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。

スピーカー
音楽や動画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。

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。

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。



7
ご

利
用

に
あ

た
っ

て
X5

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、スクリーンショッ
トの撮影、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
のシャッターキーとして使用します。

 Google™
アシスタントボ
タン

Google アシスタントを起動します。

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

赤色の点灯 充電中（電池残量14%以下）

黄色の点灯 充電中（電池残量15%～99%）

緑色の点灯 充電中（電池残量100%）

白色の点滅
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/
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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512GB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。

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。
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、
Keep

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。

SDカードの内部ストレージ化について

SDカードを内部ストレージ化し、内部ストレージの容量を増やすこ
とができます。写真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。

・SDカードを内部ストレージ化する方法については、「SDカードを
セットアップする」を参照してください。

SDカードを内部ストレージとして使用する
ときのご注意

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。
本機能をよく理解のうえ、ご使用ください。SDカードを内部ス
トレージとして使用するときは、次の点にご注意ください。
・お持ちのSDカードを使用する場合は、SDカード内にあるデー

タを、別の場所にコピーしてください。データは本機の内部
ストレージやパソコン、またはGoogle ドライブなどのクラウ
ドサーバーにコピーできます。本機の内部ストレージまたは
Google ドライブへは、次の操作でコピーできます。あらかじ
めSDカードを取り付けておいてください。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

ストレージ SDカード コピーしたいデータを

ロングタッチ コピー... 保存先を選択 コ

ピー

・データをコピーしないまま、SDカードを内部ストレージとして
使用すると、SDカード内のデータはすべて消去されます。

・内部ストレージ化したSDカードを本機から取り外さないでくだ
さい。SDカードに保存したアプリや写真などが使用できなくな
ります。

・内部ストレージ化したSDカードは、本機以外では使用できなく
なります。SDカードを外部ストレージとして再度使用したいと
きは、SDカードのフォーマットが必要です。次の操作で外部ス
トレージに戻すことができます。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

ストレージ SDカード 外部ストレージ

としてフォーマット フォーマット 完了

・外部ストレージとしてフォーマットすると、内部ストレージ化
したときにSDカードに保存したデータはすべて削除されます。
SDカードに保存していたアプリなどは使用できなくなりますの
で、十分ご注意のうえ、ご使用ください。
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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。

SDカードをセットアップする

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。

SDカード通知を2回タップ

スマートフォンのストレージ ／ 外部ストレージ

・内部ストレージとして使用する場合は、 スマートフォンのスト

レージ をタップ、外部ストレージとして使用する場合は、 外部

ストレージ をタップします。

画面の指示に従って操作

SDカードのセットアップが完了します。
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SDカードの現在の使用状況を確認する

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

ストレージ

ストレージの設定画面が表示されます。

ストレージの設定画面について

SDカードの使用状況によって、表示される画面は異なります。

外部ストレージとして使用した場合

内部ストレージとして使用した場合

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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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。

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。
・「急速充電中」：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［ZSDBAS］1、または［ZSCAZY］2をお使いくださ
い。
ここでは、ACアダプタ［ZSDBAS］を使用して充電する方法を例に
説明します。

1　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

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

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、通知LEDが点灯します。充電が完了すると、
通知LEDが緑に点灯します。

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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電源を入れる／切る

電源を入れる

電源キーを長押し

ロック画面が表示されます。

電源を切る

電源キーを長押し

電源を切る

電源が切れます。

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、 （Duo）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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （Duo）

画面の指示に従って操作

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。
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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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

アプリと通知 XX個のアプリをすべて表示 アプ

リをタップ 権限 機能をタップ

・機能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。

機能ごとに利用を許可するアプリを設定する

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

アプリと通知 アプリの権限 機能をタップ

アプリをタップ

・アプリ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。

アプリ一覧

アイコン 機能・サービス

（Chrome） ウェブサイトを閲覧できます。

（Duo）
Duo利用者とビデオ通話を行うことができま
す。

（Files
Go）

内部ストレージのデータの表示や管理、共
有、空き容量の確認や不要なデータの削除な
どができます。

（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サイトを対象
に検索できます。

（Google
Pay）

電子マネーとして、コンビニエンスストアな
どで利用したり、会員カードやポイントカー
ドとして使える、Google Payサービスを利用
することができます。

（Keep）

よく利用する文章や覚え書き、写真などを、
付箋のように登録することができます。登録
した付箋は、あとから確認したり、整理でき
たり、ほかのユーザーと共有したりすること
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映画レンタルサービスにアクセス
して、鑑賞したい映画作品を選択してレンタ
ルできるアプリです。

