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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」や「津波警報」、国や地方公共
団体からの「災害・避難情報」を本機で受信し、表示できます（お
買い上げ時の受信設定は「有効」となっています）。

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。た
だし、通信中でも4G通信中は受信できます。

・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。

緊急速報メール通知をタップ

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 （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。

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 受信設定

受信設定 （ 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。
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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。

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

位置情報アクセスやGPS機能を設定する

マップ機能を有効に活用するには、位置情報の使用許可や、GPS
機能を設定する必要があります。

ホーム画面で 本体設定 位置情報アクセス

「位置情報にアクセス」の OFF （ 表示）

画面の指示に従って操作

・詳しい操作については、「位置情報アクセスの設定」を参照し
てください。

・はじめてマップを起動したときの確認画面からも設定できま
す。

Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセ
スを許可する

Googleマップで現在地の表示などの機能を利用するときなど
は、Googleアプリケーションによる位置情報へのアクセスを許
可する必要があります。

ホーム画面で 本体設定 「アカウント」の

Google 位置情報の設定 「Googleアプリに位置情報

へのアクセスを許可する」の OFF

「ON」に設定されます。
・Googleアカウントでログインしている場合の操作です。

Googleアカウントでログインしていない場合は、マップ画面

で 設定 現在地設定 をタップすると設定でき

ます。
・はじめてマップを起動したときの確認画面からも設定できま

す。

現在地を表示する

マップ画面で

現在地付近の便利な情報を取得する

マップ画面で 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

マップ画面で 表示する情報をタップ

目的地までの経路を調べる

目的地までの経路を利用できます。

マップ画面で 現在地／目的地を入力 （自

動車）／ （公共交通機関）／ （徒歩）

経路を検索

・目的地までの経路／経路の候補がリストに表示されます。

マップの詳しい操作を調べる

マップ画面で ヘルプ
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ナビを利用する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音
声で確認できます。

経路を確認する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。設定の操作につい
ては、「位置情報アクセスの設定」を参照してください。

ホーム画面で （ナビ）

目的地の選択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。

目的地をキーボードで入力

目的地を入力

ナビ画面が表示されます。

・候補一覧が表示されたときは、目的地をタップしてください。

ナビ利用時の操作

ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で その他 ヘルプ

経路を変更する

ナビ画面で 経路と別の経路 対象の経

路をタップ

ナビを終了する

ナビ画面で ナビゲーションの終了
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付近の便利な情報を取得する（ローカ
ル）

レストランやガソリンスタンド、銀行ATMなど、現在地付近の便利
な情報を取得できます。

情報を取得する

あらかじめGPS機能を設定しておいてください。設定の操作につい
ては、「位置情報アクセスの設定」を参照してください。

ホーム画面で （ローカル）

ローカル画面が表示されます。

取得する情報をタップ

情報が表示されます。

確認したい情報をタップ

情報の詳細が表示されます。

検索する情報の種類を追加する

ローカル画面で 検索を追加 情報の種類を入力

Googleトークを利用する

Googleトークは、Googleのインスタントメッセージサービスです。
Googleトーク利用者とコミュニケーションをとることができます。
また、ビデオチャット、ボイスチャットも利用できます（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）。

友だちをトークに招待する

ホーム画面で （トーク）

友だちリスト画面が表示されます。

・アカウント画面が表示されたときは、アカウントを選択してくだ
さい。

追加したい友だちのGoogleアカウントを入力 完了

友だちが招待を受け入れると、トーク画面に友だちのアカウント
が表示されます。
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トークを利用する

ホーム画面で （トーク）

友だちリスト画面が表示されます。

チャットしたい友だちの名前をタップ

チャット画面が表示されます。

メッセージを入力

メッセージが送信されます。

トーク利用時の操作

オンラインステータスとメッセージを設定する

友だちの画面に表示される自分のステータスとメッセージを設定
できます。

友だちリスト画面で自分のアカウントをタップ ステータス

欄をタップ 設定するステータスをタップ ステータス
メッセージを入力

チャットの招待を受け入れる

Googleトークへ招待されると、友だちリスト画面に通知が表示
されます。

友だちリスト画面で チャットへの招待 承諾

トークを終了する

友だちリスト画面で ログアウト

チャットをオフレコにする

友だちとのチャットの履歴を残さないようにできます。

チャット画面で オフレコにする

チャットの履歴を消去する

チャット画面で チャットの履歴を消去
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Google検索を利用する

