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ごあいさつ
このたびは、「かんたんスマホ3」をお買い上げいただきまして、誠にありがと
うございます。ご使用の前やご利用中に『かんたんガイドブック』（本書）をお
読みいただき、正しくお使いください。

安全上のご注意
ご使用の前に、「安全上のご注意」（⇒110ページ）をよくお読みの上、正しくお使
いください。故障とお考えになる前に、「困ったときは？」（⇒104ページ）で症状
をご確認ください。

箱の中身を確認する
ご使用いただく前に、下記の同梱物をご確認ください。
■本体　　　■かんたんガイドブック（本書）

●本書においては、「かんたんスマホ3」を「本機」と表記しています。
●本書は、お買い上げ時の内容を記載しています。
●本機は、品質改善や機能の追加のため、オペレーティングシステム（OS）の
バージョンアップを行うことがあります。その際、操作方法が変更になっ
たりすることがあります。また、古いOSバージョンで使用していたアプリ
が使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
●お客様のご契約内容により、ご利用になれないアプリやサービスがありま
す。
●お問い合わせ先について詳しくは、裏表紙をご覧ください。
●本書は端末カラーが「シルバー」の場合で説明しています。
●本書の内容やホームページのURLに関して、将来予告なしに変更すること
があります。
●本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは
異なる場合があります。
●本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
●必ずUSIMカードを挿入してから、本機の電源を入れてください。

USIMカード
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かんたんスマホを使いこなそう
本機にはスマートフォン（スマホ）を使いこなすために便利な機能を搭載して
います。

使い方ナビ
ホーム画面を左に指でなぞって進めていくと、本機の使い方をひろげてくれ
る京セラのスマートフォンサイトを閲覧できます。

ホーム画面 使い方ナビ

見て覚える「使い方動画」
本機でできることや、基本操作、便利な活用方法などを動画で説明します。
パソコンで使い方動画を見ながら、本機で操作の練習ができます。

指を数秒間置いたまま操作する。 本機を見ながら
練習できます。

パソコンから以下のURLにアクセスしてご利用ください。
https://s.kyocera.co.jp/ks3/
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取扱説明書について

かんたん
ガイドブック（本書）

本機の基本的な使いかたを、やさしく説明してい
ます。
本機を安心して便利にお使いいただくため、必ず
お読みください。

取扱説明書

さまざまな機能をより詳しく知りたいときは、下
記のウェブサイトに接続して、取扱説明書をご覧
ください。
本機から
ホーム画面で［Yahoo!］▶［ ］▶［ブックマー
ク］▶［モバイルのブックマーク］▶［Y!mobile］
▶［オンラインマニュアル］
パソコンから
https://www.ymobile.jp/s/UKADW
（PDF版もダウンロードできます。）
本機のカメラで右記のQRコードを
読み取っても接続できます。

使い方ナビ

本機のオススメの機能や設定、困った時の解決方
法などを紹介しています。
	•ホーム画面で［ツール］▶［使い方ナビ］を軽く押
す
	•ホーム画面を「使い方ナビ」が表示されるまで左
になぞる

使い方動画
本機でできることや、基本操作、便利な活用方法
などを動画で説明します。
パソコンで使い方動画を見ながら、本機で操作の
練習ができます。
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本書の表記方法について
本書では、操作手順や選択項目を次のように表記しています。

	■操作の意味

ホーム画面で［設定］▶［文字サイズ］▶左右に指でなぞる

① ② ③

①　ホーム画面を左に指でなぞり、（設定）アイコンを軽く押す
②　「文字サイズ」を軽く押す
③　左右に指でなぞる

	■画面の表示
軽く押す箇所や軽く押して入力する箇所を赤く囲んでいます。

	■補足の説明
操作の補足、関連操作の紹介、その他重要なお知らせなどを掲載しています。

通知を確認する
不在着信や新着メール、アプリからのお知らせがあると、ス
タート画面に通知が表示されます。通知を2回軽く押して関
連する機能を起動できます。
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初期設定について
初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。
●本機の状態により、初期設定画面が表示されなかったり、画面や手順が異
なることがあります。画面に従って操作してください。
●ここでは初めてGoogle アカウントを作成する場合の操作を例に説明し
ます。Google アカウントをお持ちの場合は、メールアドレスまたは電話番
号を入力してログインできます。
●初期設定の途中で、LINEアプリのインストールを促す画面が表示される場
合があります。
●USIMをご利用の場合は必ずUSIMカードを挿入してから、本機の電源を入
れてください。
eSIMをご利用の場合は初期設定で設定してください。

1 2

「日本語（日本）」を確認▶［開
始］

［設定時にモバイル ネット
ワークを使用］
	■eSIMをご利用の場合は、［SIM をダ
ウンロードしますか？］を軽く押し
て、画面に従って操作してください。
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3 4

内容を確認▶［続行］ ［コピーしない］

5 6

［アカウントを作成］▶［自分
用］

お客様の「姓」、「名」を入力▶
［次へ］
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7 8

生年月日を入力し、性別を選
択▶［次へ］

［自分でGmailアドレスを作
成］▶作成したいGmailアドレ
スを入力▶［次へ］
	■提示されているユーザー名（メー
ルアドレス）を選択して設定する
こともできます。

9 10

パスワードを入力▶［次へ］ 上へ指でなぞり、内容を確認
▶［はい、追加します］
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11 12

［次へ］ 上へ指でなぞり、内容を確認
▶［同意する］

13 14

上へ指でなぞり、各設定を確
認／変更▶［同意する］

［スキップ］
	■Google アシスタントの設定画面
が表示されたときは、画面に従っ
て操作してください。
	■スマートフォンの保護は後で行う
ことができます（⇒	98ページ）。
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15 16

