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ホーム画面のしくみ

ホーム画面は電源を入れ、ロック画面を解除したときに表示され
る、本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズ
して、アプリケーションのショートカットやフォルダ、ウィジェッ
ト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。

画面表示位
置

現在のホーム画面の表示位置を示します。

ドック
（Dock）メ
ニュー

アイコンをタップすると、アプリケーション
や機能を起動できます。お好みのアプリケー
ションのショートカットを最大4つまで設定
できます。フォルダを設定することもできま
す。

戻るボタン

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。

ホームボタ
ン

ホーム画面が表示されます。ロングタッチす
ると、最近使用したアプリケーションを表示
します。

 カスタマイ
ズエリア

アプリケーション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。

メニューボ
タン

メニュー画面が表示されます。また、ロング
タッチしたまま「Google」までスライドして
指を離すと、Google検索を利用できます。

ランチャー
ボタン

ランチャー画面を表示します。ロングタッチ
すると手書き検索を利用できます。

ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は複数のシートに分かれています。各ホーム画面をアプ
リケーションのショートカットやウィジェットなどでカスタマイズ
して、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、
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。

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おもな通知アイコンには、次のような
ものがあります。

アイコン 説明

新着Gmailあり

新着インターネットメールあり

新着EMメール-Sあり

新着緊急速報メール

簡易留守録あり

新着留守番メッセージあり

音楽再生中

Wi-Fi利用可能

Bluetooth®通信でファイル受信

Wi-FiテザリングON

Wi-FiテザリングとUSBテザリングON

USBテザリングON

通話中

不在着信あり

保留中

データのアップロード

データのダウンロード

Google Playのアプリケーションがアップデー
ト可能／インストール完了

スッキリ目覚まし設定中

同期トラブル

FMトランスミッタ ON

イヤホン接続中（端末のマイクからの入力）

イヤホン接続中（イヤホンマイクからの入
力）

ワンセグ受信中

ワンセグ録画中

VPN接続

アプリ電池診断の通知あり

NX!エコ（タイマーエコモード時間帯1）

NX!エコ（タイマーエコモード時間帯2）

NX!エコ（電池残量エコモード）

NX!エコ（今すぐエコモード）

あわせるズームで画面拡大中

戻ってシェイクで画面固定中

GPS測位中

本機のメモリの空き容量低下

Dolby Mobile設定 ON（設定したジャンルに
より表示が異なります。）

ソフトウェア更新のお知らせ

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おもな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

データ通信中（4G）

データ通信中（3G）

Wi-Fiネットワーク接続中

Bluetooth® ON

Bluetooth®デバイスに接続中

機内モード

NFC／おサイフケータイ®ロック中1

おサイフケータイ®アンロック中にNFCロック
状態

簡易留守録設定中

スピーカーホン

着信音量0

バイブレーション ON

電波レベル

ローミング中

圏外

通常マナーモード設定中

サイレントマナーモード設定中

アラームONマナーモード設定中

オリジナルマナーモード設定中

マイク消音

要充電

電池残量がほとんどない

電池残量が少ない

電池残量十分

充電中

持ってる間ONで画面点灯中

かな入力モード

英字入力モード

数字入力モード

手書き入力モード

絵文字／顔文字／記号、定型文、文字コード
入力

IP通話アプリの音質サポートON

1　おサイフケータイ®ロック中にNFCアンロック状態でも表示され
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。通知アイコンとその内容を確認でき
ます。

・ホーム画面上で下にフリックしても、通知パネルを開くことがで
きます。

通知パネルの見かた

名称 説明

ステータス
パネルスイッチ

各機能のON／OFFや設定ができます。

設定 各種設定を行うことができます。

通知／実行
中の項目

不在着信など、通知の詳細を確認したり、必
要な設定を行ったりできます。

通知消去
通知パネル内の表示を消去します。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。

通知パネルの操作

通知パネルを閉じる

通知パネルの を上にフリック

・ をタップしても、通知パネルを閉じることができます。

通知を1件ずつ消去する

消去する通知を左右にフリック

ステータスパネルスイッチを変更する

対象のステータスパネルスイッチをロングタッチ 機能を選
択

不在着信にコールバックする

不在着信通知を下にフリック コールバック

・ メッセージ をタップすると、SMSを作成できます。

・不在着信通知に コールバック ／ メッセージ が表示されて

いるときは、不在通知を下にフリックしなくても操作すること
ができます。
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ホーム画面をアレンジする

ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、
フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスで
きます。

壁紙を変更する

ホーム画面で 壁紙

・ホーム画面の何もないところをロングタッチ 壁紙 をタップ

しても操作できます。

ギャラリー ／ ライブ壁紙 ／ 壁紙 壁紙を選択 壁

紙に設定

壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、操作が異なる場合があります。画面の
指示に従って操作してください。