Google検索を利用して、本機のアプリケーションや本機に登録した
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。

・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。Google Nowを利用する場合は、「使ってみる」をタップし
てください。

検索するキーワードを入力

検索結果が表示されます。

・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。

・Google Nowについては、 ヘルプ をタップしてGoogle

のヘルプを参照してください。

端末内の検索対象を変更する

検索画面で 設定 端末内検索 任意の検索

対象にチェックを入れる（ 表示）

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。
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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こともできます。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。

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。

予定を作成

予定登録画面が表示されます。

タイトル／開始日時／終了日時などを入力 完了

予定が登録されます。

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。

予定をタップ

予定詳細画面が表示されます。

・予定詳細画面で をタップすると、予定の編集を行うことがで
きます。

・予定詳細画面で をタップすると、予定の削除を行うことがで
きます。
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カレンダーを同期する

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。

表示するカレンダー

同期する項目にチェックを入れる（ 表示）

同期設定が変更されます。

・ 同期するカレンダー をタップすると、アカウント登録されてい

るカレンダー別に同期を設定できます。

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

・数字は今日の日付が表示されます。

カレンダー画面の表示を変更する

カレンダー画面で画面左上の年月／年月日部分をタップ

日 ／ 週 ／ 月 ／ 予定リスト

次／前の月を表示する（月表示時）

カレンダー画面で上下にフリック

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

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

次／前の時間帯を表示する（日／週表示時）

カレンダー画面で上下にフリック
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目覚ましを利用する

あらかじめ指定した時刻に、アラーム音や振動でお知らせします。

スッキリ目覚ましを設定する

通常の目覚まし機能のほかに、眠りの状態を検出し、「スッキリ目
覚まし鳴動範囲設定」で設定した時間内の眠りが浅いときに、効果
的にアラームを鳴動させることができます。

・内部センサーとマイクを利用しますので、本機を枕の近くに置い
たままお休みください。

ホーム画面で （スッキリ目覚まし）

スッキリ目覚まし画面が表示されます。

目覚ましの設定

時刻設定画面が表示されます。

時刻を設定 完了

スッキリ目覚まし設定 ON

スッキリ目覚まし鳴動範囲設定 時間を設定 OK

・必要に応じてその他の項目を設定してください。

保存 OK

スッキリ目覚ましがセットされます。

・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。

スッキリ目覚ましの動作

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。

スッキリ目覚ましの動作

電池残量が少ない、マナーモード設定中、ステレオイヤホン（市
販品）またはBluetooth®対応イヤホンマイク（市販品）接続中
のときは、動作しません。
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スッキリ目覚まし利用時の操作

アラームを止める

アラーム通知の画面で 停止

・ スヌーズ をタップすると、設定時間経過後に再びアラームが

鳴ります。
・ をタップすると、スヌーズが解除されます。

スヌーズを解除する

ステータスバーを下にドラッグ スッキリ目覚まし 停

止

スッキリ目覚ましの設定を削除する

スッキリ目覚まし画面で削除する設定の時刻をロングタッチ

削除

Twitterを利用する

Twitterを利用してツイートしたり（メッセージをつぶやく）、ほ
かの人のツイートを閲覧したりすることができます。Twitterを利
用するためにはログインが必要となる場合があります。Twitterに
ついて詳しくは、Twitterのホームページ (http://twitter.com/)を
参照してください。

Twitterでツイートする

ホーム画面で （Twitter）

Twitter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。

ツイートを入力 ツイート

ツイートが送信され、Twitter画面に表示されます。

Twitter利用時の操作

タイムラインを表示する

Twitter画面で ホーム

自分とフォローしている相手のツイートが表示されます。

Twitter内の情報を検索する

Twitter画面で 検索文字列を入力 検索方法をタッ

プ 目的の項目をタップ
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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／一時停止の操作ができ
ます。