［スキップ］ [いいえ]

17 18

内容を確認▶［利用規約に同
意の上利用する］
	■迷惑電話の警告を利用しない場合
は、［利用しない］を軽く押し、画面
に従って操作してください。

［開始］
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19 20

［同意して続行］
	■表示されないときは、次の手順に
進んでください。

［いいえ］▶［いいえ］
	■表示されないときは、次の手順に
進んでください。

21 22

ご契約時の暗証番号欄を	
軽く押す

暗証番号を入力▶［次へ］
	■暗証番号はご契約時に決めた4桁
の数字です。
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23 24

［いいえ］
	■Yahoo!	JAPAN	IDをお持ちのか
たは、「はい」を軽く押し、画面に
従って操作してください。

お好みのメールアドレスを入
力

25 26

お好みのパスワードや必要情
報を入力▶［次へ］

［PayPayを利用しない］
	■「PayPay」を利用する場合は携帯
電話番号を入力して「次へ」を軽く
押し、画面に従って操作してくだ
さい。
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27 28

初期登録が完了 ［次へ］

29

［ホームへ］

	• Y!mobile初期登録の画面が表示さ
れない場合は、ホーム画面で［設定］
▶［Y!mobile初期登録］と操作して
ください。
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スマホ用語集
基本的なスマホ用語の意味を確認しましょう。

Google
（グーグル）

インターネット関連サービス／製品を提供する企業で
す。検索用エンジンの「Google 検索」やメールサービス
の「Gmail」、世界中の地図や衛星写真を見られる「マッ
プ」などが有名です。

Android
（アンドロイド）

スマートフォンを動かすために使う基本システムで
す。本機にはこの基本システムが採用されています。

タッチパネル 指で画面に直接触れて操作する方式の画面のことで
す。本機にはタッチパネルが採用されています。

スタート画面 本機の起動時や画面を点灯させると表示される画面で
す。意図せず本機の電源が入ったり、画面が点灯した場
合に誤操作を防ぐための画面です。

ホーム画面 携帯電話の待受画面のことをスマートフォンでは
「ホーム画面」と呼びます。

アプリ
（アプリケーショ
ン）

インターネットを見る、写真を撮るなど、スマートフォ
ンでさまざまな機能を使うことができるプログラムで
す。

アイコン スマートフォンの各機能やサービスなどを表すボタン
状のものです。

無線LAN／Wi-Fi
（ワイファイ）

インターネットに接続するための無線の通信システム
です。本機は無線LAN（Wi-Fi）機能に対応しています。

アクセスポイント ネットワークに接続するための接続先のことです。
アカウント インターネットサービスなどを利用する場合に必要と

なるユーザーIDと同じ意味で使われています。Google
サービスを利用するには「Google アカウント」が必要
となります。

アップデート アプリやAndroidの状態を更新することです。
アップデートを行うと、新しい機能を追加したり不具
合を解消することができます。
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Yahoo!／
Chrome（クロー
ム）

スマートフォンでインターネットを見るためのアプリ
です。

ブックマーク インターネットを見るためのアプリで、よく見るペー
ジ（情報画面）を登録しておくことができる機能です。

ダウンロード インターネット上にあるファイルや「Google Play」の
アプリなど、ネットワーク上のデータをスマートフォ
ンに保存することを「ダウンロード」と呼びます。

フォルダ ホーム画面に作成することができる収納ボックスのよ
うなもので、複数のアプリをまとめるときに使います。

SMS（エスエムエ
ス）

SMSは電話番号を宛先にして短いメッセージをやり
とりするサービスです。

スクリーンショッ
ト／画面メモ

スマートフォンの画面に表示されている画面を画像と
して保存することができます。
これを「スクリーンショット」／「画面メモ」と呼びま
す。

Bluetooth®
（ブルートゥース）

電波を利用した無線通信技術の一種で、イヤホンやス
ピーカーなどの対応機器との通信が行えます。

EB1155_KGB.indb   17EB1155_KGB.indb   17 2023/01/27   19:47:522023/01/27   19:47:52



18

本
機
を
お
使
い
に
な
る
前
に

本機をお使いになる前に
各部の名前とボタンのはたらき
本機の各部の名前とはたらきを確認しましょう。
●ボタンのはたらきは、本機の状態や利用中の機能などによって異なること
があります。

正面

ホームボタン
ホーム画面を表示

（⇒    ページ）

メールボタン
メールアプリを起動

（⇒    ページ）

電話ボタン
電話アプリを起動

（⇒    ページ）

明るさセンサー／近接センサー

ディスプレイ
タッチパネルで操作

インカメラ

受話口／スピーカー

通知ランプ／充電ランプ

明るさセンサー：周囲の明るさを検知して、 ディスプレイの明るさを調整
近接センサー：通話中に顔の接近を検知してタッチパネルの誤操作を防止

	46
	27

	58

	■電話がかかってきたときや不在着信があるときは が点滅し、点滅中
に を押すと電話に出たり、履歴を確認することができます。また、通
話中の電話を切ることもできます。
	■メールやSMSを受信したときは が点滅し、点滅中に を押す
と、受信メールや受信SMSを確認できます。
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※	カメラ、ディスプレイ周囲を除き、抗菌・抗ウイルス処理を施しています。
SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得し
ています。