（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。

（Y!mobile
menu）

Y!mobileのサービスをご紹介するアプリで
す。
パケットマイレージやパケくじや料金プラン
等の変更などもご利用いただけます。

（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。

（おサイフ
ケータイ）

電子マネーとして、コンビニエンスストアな
どで利用したり、チケットとして使える、お
サイフケータイ®のサービスを利用することが
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。
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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、対象
エリアにいるお客さまにブロードキャスト
（同報）配信するサービスです。
「緊急速報メール」を受信した携帯電話は、
自動でメッセージが表示され、回線混雑の影
響を受けずに受信することができます。

（設定） 本機の各種設定ができます。

（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。

（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。

（ニュー
ス）

ニュースを確認することができます。

（メッセー
ジ）

スマートフォンでSMS／MMSを利用するため
のGoogleのアプリです。

（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。

（連絡帳）
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。

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携帯電話のキーボードのようなレイア
ウトの「12キー」、パソコンのキーボードのようなレイアウトの
「QWERTY」、手書きした文字を入力できる「手書き」、ローマ字
入力に特化したレイアウトの「GODAN」があります。また、「音声
入力」も利用できます。

・「12キー」「QWERTY」「手書き」「GODAN」を切り替えるに

は、 をロングタッチ 言語 キーボードを追加

日本語 12キー ／ QWERTY ／ 手書き ／ GODAN

完了 と操作して、キーボードを追加し、キーボード表示中

に をタップします。
・キーボードを非表示にするには、 をタップします。

12キー画面の見かた

文字を確定前に戻します。入力中の文字を文字入力キーに割
り当てられている1つ前の文字に戻します。

カーソルを左に移動します。ドラッグ／フリックした方向に
カーソルを移動します。

数字／記号のリストを表示します。

絵文字／ステッカー／顔文字のリストを表示します。

文字入力モードを切り替えます（ひらがな／英字）。ロング
タッチすると入力オプションが表示されます。

カーソルの前の文字を削除します。

カーソルを右に移動します。ドラッグ／フリックした方向に
カーソルを移動します。

スペース入力、または文字の変換を行います。

改行入力や、入力中の文字の確定、次の項目への移動などを
行います。

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

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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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。

・ をタップするたびに、「ひらがな」／「英字」に切り替わり
ます。

ひらがなを入力する（ケータイ配列）

「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」（ 表示）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続けて入力するときは、最

初の文字の入力後に をタップしたあと、次の文字を入力しま
す。

フリック入力について

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

「12キー」を使用しているときを例に説明します。

入力済みの文字をロングタッチ

／ をドラッグして文字列を選択

選択した文字列がハイライト表示されます。

・全選択する場合は、 すべて選択 をタップします。

切り取り ／ コピー

貼り付ける位置をタップ

貼り付け

切り取り／コピーした文字列が貼り付けられます。
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文字入力の設定を行う

文字入力に関する設定が行えます。設定項目は次のとおりです。

項目 説明

言語
キーボードの言語とレイアウトを設定できま
す。

設定
キーボードの表示内容や、キーボードのレイ
アウト、キーボード操作時の効果音／バイブ
などを設定できます。

テーマ キーボードのデザインを変更できます。

テキストの修正
変換候補や、入力中の語句の修正について設
定できます。

グライド入力

グライド入力について設定できます。
グライド入力をオンにすると、キーボードの
言語を英語に設定している場合などに、アル
ファベットを順になぞることで単語を入力す
ることができます。

音声入力 音声入力について設定できます。

単語リスト
単語リストの編集や、学習した単語のリセッ
トができます。

検索
の表示／非表示や、検索結果にGoogle 検

索キーワードの候補を表示するかどうかを設
定できます。

詳細設定 Gboardの改善に関する設定などができます。

評価のお願い Gboardの評価を送信します。

文字入力画面で をロングタッチ

各項目をタップして設定

文字入力の設定が完了します。

暗証番号について

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

操作用暗証番号 各機能を利用するときの暗証番号です。

PINコード USIMカードの暗証番号です。

PIN 画面ロックを解除するための暗証番号です。

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」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。
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操作用暗証番号を設定する