動画を投稿する

YouTube画面でアカウントをタップ 動画をタップ

タイトルなどを入力

・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。

・あらかじめ、YouTubeのアカウントを設定しておいてくださ
い。

パソコン用ファイルを利用する

Microsoft® Office（Word®、Excel®、PowerPoint®）で作成した
ファイルや、PDFを閲覧できます。

Document Viewerを利用する

Document Viewerでは、次のファイルを閲覧することができます。

・表示内容が、パソコンでの表示と異なっていたり、文書の一部が
表示されない場合があります。

対象ファイル 拡張子

docファイル
（Word）

.doc／.docx

xlsファイル
（Excel）

.xls／.xlsx

pptファイル
（PowerPoint）

.ppt／.pptx

pdfファイル
（PDF）

.pdf

txtファイル
（テキスト）

.txt

ホーム画面で （Document Viewer）

Document Viewer画面が表示されます。

ファイルの種類をタップ

対象のファイルをタップ

ファイルが表示されます。
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NFC／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
ト代わりに利用できます。また、Android Beamを利用してNFC対応
端末とデータをやりとりすることもできます。

NFC／おサイフケータイ®の利用の準備を行
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、NFC／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 （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。

Android Beamの利用の準備を行う

ホーム画面で 本体設定 「無線とネットワーク」の

その他... NFC／おサイフケータイ 設定

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

・はじめて設定するときはパスワードの設定が必要です。画面の指
示に従って、パスワードを設定してください。

Reader／Writer, P2P （ 表示）

・「Android Beam」が「OFF」の場合は手順 に進みます。

Android Beam OFF

Android Beamが「ON」になります（ ）。

・Android Beamを「OFF」にするときは、 ON をタップします。
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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。

Android Beamでデータを送受信する

Android Beamを使用して、画面に表示されているWebページや地
図、連絡先、静止画などのデータを送受信することができます。

・あらかじめ対応端末それぞれのAndroid Beam機能を利用可能に設
定しておいてください。

・静止画などのサイズが大きいファイルを送受信する場合は、自動
的にBluetooth®通信に切り替わります。なお、Bluetooth®のペ
アリングを操作する必要はありません。

・アプリケーションによってはAndroid Beamを利用できない場合が
あります。

・本機能は、本機とすべてのNFC機能対応端末との通信を保証する
ものではありません。

送信側の端末で送信するコンテンツを表示

対応端末それぞれの マークを重ね合わせる

送信側の端末に「タップしてビーム」と表示されます。

転送する画面をタップ

受信側の端末に、送信側で表示されていた内容が送信されます。

NFC／おサイフケータイ®を利用禁止にする

ホーム画面で （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。

ロック設定

NFC／おサイフケータイ設定画面が表示されます。

・ホーム画面で 本体設定 「無線とネットワーク」の

その他... NFC／おサイフケータイ設定 をタップしても操

作できます。
・はじめて設定するときはパスワードの設定が必要です。画面の指

示に従って、パスワードを設定してください。

NFC／おサイフケータイロック

認証操作 OK

「NFC／おサイフケータイロック」が有効になり（ ）、NFC
／おサイフケータイ®ロックが設定されます。

・NFC／おサイフケータイ®ロック中は、ステータスバーに が表
示されます。

・パスワード入力の代わりに指紋認証を利用する場合は、画面の指
示に従って操作してください。
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おサイフケータイ®利用時の操作

NFC／おサイフケータイ®ロックを解除する

NFC／おサイフケータイ設定画面で NFC／おサイフケータイ

ロック 認証操作 OK

「NFC／おサイフケータイロック」が無効になり（ ）、
NFC／おサイフケータイ®ロックが解除されます。
・USIMカードを取り外した状態で、ロックを解除した場合は、

おサイフケータイ®のロックのみ解除されますので、取り外し
たUSIMカードのNFCロックは解除されません。

・おサイフケータイ®のロックが解除された状態で、NFCロック

がかかったUSIMカードを取り付けるとステータスバーに が
表示されます。

メールリモートロックを設定する

NFC／おサイフケータイ設定画面で メールリモートロック

認証操作 有効にする （ 表示） 各項目を

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、確認画面が表
示されます。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。
・設定項目については、メールリモートロック設定画面

で ヘルプ をタップして確認できます。

メールリモートロックを利用する

本機のEMメール-Sのメールアドレス宛に、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NFC／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NFC／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。