背面

内蔵GPS／Wi-Fi®／
Bluetooth®アンテナ部※1　 内蔵サブアンテナ部※1

アウトカメラ

モバイルライト
カメラ撮影やアウトカメラ
簡易ライトで点灯

内蔵メインアンテナ部※1

　マーク
（フェリカマーク）
マークを読み取り機
にかざしておサイフ
ケータイとして利用

背面カバー※2

サブマイク
（ノイズキャンセリング／
ムービー録音用）

内蔵GPS／Wi-Fi®／
Bluetooth®アンテナ部※1

内蔵メインアンテナ部※1

内蔵サブアンテナ部※1

赤外線ポート

	■本機の背面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や故
障の原因となります。
	■本機の電池は内蔵されており、お客様ご自身では交換できません。
※1	通話時／通信中は、内蔵アンテナ部分を手で覆わないでください。
※2		カメラ、ディスプレイ周囲を除き、抗菌・抗ウイルス処理を施しています。
SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得
しています。

上面
電源ボタン※
画面を点灯／消灯（短押し）、
電源をON／OFF（長押し） ※	抗菌・抗ウイルス処理を施していま

す。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方
法に準拠した試験を実施し、認証を
取得しています。
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下面

外部接続端子
充電時やイヤホンの接続時などに使用

送話口／マイク空気穴ストラップホール

側面

音量大／小ボタン※
通話音量などを調節

音声検索ボタン※
Google アシスタント

（音声検索）を起動

カードスロットキャップ※

USIMカード、SDカード
を挿入

※	抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に
準拠した試験を実施し、認証を取得しています。
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本機を充電する
お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してから
お使いください。
●オプション品のACアダプタ（USBPD-PPS対応USBType-CTM急速充電
ACアダプタ［ZSDBAV］（SBAC22-TCPD））を使って充電する場合は次の
操作を行います。

1 AC100V
コンセント

電源プラグ

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

2

USB Type-Cプラグ

充電ランプ 

ACアダプタのUSB	Type-Cプラグを本機の外部接続端子に
まっすぐに差し込む

3
充電ランプが緑色に点灯したら充電が完了
	■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プラグを本機の外部接続端子から抜きます。
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電源を入れる／切る
電源の入れかた、切りかたを覚えましょう。
●初めて電源を入れたときは、初期設定を行ってください（⇒8ページ）。

電源を入れる
1 2

電源ボタンを画面が点灯する
まで長く押す

しばらくするとスタート画面
（⇒	25ページ）が表示される

電源を切る
1 2

電源ボタンを1秒以上長く押
す

［電源を切る］▶［OK］
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タッチパネルを操作する
本機の操作の基本は、タッチパネル操作です。指で直接画面に触れて操作しま
す。単に触れるだけでなく、指を動かすことでいろいろな指示を本機に伝える
ことができます。

軽く押す（タップ）
画面に軽く触れて、すぐに指を離す。

	■アプリの起動や項目の選択など、いろいろな場面
で使う、タッチパネル操作の基本です。

長く押し続ける（ロングタッチ）
項目などに指を触れたままにする。

	■アイコンなどを2秒以上長押しする操作です。
	■項目に用意されたメニューを呼び出したり、アイ
コンを移動するときなどに使います。

指でなぞる（スライド／ドラッグ）
画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞる。

	■画面に収まらずに、表示されていない部分に移動
したり、前後の写真やメールを確認したりすると
きなどに使います。
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画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞる。
	■項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く
触れたまま目的の位置までなぞります。

指ではじく（フリック／スワイプ）
画面を指ですばやく上下左右にはじく。

	■文字を入力する際に、目的の文字を入力するとき
に使います。

指をつまむ／広げる（ピンチ）
2本の指で画面に触れたまま指をつまむ／広げる。

	■写真や地図を拡大（指を広げる）／縮小（指をつま
む）表示するときなどに使います。
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基本操作
スタート画面について
スタート画面（ロック画面）は、本機の誤動作を防ぐための画面です。セキュリ
ティを解除しないと、本機が使用できないようになっています。

画面ロックを解除する
1 2

画面消灯時に電源ボタンを押す
	■スタート画面が表示されます。

画面を左に指でなぞる

3

ホーム画面が表示される

通知を確認する
不在着信や新着メール、アプリからの
お知らせがあると、スタート画面に通
知が表示されます。通知を軽く押して
関連する機能を起動できます。
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アプリの権限について
アプリや機能を初めて起動すると、アクセス権限の許可を求める画面が表示
される場合があります。確認画面が表示されたときは、内容をご確認の上、「許
可」／「許可しない」を軽く押してください。
●お買い上げ時にインストールされているアプリは、お客様の不利益になる
動作は行いませんので、「許可」を軽く押してご利用ください。

アプリの権限を設定する
1

アクセス権限の確認画面が表
示されたら［許可］

■ 確認画面について 
確認画面の内容や、「許可」を軽く押した後の操作は、アプリによって異なりま
す。画面に従って操作してください。

■ 設定を変更するときは 
アクセス権限の確認画面で「許可しない」などを軽く押して操作を中止したとき
や、設定を変更したいときは、アプリ／機能ごとに許可／許可しないを設定する
ことができます。
❶	ホーム画面で［設定］▶［その他］▶［アプリ］
❷		「XX個のアプリをすべて表示」を軽く押す▶権限を設定したいアプリを軽く
押す▶［権限］

❸	権限を変更したい機能を軽く押す▶権限の設定を選択

■ 本書でのアクセス権限の確認画面の記載について 
本書の操作説明では、アクセス権限の確認画面の操作は省略している場合があ
ります。操作時に表示されたときは、画面に従って操作してください。
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ホーム画面を利用する
ホーム画面では、アプリの起動をはじめ、インターネットでの情報検索、本機
の状態の確認、便利なよく使う連絡先の登録などが行えます。