テーマを変更する

壁紙やアイコンの色などを一括で変更します。

ホーム画面で ホームテーマ変更

テーマ設定画面が表示されます。

テーマを選択 ホームテーマに設定

テーマが設定されます。

ショートカットを追加する

アプリケーション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。

・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。

対象のアプリケーションをロングタッチ 追加したい位置へド
ラッグ

ショートカットが追加されます。

・ショートカットをドックメニューに配置すると、アイコンデザイ
ンが変わる場合があります。
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ウィジェットを追加する

追加できるおもなウィジェットは次のとおりです。

ウィ
ジェット名

機能・サービス

-ダッシュボー
ド

歩数や消費カロリー、天気情報などのお好み
の情報を最大4つまで表示します。

-温湿度
温度や湿度を表示します。温度や湿度から算
出した指数も表示します。

-時計 デジタル時計を表示します。

-天気 設定した地域の天気情報を表示します。

-歩数計 歩数、活動量、消費カロリーを表示します。

-時計（シンプ
ル）／（ボール
ド）

デジタル時計を表示します。

-時計（時計／
日付／天気）

時計／日付／天気を表示します。

-歩数計
（ウォーキング
×フラワー）／
（世界一周）

歩数を表示します。歩数に応じてイラストが
変化します。

-歩数計／温湿
度（シンプル）

歩数、消費カロリー、温度／湿度計を表示し
ます。

（2×1）コン
テンツ Yahoo!
JAPAN

Yahoo! JAPANアプリケーション内にあるコン
テンツをウィジェットとしてホーム画面に表
示します。

（2×1）トピッ
クス Yahoo!
JAPAN

「Yahoo! ニュース」の最新ニュースとニュー
ス一覧を表示します。

（4×1）／
（4×2）Yahoo!
JAPAN

Yahoo! JAPANウィジェットは、Yahoo!
JAPANの人気サービスなどをホーム画面に設
置できるウィジェットです。

（4×2）ニュー
スリーダー
Yahoo! JAPAN

ニュースやエンターテイメント、スポーツな
ど、複数のRSS最新情報をホーム画面でまとめ
て表示します。ホーム画面上でスクロールし
て記事を読むことができます。

アナログ時計 アナログ時計を表示します。

ウルトラ統合
検索

検索するサイトを選択して検索ができます。

おすすめのコン
テンツを楽しむ

Google Playのおすすめコンテンツを表示しま
す。

カレンダー 今日の日付／予定を表示します。

くーまんの部屋
くーまんのおしゃべりが楽しめます。タップ
すると、くーまんの部屋を表示します。

スッキリ目覚
まし

スッキリ目覚ましの設定状況確認と設定起動
を表示します。

データ通信
パケット通信のＯＮ／ＯＦＦを切り替えられ
ます。

フォトギャラ
リー

ホーム画面に静止画を貼り付けられます。

フォトシール
2×2／4×1／
4×2

ホーム画面に静止画を貼り付けられます。

ブックマーク
（ブラウザ）
／（Chrome）
　（3×2）／
（1×1）

ホーム画面にブラウザ／Chromeのブックマー
クを貼り付けられます。

ホーム画面のヒ
ント

ホーム画面の基本操作説明を表示します。

ミュージックプ
レイリスト

ホーム画面にPlayミュージックのプレイリス
トを貼り付けられます。

メール
インターネットメールの新着メールなどを表
示します。

近況アップデー
ト

Facebookの近況をアップデートできます。

経路とナビ ナビを利用できます。

交通状況 交通渋滞の状況を表示します。

再生-マイライ
ブラリ

マイライブラリや動画、書籍などを貼り付
け、再生や閲覧ができます。

書籍
Google Playからダウンロードした書籍を貼り
付け、閲覧できます。

睡眠ログ
最新の睡眠データを表示します。タップする
と、アプリケーションを起動します。

静止画／静止画
3分割

ホーム画面に静止画を貼り付けられます。ス
ライドショーも利用できます。

設定をショート
カットとする

設定メニューの任意の設定項目を起動できま
す。

直接メッセージ
を送る

登録している連絡先にSMSを送信します。

直接発信 登録している連絡先に電話を発信します。

EMメール-S
（簡易表示）／
（詳細表示）

EMメール-Sを起動します。

Facebookボタ
ン

近況や写真などを投稿できます。

Gmail Gmailの新着メールなどを表示します。

Gmailのラベル
Gmailのラベルを貼り付けて、すぐに内容の確
認ができます。

Google Now
端末内のスケジュール情報やGPSによる現在位
置情報などと連携し、必要なときに必要な情
報を提供します。

Google Play
ブックス

Google Playからダウンロードした書籍の一覧
を貼り付け、閲覧できます。

Google Play
ミュージック

Playミュージックを利用できます。曲の評
価、再生、一時停止、曲送りが操作できま
す。

Google+投稿
Google＋にアップされている投稿を表示しま
す。

Google検索 Google検索を利用できます。

NFC／おサイフ
ケータイ設定

NFC／おサイフケータイ®の設定ができます。

NX!電話帳
（4×1）／
（1×1）

登録している連絡先を表示し、電話やメール
などを送信することができます。

Playストア
Google Playのおすすめのコンテンツを表示し
ます。
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Pocket WiFi
（1×1）／
（2×1）／
（4×1）