パスワードを変更する

NFC／おサイフケータイ設定画面で パスワードを変更

「現在のパスワード」欄をタップ 現在のパスワードを入

力 「新しいパスワード」欄をタップ 新しいパスワー

ドを入力 「新しいパスワードの確認」欄をタップ 新

しいパスワードを再度入力（確認用） OK

指紋認証を利用する

NFC／おサイフケータイ設定画面で 指紋認証を利用する

パスワードを入力 OK

「指紋認証を利用する」が有効（ ）になります。
・指紋認証を利用するには、あらかじめ指紋設定が必要です。

こんなときは

Q. NFC（CardEmulation機能）／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。不足している場合は充電し
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。

Q. Android Beamが利用できない

A. 次の場合はAndroid Beam（P2P機能）を利用できないこと
があります。
・充電中
・電池残量がない
・機内モード中
・画面ロックおよびスリープモード中
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プライバシーモードを利用する

プライバシーモードを利用すると、特定の人の連絡先を非表示にし
たり、電話の着信があっても表示や通知をしないようにしたりでき
ます。また、ランチャー画面のアイコン、ブックマーク、画像も非
表示にしたり、NX!inputでプライバシーモード用の文字入力予測変
換辞書を利用することもできます。

プライバシーモードを設定する

プライバシーモードの利用や、対象データの動作について設定しま
す。

・プライバシーモードを設定するには、あらかじめセキュリティ解
除方法を設定する必要があります。

・プライバシーの対象に設定したデータを非表示にするには、プラ
イバシーモードの起動が必要です。

ホーム画面で 本体設定 セキュリティ プラ

イバシーモード設定

認証操作

プライバシーモード設定画面が表示されます。

・認証操作は、あらかじめ設定したセキュリティ解除方法によって
操作が異なります。画面の指示に従って操作してください。

プライバシーモード （ 表示）

各設定が選択できるようになります。

・ プライバシーモード 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。

各項目を設定

プライバシーモードを利用するための設定が終了します。
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プライバシーモードの設定項目について

次の項目について設定できます。

・各項目の設定操作については「セキュリティの設定」の「プライ
バシーモード利用時の操作」を参照してください。

項目 説明

解除設定

プライバシーモードを解除する際の認証操作
について設定します。
「操作非表示」を設定する場合は、「セキュ
リティ解除方法」で「指紋」を設定します。

電話の設定1

「電話帳・履歴」では、電話帳、履歴、簡易
留守録を表示するかどうかを設定します。
「電話帳設定」では、電話帳・グループのプ
ライバシー対象を個別に指定します。
「着信通知動作設定」では、プライバシー対
象の相手からの電話着信時の動作を設定しま
す。

その他の設定

「ホーム」では、プライバシー対象のアプリ
ケーションのアイコン2を表示するかどうかを
設定します。
「ホーム設定」では、非表示にするアプリ
ケーションのアイコン2を指定します。
「アプリケーション通知動作設定」では、非
表示にしたアプリケーションに関する通知の
設定をします。
「ブラウザ」では、プライバシー対象のブラ
ウザのフォルダやブックマークを表示するか
どうかを設定します。
「ブラウザ設定」では、非表示にするフォル
ダやブックマークを指定します。
「画像」では、プライバシー対象のギャラ
リーの画像やアルバムを表示するかどうかを
設定します。
「画像設定」では、非表示にする画像／アル
バムを指定します。
「文字入力予測辞書」3では、プライバシー
モード起動中に使用するNX!inputの予測変換
辞書を設定します。
「プライバシー新着通知」では、プライバ
シー対象の相手からの新着通知を表示するか
どうかを設定します。ステータスバーに異な
る電池アイコンを表示することができます。

1　プライバシーモードはNX!電話帳に対応しています。
2　スライドインランチャーに設定したアプリケーションのアイコン

はプライバシーモードに対応していません。
3　「プライバシー用辞書」に設定すると、プライバシーモード解除

中に学習した内容はプライバシーモード起動中に表示されなくな
ります。

指紋センサーでプライバシーモードを起動
／解除する

指紋センサーを使って、プライバシーモードの起動や解除をしま
す。

指紋センサーを長押し

メッセージが表示され、プライバシーモードが起動または解除さ
れます。

・解除するときは認証操作が必要です。

通知パネルでプライバシーモードを起動／
解除する

通知パネルの時計を使って、プライバシーモードの起動や解除をし
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。