ホーム画面のしくみ
＜メインホーム画面＞ ＜ホーム画面（右）＞

ホーム画面を左右に指でなぞることで、ホーム画面のページを
切り替えることができます。また、 を押すと、メイン
ホーム画面を表示できます。
	■目的のアプリが見つからないときは、ホーム画面を左右に指でなぞって切
り替えてください。
	■ を押すと、ホーム画面の一番左のページに戻ります。

戻る
アプリの起動中や通知パネルの表示中などで表示されます。操作を間違えた
ときや、途中で中止したいときは、軽く押します。前の画面に戻ることができ
ます。

ステータスバー
（⇒	30ページ）
クイック検索ボックス
インターネットで情報
を検索

よく使う連絡先
（⇒	42ページ）
インジケーター
ホーム画面の現在位置

時刻／天気（⇒	76ページ）
アプリ
軽く押して起動
※	フォルダにまとめ
られているアプリ
もあります。
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アプリを起動する（例：「メモ帳」を起動する）
1 2

ホーム画面を左に指でなぞる ［メモ帳］

3

アプリが起動する

メモ帳を登録する
メモ帳を登録するには「新規作成」を
軽く押します。
タイトル、メモを入力し、「保存」を押
します。
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アプリの使用履歴を確認する
最近使用したアプリの履歴を確認することができます。アプリ使用履歴画面
からはアプリを起動することもできます。

アプリ使用履歴からアプリを起動する	
（例：「電卓」を起動する）
1 2

［アプリ履歴］ アプリを軽く押す
	■画面を左右に指でなぞると、隠れ
ている履歴を表示します。

3

アプリが起動する

使用履歴を消去する
アプリ使用履歴画面で、使用履歴を消
去したいアプリ名の横にある「消去」
を軽く押します。
「すべて消去」を軽く押すと、すべての
使用履歴を消去します。
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本機の状態を確認／設定する
画面上部のステータスバーには、着信などのお知らせや、本機の状態などを示
すアイコンが表示されます。お知らせの詳細は、「通知パネル」で確認できま
す。また、通知パネルでは、主な設定の確認／変更も行えます。

ステータスバーについて

電波状態 電池残量
良好です 十分あります

少なくなっています
充電中です

弱くなっています
電波が届いていません
（圏外）

	■その他の主なアイコン

不在着信あり カレンダーの通知あり

新着メールあり／新着＋
メッセージ／新着SMSあり radiko+FMを利用中

新着Gmailあり マナーモード設定中

簡易留守録あり 機内モード設定中

発信中、通話中、着信中 Wi-Fi利用中

アラーム鳴動中／アラームのス
ヌーズ中／次のアラームあり ソフトウェア更新あり

アプリのアップデートや設
定の通知あり 表示しきれない通知あり
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通知パネルから設定する
通知パネルのアイコンを軽く押して、機能のON／OFFを切り替えます。
●ここでは例として、通知パネルを利用してマナーモードに設定します。

1 2

ステータスバーを下に指でな
ぞる

［マナー（バイブ）］

3

「マナー（バイブ）」の表示が
ONになり、マナーモードが設
定される
	■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。
	■「閉じる」を軽く押すと、通知パネ
ルが閉じます。

通知を見る
「通知表示」を軽く押すと、不在着信な
どの通知を見ることができます。
「通知表示」／「パネル表示」を軽く押
して通知表示と通知パネルの表示を
切り替えることができます。
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電話番号について
自分の電話番号、メールアドレスなどを登録／表示できます。

自分の番号を表示する
1 2

ホーム画面で［自分の番号］ 自分の番号画面が表示	
される

自分の番号を編集する
以下の操作で自分の番号を編集できます。
自分の番号の画面で［メニュー］▶［編集］▶編集する連
絡先を選択
「保存」を軽く押すと、編集を完了します。
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マナーモードを利用する
公共の場所などでは、マナーモードに設定しましょう。

マナーモードに設定する
1 2

ステータスバーを下に指でな
ぞる

［マナー（バイブ）］
	■「マナー（バイブ）」を軽く押すたび
にON／OFFが切り替わります。

機内モードを利用する
電波利用が制限される場所では、機内モードを利用し
ましょう。
電波を利用する機能（電話、無線LAN（インターネッ
ト）、Bluetoothなど）が無効になります。
ホーム画面で［設定］▶［その他］▶［ネットワークとイ
ンターネット］▶［機内モード］を軽く押して、「ON」に
します。

EB1155_KGB.indb   33EB1155_KGB.indb   33 2023/01/27   19:48:012023/01/27   19:48:01



34

文
字
入
力

文字入力
文字を入力する
文字入力が必要な画面では、画面上に表示されるキーボードを軽く押して文
字を入力します。
●メモ帳での文字入力を例に説明します。

文字入力の基本操作
ここでは「うみ」と入力してみます。

1 2

文字入力画面で文字の種類を
軽く押す

「あ」を3回軽く押す▶「う」が	
入力される

3 4

「ま」を2回軽く押す▶「み」が	
入力される

［確定］▶文字の入力が確定
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漢字を入力する
ここでは「笹田」と入力してみます。

1 2

文字入力画面で［かな］ ［さ］▶［ ］▶［さ］

3 4

［た］▶［ ］ 変換候補から「笹田」を軽く押
す
	■「他候補」を軽く押すと他の変換候
補を表示できます。

EB1155_KGB.indb   35EB1155_KGB.indb   35 2023/01/27   19:48:032023/01/27   19:48:03