Wi-FiテザリングのON／OFFを行います。

Twitter（小）
／（大）

ツイートを表示したり新規でツイートをした
りできます。

Yahoo! JAPAN
Yahoo! JAPANウィジェットは、Yahoo!
JAPANの人気サービスなどをホーム画面に設
置できるウィジェットです。

YouTube YouTubeのおすすめ動画を表示します。

ホーム画面で

ウィジェット

ウィジェット一覧（ランチャー画面）が表示されます。

対象のウィジェットをロングタッチ 追加したい位置へドラッグ

ウィジェットが追加されます。

・ アプリ をタップするとアプリケーション一覧（ランチャー画

面）に戻ることができます。
・ウィジェットを追加したいホーム画面で何もないところをロング

タッチ ウィジェット ウィジェットをタップしても追加

できます。追加できないウィジェットもあります。

フォルダを追加する

ホーム画面で対象のアプリケーションのショートカットをロング
タッチ

ドラッグして同じフォルダに格納するショートカットの上で指を離
す

フォルダが追加されます。
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ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやショートカット、フォルダを移動す
る

ホーム画面で対象のウィジェットやショートカット、フォルダを

ロングタッチ 移動したい場所にドラッグ

ウィジェットやショートカット、フォルダを削除す
る

ホーム画面で対象のウィジェットやショートカット、フォルダを

ロングタッチ へドラッグ

・ウィジェットやショートカット、フォルダをロングタッ

チ 上にフリックしても削除できます。

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

ホーム画面を並べ替える

ホーム画面で ホーム設定 ページ編集 対

象のホーム画面をロングタッチ 移動したい位置にドラッグ

ホーム画面を削除する

ホーム画面で ホーム設定 ページ編集 対

象のホーム画面をロングタッチ へドラッグ OK

ホーム画面を追加する

ホーム画面で ホーム設定 ページ編集

ホーム画面の詳細を設定する

新着通知、ステータスバータブ、スライドナビ、タッチヘルパー
ガイドを表示するかどうかを設定します。

ホーム画面で ホーム設定 表示設定 各項

目を設定する

ランチャー画面をアレンジする

アイコンの表示順を切り替える

ホーム画面で

表示順をタップ

アイコンの表示順が切り替わります。

・ウィジェットを表示している場合は、「名前順」「ダウンロード
順」で表示順を設定できます。
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アイコンを並べ替える

・アイコンの表示を「タイル表示」に、表示順を「カテゴリ」に設
定している場合に利用できます。

ホーム画面で 並び順の編集

並べ替え画面が表示されます。

対象のアイコンをロングタッチ 移動する場所にドラッグ

・画面下部に表示されるカテゴリのサムネイルにドラッグすると、
ほかのカテゴリに移動できます。

完了

OK

アイコンの位置が保存されます。

・並べ替え画面で をタップすると、並び順をリセットしたり、
ページを追加したりできます。

・並べ替え画面で画面上部のカテゴリ名をタップすると、カテゴリ
名を変更できます。ただし「ダウンロード／その他」カテゴリは
変更できません。

タイル表示／リスト表示を切り替える

ホーム画面で タイル／リスト表示

タイル表示 ／ リスト表示

表示方法が切り替わります。

ランチャー画面のアレンジ時の操作

アイコンの数を変更する

アイコンの表示順を「カテゴリ」以外に設定している場合は、1
ページに表示するアイコンの数を変更できます。

ランチャー画面で 表示パターン 表示パターン

を選択

アイコンを非表示にする

ランチャー画面で アプリケーション非表示設定

非表示にするアイコンにチェックを入れる（ 表示）

OK OK

・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。

・非表示にしているアイコンのチェックを外すと、再表示させる
ことができます。非表示にしたアイコンは「ダウンロード／そ
の他」カテゴリに配置されます。

・非表示に設定しても、一部の動作が表示される場合がありま
す。
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画面の表示フォント（書体）を変更す
る

あらかじめ登録されているフォントに変更することができます。

フォントを変更する

ホーム画面で 本体設定 ディスプレイ

フォント フォントをタップ OK

フォントが変更されます。

こんなときは

Q. フォントが変更されない

A. 画面によっては本機を再起動するまでフォントの変更が適用
されない場合があります。本機を再起動してください。
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