時計を右にフリック

メッセージが表示され、プライバシーモードが起動または解除さ
れます。

・解除するときは認証操作が必要です。
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プライバシーモードの利用について

プライバシーモード解除時の認証操作について

「解除設定」で「操作非表示」を設定し、「セキュリティ解除方
法」で「指紋」を選択した場合、認証画面が表示されません。
・認証画面は表示されませんが、指紋認証を行うとプライバシー

モードが解除されます。

自動的にプライバシーモードが起動／解除される動
作について

プライバシーモードが解除されていても、電源を入れたり、ス
リープモードになると連動して、プライバシーモードが起動しま
す。また、プライバシーモードが起動しているときに、プライバ
シーモード設定をすると、プライバシーモードが解除されます。

プライバシーモード中のデータ移行について

プライバシーモード起動中は、プライバシー対象に設定したデー
タ（連絡先）を移行用のアプリケーションなどで、データ転送や
バックアップなどの操作をしても正しく移行できない場合があり
ます。全データを移行する場合は、プライバシーモードを解除し
てから操作することをおすすめします。

プライバシーモード中のアプリケーションの表示に
ついて

プライバシーモードに非対応のアプリケーションで、プライバ
シー対象のデータが非表示になる場合があります。また、プラ
イバシー対象のデータが、プライバシーモードに非対応のアプリ
ケーションで意図せず表示される場合があります。ご利用の際は
ご注意ください。

電話帳のアカウント変更について

本体アカウント以外のアカウントで登録している電話帳をプライ
バシー対象に指定するには、本体アカウントに変更する必要があ
ります。同期するアカウントを変更すると、プライバシー対象の
指定から解除されます。また、電話帳に登録した内容の一部が非
表示になる場合があります。

機能説明や注意事項を確認する

ホーム画面で 本体設定 セキュリティ プ

ライバシーモード設定 認証操作 機能説明・注意事

項 各項目を確認

温度・湿度の情報を利用する

温度・湿度センサーで計測した値を、温湿度チェッカーで確認でき
ます。

温度・湿度を確認する

・本機の状態や周囲の状況などにより、計測値が表示されるまでに
時間がかかったり、周囲の温度・湿度との差異がある場合があり
ます。計測値はあくまでも目安としてご利用ください。

ホーム画面で （温湿度チェッカー）

周囲の温度･湿度と指数の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。

温度・湿度情報の表示領域をタップ

状態に対応したアドバイスが表示されます。

・温度・湿度情報の表示領域をタップするたびに、温度グラフ／湿
度グラフとアドバイス表示が切り替わります。

温湿度チェッカー画面の見かた

情報（温度、湿度、快適指数）

温度グラフ

湿度グラフ
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温度・湿度センサーについてのご注意

医療機器としてご利用できません

医療機器ではありません。体温計などの用途には使用しないでく
ださい。

水温は計測できません

お湯や水などの計測はできません。また、耐熱設計ではありませ
ん。

統合辞書を利用する

富士通モバイル統合辞書+を利用して、複数の辞書から用語を調べ
ることができます。

辞書で検索する

ホーム画面で （統合辞書+）

統合辞書画面が表示されます。

キーワード入力欄をタップ キーワードを入力 検索

・ 検索 をタップしないで、検索候補のキーワードをタップしても

検索できます。
・文字入力中はキーワードに連動して検索候補が表示されます（イ

ンクリメンタルサーチ）。
・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。

候補一覧から調べたいキーワードをタップ

詳細説明が表示されます。

・ TOP をタップすると、最初の画面に戻ります。
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統合辞書画面の見かた

キーワード入力領域

辞書リストタブ

音声入力ボタン／検索開始ボタン

入力履歴タブ

詳細条件タブ

新しい辞書をダウンロードするには

ネットワーク経由またはパソコンを使ってダウンロードサイトか
ら辞書データを追加できます。詳しくは「辞書リスト」タブの

辞書を追加する をタップしてご覧ください。

・モバイルネットワーク経由で辞書データのダウンロードを利用
すると通信料が高額になる場合がありますので、Wi-Fi（無線
LAN）のご利用をおすすめします。

詳しい操作方法を調べる

統合辞書画面で ヘルプ
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