36

文
字
入
力

カタカナを入力する
ここでは「テニス」と入力してみます。

1 2

文字入力画面で［カナ］ ［タ］（4回）▶［ナ］（2回）▶［サ］
（3回）▶［確定］

英字を入力する
ここでは「Pm」と入力してみます。

1 2

文字入力画面で［英字］ ［ ］
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3 4

［ ］
	■大文字／小文字を変更するときは
を軽く押します。

［確定］

数字を入力する
ここでは「6：00」と入力してみます。

1 2

文字入力画面で［数字］ ［ ］
	■数字キーボードでは確定操作は	
不要です。

EB1155_KGB.indb   37EB1155_KGB.indb   37 2023/01/27   19:48:052023/01/27   19:48:05



38

文
字
入
力

3 4

［ ］を上に指ではじく ［ ］▶［ ］

文字を削除する
ここでは「笹田とテニス」の「田」を削除してみます。

1 2

［ ］／［ ］で削除する文字
の後ろにカーソルを移動

［削除］
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フリック入力を利用する
キー部分を上下左右に指ではじいて文字を入力できます。ここでは「え」と入
力してみます。

1 2

［あ］を長く押し続ける そのまま指を右に指ではじく
▶「え」が入力される

絵文字を入力する
1 2

文字入力画面で［記号］▶	
［絵文字］

絵文字一覧から「 」を軽く押す
	■絵文字一覧部分を上に指でなぞる
と、隠れている絵文字が表示され
ます。
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音声で文字を入力する
ここでは「テニス」と入力してみます。

1 2

文字入力画面で［ ］
	■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。

端末に向かって「テニス」と	
話す

3 4

文字が入力される 音声入力を終了するときは
［ ］
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文字をコピー／貼り付ける
1 2

文字入力画面でコピーする文
字を長く押し続ける

［コピー］

3

貼り付けたい位置を軽く押す
▶［ ］▶［貼り付け］
	■「 」を軽く押したままなぞると、
貼り付けたい位置を移動すること
ができます。

文字をすべて選択する 
ときは
文字を長く押し続ける▶［すべて選
択］と操作すると、入力されている文
字がすべて選択されます。
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かんたん操作
よく使う連絡先を利用する
よく連絡する相手を に登録して、手軽に電話をかけたり、メール
を送ることができます。
●連絡する相手を登録するには、事前に電話帳に登録してください（⇒54
ページ）。

よく使う連絡先に連絡先を登録する
1 2

ホーム画面で［ ］ ［OK］

3 4

登録する連絡先を軽く押す ホーム画面のよく使う連絡先
に登録した相手の名前が表示
される
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登録した連絡先を利用する
1 2

ホーム画面で［ ］ ［電話］／［SMS］／［メール］
	■それぞれの機能が起動します。
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音声検索ボタンを利用する
（音声検索ボタン）を押すと、Google アシスタントが起動し音声で

情報を検索したり、機能を利用できます。
●あらかじめGoogle アカウント設定を行い、ログインしてください（⇒8
ページ）。

音声検索ボタンで検索する（例：アラーム機能を使う）
1

画面点灯時に
音声検索ボタン
を押す

2

送話口に向かって「アラーム
を設定」と話す

3

アラームの設定画面が表示さ
れるので、アラームを設定す
る時間を話す

Google アシスタントで 
できること
音声検索や機能の起動以外にも、今日
の天気や予定を確認したり、マップ機
能と連携して、近くのお店を探したり
できます。
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画面メモを利用する
インターネットの利用中などに、気になる情報があったら画面メモを利用し
て画面を画像として保存しておくと便利です。

1 2

画像として保存したい画面で
［画面メモ］

［この画面を保存する］

保存した写真を見る
保存した画面は「写真／動画」から確
認できます（⇒	72ページ）。
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話

電話
を使って、手軽に電話を利用することができます。また、よく連絡す

る相手をよく使う連絡先（⇒42ページ）に登録しておけば、簡単に電話がかけ
られます。

電話をかける
電話番号を入力して電話をかける

1 2

相手の電話番号を入力
	■ダイヤルキーが表示されていないとき
は、「ダイヤル」を軽く押してください。

3 4

［発信］ 相手が電話を受けると通話開始
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話

5

通話を終了するときは［電話
を切る］
	■ を押しても通話を終了で
きます。

通話後録音を利用する
通話後録音は通話終了時に直前の通話の内容を後から
録音できるようになる機能です。通話を終了した際に、
「通話後録音」についてのメッセージが表示されるの
で、「利用する」を軽く押すと次回の通話から有効にな
ります。
以下の操作で設定することもできます。
ホーム画面で ▶［メニュー］▶［設定］▶［通話
音声メモ］▶［通話後録音］を軽く押してONにします。

通話音量を変更する
通話中に音量大／小ボタンを押すと
通話音量を変更できます。
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話

よく使う連絡先を利用して電話をかける
あらかじめよく使う連絡先に相手を登録しておいてください（⇒42ページ）。

1 2

ホーム画面で［ ］ ［電話］

3

相手が電話を受けると通話	
開始
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話

電話を受ける
1 2

電話がかかってきたら

	■「 」を右に指でなぞっても電話
に出ることができます。

通話をする

3

通話を終了するときは［電話を
切る］／

電話に出ることができない
ときは
電話に出ることができない場合は、留
守録を起動して、相手の伝言を録音で
きます。
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電話の履歴を確認／利用する
ここでは着信履歴を利用して電話をかける手順を説明します。