操作用暗証番号を入力する画面で OK

操作用暗証番号を入力 OK

操作用暗証番号を再度入力 OK OK

操作用暗証番号が設定されます。

操作用暗証番号をリセットするには

操作用暗証番号を入力する画面で、 操作用暗証番号リセット

をタップして、 OK をタップします。

以降は画面の指示に従って操作してください。
・操作用暗証番号のリセットにはMy SoftBank認証が必要です。

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。

グループ通話
サービス1

複数の相手と同時に通話ができます。

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。

VoLTEサービス
LTEを利用した音声通話をすることができま
す。

1　別途お申し込みが必要です。
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着信転送サービスを利用する

ホーム画面で （電話）

設定

通話

着信転送

着信転送画面が表示されます。

常に転送 ／ 通話中の場合 ／ 不在着信時 ／ 着信不能時に

転送

転送先の電話番号を入力 有効にする

着信転送サービスが設定されます。

・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

着信転送画面で 常に転送 ／ 通話中の場合 ／ 不在着信

時 ／ 着信不能時に転送 無効にする
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留守番電話サービスを利用する

ホーム画面で （電話）

設定

通話設定画面が表示されます。

通話

着信転送

着信転送画面が表示されます。

常に転送 ／ 通話中の場合 ／ 不在着信時 ／ 着信不能時に

転送

留守番電話センターの電話番号「09066517000」を入力 有

効にする

留守番電話サービスが設定されます。

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

留守番電話を無効にする

着信転送画面で 常に転送 ／ 通話中の場合 ／ 不在着信

時 ／ 着信不能時に転送 無効にする
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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）

設定

通話

通話設定（詳細）

割込通話サービス （ 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
上にフリックして通話を開始できます。
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グループ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。

通話中に 通話を追加

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別の相手の電話番号を入力

通話が追加されます。

相手が応答したら 統合

グループ通話が開始されます。

発信者番号通知サービスを利用する

ホーム画面で （電話）

設定

通話

通話設定（詳細）
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発信者番号 ネットワーク既定 ／ 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。

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、「4G（推
奨）」および「4G LTE拡張モード」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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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 詳細設定 4G LTE拡張モード （ 表示）

・ 4G LTE拡張モード 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（ 表示）になっているかどうかを確認してください。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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 詳細設定 ネットワークモード 4G（推奨）

・無効（ ）になっているときは、 4G（推奨） をタップし

て有効（ ）にしてください。
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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。

AIカメラを利用する

AIカメラを利用すると、AIが被写体認識して、最適なモードに調
整します。

撮影画面で AIカメラ

AIカメラ の文字が黄色に変わり、有効になります。

・ AIカメラ をタップするたびに、有効／無効が切り替わりま

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

・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。

・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

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

撮影画面をピンチ

・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

・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

Google Lensの起動
被写体が常に解析され、その結果をリアルタイムで表示する
ことができます。

シャッターボタン

動画撮影開始

AIカメラの切り替え

サムネイル画像（撮った写真／動画の確認）
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カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮ることができます。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。

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。
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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。



30



メール

Y!mobile メールについて................................................... 32
Y!mobile メールを利用開始する.........................................32
アカウントの切り替えについて...........................................33
会話型表示／リスト型表示について....................................33
Y!mobile メールを会話型表示で利用する........................... 35
Y!mobile メールをリスト型表示で利用する........................40
Y!mobile メール設定.......................................................... 45
MMS／SMSを会話型表示で利用する................................... 46
MMSをリスト型表示で利用する..........................................55
MMS／SMS設定...................................................................60



32

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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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/


33
メ

ー
ル

X5

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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（メール）

設定
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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。

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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。
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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
／フリック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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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／フリックしても新着メールの確
認ができます。
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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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（メール）
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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。

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。
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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。

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
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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。

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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（メール）

新規メール作成画面が表示されます。



41
メ

ー
ル

X5

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。

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
／フリック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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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／フリック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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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
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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。

MMS／SMSを会話型表示で利用する

MMSを送信する

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。
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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。

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。
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SMSを送信する

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。

宛先選択画面が表示されます。

送信する宛先をタップ

メール送受信画面が表示されます。

・ 宛先入力 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。
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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
／フリック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。

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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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／フリックしても新着のMMSを確
認できます。
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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。

MMSを確認する

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。
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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。

SMSを確認する

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。
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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

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。
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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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。

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
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MMSが送信されます。

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
／フリック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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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／フリックしても新着の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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（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。
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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。

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

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。
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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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（メール）

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。
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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。

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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ

（メール）

設定

設定画面が表示されます。
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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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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

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

アプリと通知 詳細設定 緊急速報メール

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。

緊急速報メールをタップ

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

確認する緊急速報メールをタップ

受信した緊急速報メールが表示されます。

以前に受信した緊急速報メールを確認する

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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。



65
便

利
な

機
能

X5

おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケッ
ト代わりに利用することができます。

こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. 電池残量が不足していませんか。このときは本機を充電して
ください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにか
ざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてくださ
い。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてく
ださい。

A. のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取
れないことがあります。

Q. メールリモートロックがかからない

A. 本機がメールを受信できない状況の場合は、ロックがかかり
ません。

利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準
備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせ
ください。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （おサイフケー
タイ）

おサイフケータイ®画面が表示されます。

画面の指示に従って操作

初期設定が完了します。

サービスを利用する

ICカード内のデータをリーダー／ライターにかざして読み取りを行
います。

本機の マーク付近をリーダー／ライターにかざす

読み取りが完了します。

・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認し
てください。
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おサイフケータイ®を利用禁止にする

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （おサイフケー
タイ）

おサイフケータイ®画面が表示されます。

おサイフケータイ®設定画面が表示されます。

おサイフケータイロック （ 表示）

操作用暗証番号を入力 OK

おサイフケータイ®ロックが設定されます。

おサイフケータイ®利用時の操作

おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®設定画面で おサイフケータイロック （

表示） 操作用暗証番号を入力 OK

メールリモートロックを設定する

本機にメールを送信して、おサイフケータイ®ロックを設定でき
るようにします。

おサイフケータイ®設定画面で 遠隔ロック 操作用暗証番

号を入力 OK 有効にする （ 表示） 登録

メールアドレス1 ／ 登録メールアドレス2 メールアドレ

スを設定 保存 OK

・ 登録メールアドレス1 と 登録メールアドレス2 に設定した

メールアドレスに設定完了メールが送信されます。設定完了
メールにはメールリモートロックをかける際に必要な情報が含
まれていますので、取り扱いにご注意ください。

・ 有効にする をタップするたびに、有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。

メールリモートロック完了通知メールに位置情報を
添付するかどうかを設定する

おサイフケータイ®設定画面で 遠隔ロック 操作用暗証番

号を入力 OK 位置情報を通知する （ 表示）

・ 有効にする が有効のときに設定できます。

・ 位置情報を通知する をタップするたびに、有効（ ）／無

効（ ）が切り替わります。

メールリモートロックを利用する

本機のMMS宛に、登録メールアドレスからメールを送信する

・本機がメールを受信するとおサイフケータイ®機能がロックさ
れ、メールの送信元のアドレスにおサイフケータイ®ロック完
了通知が送信されます。

・本機に送信するメールは、設定完了メールに記載されている手
順で作成してください。
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充電ができない／充電が遅い

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。

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ら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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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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

ネットワークとインターネット 詳細設定 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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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

モバイルデータ （ 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。

・ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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

詳細設定 アクセスポイント名 初期設定

にリセット

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。

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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （設定）

ネットワークとインターネット 詳細設定 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。

ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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

モバイルデータ （ 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。
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。
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。

・ホーム画面でドックを画面上部へドラッグ （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

詳細設定 アクセスポイント名 初期設定

にリセット

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。
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通話ができない

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。機内モードを解除
してください。

まったく着信できない

「着信転送サービス」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。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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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頂けます。
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72×153×7.9mm

質量 約158g

連続通話時間1

約1200分（3G）
約950分（GSM）
約1100分（4G：LTE）

連続待受時間2

約410時間（3G）
約420時間（GSM）
約410時間（4G：AXGP網）
約420時間（4G：FDD-LTE網）

連続通信時間
（Wi-Fi テザリ
ング）3

約30時間（3G）
約30時間（GSM）
約30時間（4G：AXGP網）
約30時間（4G：FDD-LTE網）

充電時間
ACアダプタ［ZSDBAS］4：約120分
ACアダプタ［ZSCAZY］5：約120分

充電温度範囲 0℃～45℃

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網）：下り最大400Mbps／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　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

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

https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/
https://www.softbank.jp/mobile/support/product/warranty/
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お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お
問い合わせ窓口までご連絡ください。

ワイモバイル カスタマーセンター

・お問い合わせの際に、ワイモバイルのスマートフォン・ケータイ
の電話番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めいただ
いた4桁の番号）が必要になります。

・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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