1 2

［着信履歴］／［発信履歴］

3 4

履歴を軽く押す ［発信］

EB1155_KGB.indb   50EB1155_KGB.indb   50 2023/01/27   19:48:152023/01/27   19:48:15



51

電
話

迷惑電話対策を利用する
振り込め詐欺やしつこいセールス、詐欺に多く使われる海外からの電話など
の危険な電話を、警告表示でお知らせします。
●無料で利用できます。

発着信時の画面について
※以下は、迷惑電話時の画面表示です。

発信時 着信時

危険な電話番号に発信すると
警告が表示されます。

危険な電話を着信すると警告
が表示されます。
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迷惑電話の発着信履歴を確認する
発着信履歴に、迷惑電話の可能性がある警告が表示された番号には、誤って電
話をかけないように、ご注意願います。

1 2

［着信履歴］／［発信履歴］▶迷惑
電話の発着信履歴画面が表示

迷惑電話の発着信履歴画面の見かた

②
①

③

①過去に犯罪に使用された電話番号
やしつこいセールスの電話番号の
発着信時に表示されます。

②ハローページなどに掲載されてい
る企業や公的機関の電話番号の発
着信時には、相手方の名称が表示
されるため安心です。

③詐欺に多く使われる海外電話番号
の発着信時に表示されます。
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■迷惑電話設定について
▶［メニュー］▶［設定］▶［迷惑電話対策］と操作して、発着信時の動作につ

いて設定できます。

■迷惑メール設定について
	• ▶［迷惑メール設定］と操作すると、迷惑メールについて設定できます。
	•迷惑SMSを受信すると、メールの「迷惑メール」受信フォルダに自動的に追加さ
れます。	

▶［迷惑メール］
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帳

電話帳
電話帳を利用する
よく連絡する相手は、電話帳に登録しておきましょう。
●赤外線通信を利用して、これまでお使いの携帯電話から電話帳を転送する
こともできます（⇒56ページ）。

電話帳を登録する
1 2

ホーム画面で［電話帳］ ［連絡先を作成］
	■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。

3 4

姓欄を軽く押す▶相手の姓を	
入力▶［次へ］▶相手の名を入
力▶［次へ］

相手のよみがなを確認▶［次
へ］▶［次へ］
	■よみがなを変更するときは、よみ
がな欄を軽く押して、よみがなを
入力します。
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帳

5 6

相手の電話番号を入力 「次へ」を2回軽く押す

7 8

相手のメールアドレスを入力 ［保存］
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帳

9

電話帳に登録される

赤外線通信を利用して電話帳を転送する
これまでお使いの携帯電話など、他の機器の電話帳を本機に転送して利用するこ
とができます。
	•本機と相手側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートが約20cm以内にまっすぐ向
き合うようにしてください。	

■電話帳を1件受信する
ホーム画面で［ツール］▶［赤外線］▶

［データを受信］▶相手側の機器で送信
操作▶本機と相手側の機器の赤外線
ポートを合わせる▶画面に従って操作

■電話帳を全件受信する
ホーム画面で［ツール］▶［赤外線］▶

［データを受信］▶相手側の機器で送信
操作▶本機と相手側の機器の赤外線
ポートを合わせる▶認証コード※を入
力▶［OK］▶画面に従って操作
※		認証コードは、転送前にあらかじめ
相手側の機器と取り決めた4桁の数
字です。送信側／受信側で同じ数字
を入力します。

赤外線ポート

20cm以内
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帳

電話帳を利用して電話をかける
1 2

ホーム画面で［電話帳］ 電話をかける相手を軽く押す

3 4

［電話］ 相手が電話を受けると通話	
開始
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メール
家族へのメール送信はよく使う連絡先からかんたんに作成、送信できます。ま
た、 （メールボタン）で手軽に受信メールを確認、返信することができま
す。

メールを送る
でメールを送信する

ここでは電話帳に登録している相手へメールを送信する手順を説明します。

1 2

	■Wi-Fi接続設定が表示されたとき
は、画面に従って操作してくださ
い。

［Eメール作成］
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3 4

宛先欄を軽く押し、［電話帳引
用］

メールを送信したい相手を軽
く押す
	■宛先選択画面が表示されたとき
は、送信したい宛先を軽く押して
ください。

5 6

件名欄を軽く押す▶件名を入
力

本文欄を軽く押す▶本文を入
力▶［完了］▶［送信］
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カメラで撮影した写真を送信する
カメラで撮影した写真などを以下の手順で添付できま
す。
メールの作成画面で［ファイルを添付］▶［静止画を選
択］▶［写真／動画］▶［1回のみ］▶送信する写真を軽
く押す
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よく使う連絡先でメールを送信する
1 2

ホーム画面で［ ］ ［メール］▶［メール］▶［1回の
み］

3 4

件名欄を軽く押す▶件名を入
力

本文欄を軽く押す▶本文を入
力▶［完了]▶［送信］
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メールを受信する
受信したメールを見る

1 2

メールを受信すると、
が点滅 	■受信したメールが1通の場合は、

メールの詳細画面が表示されま
す。

3 4

［受信フォルダ］ 確認するメールを軽く押す
	■メールの詳細画面が表示されま
す。
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受信したメールに返信する
1 2

返信したいメールを表示する ［返信］／［全員に返信］

3

本文欄を軽く押す▶本文を入
力▶［完了]▶［送信］
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SMSを送る
SMSとは、携帯電話どうしで電話番号を宛先として、メッセージのやりとり
ができるサービスです。

でSMSを送信する
1 2

［SMS作成（電話番号に送る）］

3 4

宛先欄を軽く押す▶［電話帳
引用］

SMSを送信する相手を軽く押
す
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5 6

本文入力欄を軽く押す▶本文
を入力▶［完了］

［送信］
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よく使う連絡先でSMSを送信する
1 2

ホーム画面で［ ］ ［SMS］

3 4

本文入力欄を軽く押す▶本文
を入力▶［完了］

［送信］
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SMSを受信する
受信したSMSを見る

1 2

SMSを受信すると、 が
点滅 	■受信したSMSが1通の場合は、

メッセージが表示されます。

3 4

［受信フォルダ］▶確認する
SMSを軽く押す

メッセージが表示
	■SMSを返信するときは、［返信］▶
本文入力欄を軽く押す▶メッセー
ジを入力▶［完了］▶［送信］と操作
します。
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インターネット
本機ならではの大画面でインターネットを利用して、お店のイベントや乗り
換え案内など、いろいろな情報を外出先で調べることができます。

情報を検索する
1 2

ホーム画面で［Yahoo!］
	■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。

検索欄を軽く押す▶検索文字
を入力▶［検索］

3

知りたい検索結果を軽く押す
（情報画面表示）

終了するときは
（ホームアイコン）を押して

ホーム画面に戻ります。
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ブックマークを利用する
ブックマークを登録する

よく閲覧する画面をブックマークに登録しておくと、次回から簡単な操作で
閲覧できます。

1 2

［ ］ ［ ］

ブックマークから表示する
1 2

［ ］▶［ブックマーク］▶	
［モバイルのブックマーク］▶
［Y!mobile］

利用するブックマークを	
軽く押す
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カメラ
静止画の撮影や動画の録画などが行えます。
●撮影するときは、本機をしっかりと持ち、アウトカメラ（⇒19ページ）をふ
さがないようご注意ください。

写真（静止画）を撮影する
1 2

ホーム画面で［カメラ］
	■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。

被写体にアウトカメラを向け
る
	■被写体を軽く押すとフォーカスを
合わせることができます。

3

［撮影］
	■写真（静止画）が自動で保存されます。

QRコードを読み取る
カメラを起動してQRコードにカメラ
を向けると、自動的に読み取ります。
「確認する」を軽く押して、読み取った
内容を確認できます。
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動画を撮影する
1 2

ホーム画面で［カメラ］
	■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。

被写体にアウトカメラを向け
る▶［録画］
	■被写体を軽く押すとフォーカスを
合わせることができます。

3

録画を終了するときは［停止］
	■撮影した動画が自動で保存されます。
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静止画／動画を確認する
1 2

ホーム画面で［写真／動画］
	■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。

確認する静止画／動画を	
軽く押す
	■動画には「 」が表示されます。

3

静止画／動画が表示される
	■動画を再生するには「 」または「動
画を再生」を軽く押してください。

撮影後のサムネイルから確
認する
撮影後は、撮影画面右下に撮影した静
止画／動画のサムネイルが表示され、
軽く押すと、最後に撮影した静止画／
動画が表示されます。
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Google レンズを利用する
1 2

ホーム画面で［カメラ］
	■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。

［ ］
	■初期設定の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。

3 4

調べたいものをカメラに写す
▶［ ］

カメラに写したものの名前など
の候補が表示
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オススメ機能
radiko+FMを利用する

radiko+FM（ラジコプラスエフエム）を利用すると、インターネットラジオの放
送を聴くことができます。また、京セラ3.5φType-C変換ケーブル（KYDFM1）
とイヤホン（市販品）を接続することでアナログFMラジオを聴くことができま
す。変換ケーブルとイヤホンがない場合、カメラプレートの枠を触りつづけるこ
とでラジオを聴くこともできます。ただし、受信環境などにより変換ケーブルと
イヤホンを使用したときよりノイズが多くなる場合があります。

インターネットラジオの放送を楽しむ
1 2

ホーム画面で［ツール］▶
［radiko+FM］
	■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。

指でなぞり、説明を読み進め
る▶［ラジコをはじめる］

3

放送局を軽く押す
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アナログFMラジオへ切り替える
1

放送局一覧画面で［ ］▶［FM
チューナー］

2 3

放送局を選択
	■周波数のバーを左右に指でなぞ
り、選択できます。
	■［ ］を軽く押すと放送局名から
選択できます。

［ ］

イヤホンなしでアナログ
FMラジオを聴く
カメラプレートの枠を触るとイヤホ
ンなしでアナログFMラジオを聴く
こともできます。

カメラプレート

EB1155_KGB.indb   75EB1155_KGB.indb   75 2023/01/27   19:48:352023/01/27   19:48:35



76

オ
ス
ス
メ
機
能

天気予報を見る
ホーム画面の「時刻／天気」には、現在地周辺の天気情報が表示されます。ま
た、「時刻／天気」を軽く押して、知りたい地域の天気を確認することができま
す。

知りたい地域の天気を設定する
1 2

ホーム画面で「時刻／天気」を
軽く押す
	■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。

［エリアを追加する］

3 4

画面に従って知りたい地域を
選択▶［追加］

［戻る］
	■設定した地域の天気情報が表示さ
れます。
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地図を利用する
地図を表示します。
●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。

地図を表示する
1 2

ホーム画面で［マップ］ 地図が表示される

地図の詳しい操作を確認する
詳しい操作方法は、アプリのヘルプを参照してくださ
い。
マップ画面で［ ］▶［ヘルプとフィードバック］▶［ヘ
ルプ］
	•「 」の表示については、お客様のGoogle アカウント
の登録情報によって異なります。
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周辺の情報を確認する
1 2

ホーム画面で［マップ］
	■現在地の地図が表示されます。表
示されないときは、 を軽く押し
てください。

確認する場所の地図を表示▶
検索欄を軽く押す

3

目的の情報（「レストラン」や
「病院」など）を入力▶［検索］
	■検索結果が表示されます。
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押すだけサポートを利用する
「サポート」アプリを軽く押すだけで、本機の症状を確認してくれます。症状が
あてはまらない場合や、症状を改善できない場合は、アプリから直接「かんた
んスマホカスタマーセンター」に電話をかけることもできます。
●「かんたんスマホカスタマーセンター」への通話は無料となります。
●押すだけサポートは、京セラ株式会社にて特許取得済みです。
●詳しくは、取扱説明書／オンラインマニュアルを参照してください。
https://www.ymobile.jp/s/UKADW

本機の症状を診断する
1 2

ホーム画面で［サポート］
	■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。

気になる症状を軽く押す
	■画面に従って操作してください。

かんたんスマホ	カスタマーセンターへ問い合わせる
1 2

押すだけサポート画面で［電
話をかける］

［発信］
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ニュースを利用する
Yahoo!ニュースを利用して、どこにいても最新のニュースを見られます。
国内外の重要なニュースが配信されます。

ニュースを見る
1 2

ホーム画面で［ニュース］
	■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。

確認するニュースのカテゴリ
（タブ）を軽く押す

3 4

確認するニュースの見出しを
軽く押す

ニュースが表示

EB1155_KGB.indb   80EB1155_KGB.indb   80 2023/01/27   19:48:392023/01/27   19:48:39



81

オ
ス
ス
メ
機
能

地域を設定する
1 2

ホーム画面で［ニュース］
	■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。

画面を下に指でなぞる▶［ ］

3 4

［地域設定］ ［地域を設定する］
	■以降は画面に従って操作してくだ
さい。

地域を設定すると
設定した都道府県ごとのニュースを見ることができます。
機能別に地域を変更することもできます。
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LINEを利用する
いつでもどこでもかんたんにメールや音声・ビデオ通話が楽しめるコミュニ
ケーションアプリ。文字も大きく、スムーズにメールのやり取りが行えます。
また20,000種類以上のスタンプと絵文字で、文字だけでは伝わらない気持
ちを相手に伝えることができます。

LINEを設定する
1 2

ホーム画面で［LINE］ ［新規登録］

3

以降は画面に従って、操作

	•お客様の状況によりLINEアプリが
ダウンロード／インストールされ
ていない場合がありますので、Play
ストアより入手してください	
（⇒	101ページ）。

EB1155_KGB.indb   82EB1155_KGB.indb   82 2023/01/27   19:48:402023/01/27   19:48:40



83

オ
ス
ス
メ
機
能

乗換案内を利用する
電車、バス、飛行機などの経路検索はもちろん、住所や電話番号、お店や会社名
などでのルート検索が可能です。

経路や時刻などを調べる
1 2

出発欄を軽く押す▶出発地を
入力

3

到着欄を軽く押す▶到着地を
入力

ホーム画面で［Y!乗換案内］

4 5

確認するルートを軽く押す

6

［検索］
	■結果一覧が表示されます。

ルートの詳細が表示
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アラームを利用する
アラームを設定し、目覚まし時計として使ってみましょう。
指定した曜日などに、繰り返し動作させることもできます。

アラームを設定する
1 2

ホーム画面で［アラーム］ ［メニュー］▶［追加］

3 4

時刻を設定▶［OK］ アラームが になったこと
を確認
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アラーム動作時の操作
アラーム設定時刻になると、アラーム音やバイブレータでお知らせします。

1

アラームを止めるときは、画
面上部のアラームのお知らせ
を軽く押す▶［止める］
	■「スヌーズ」を軽く押すと、設定し
た時間後に再度アラームが動作し
ます。

アラームの繰り返しを設定する
アラームの一覧画面で設定するアラームの［詳細］▶［繰り返し］（ 表示）▶動作
させる曜日などを軽く押す▶［閉じる］
	•青色の曜日にアラームが動作します。	

スヌーズの時間を設定する
アラーム一覧画面でスヌーズの設定をするアラームの［詳細］▶［スヌーズなし］／

［スヌーズ：XX分］▶スヌーズ時間を軽く押す▶［閉じる］
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カレンダーで予定を管理する
カレンダーに予定を登録して管理できます。
●あらかじめGoogle アカウントの設定を行い、ログインしておいてくださ
い（⇒8ページ）。

予定を登録する
1 2

ホーム画面で［カレンダー］ 予定を登録する日を軽く押す
▶［予定を作成］

3 4

タイトル欄を軽く押す▶タイ
トルを入力▶［次へ］▶場所を	
入力

開始の時刻を軽く押す
	■開始／終了時間を設定しないとき
は「終日」にチェックを入れて手順
❽に進んでください。
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5 6

開始時刻を設定▶［OK］ 終了の時刻を軽く押す

7 8

終了時刻を設定▶［OK］ ［完了］
	■予定が登録されます。
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登録した予定を確認する
1 2

ホーム画面で［カレンダー］ 予定が登録されている日を軽
く押す▶もう一度軽く押す

3 4

確認する予定を軽く押す 予定の詳細が表示される
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うごくまを利用する
「うごくま」とはウォーキング（散歩）の習慣化を応援してくれるアプリです。
「うごくま」とのやりとりを楽しみながらウォーキングを習慣づけられます。

うごくまでできること（画面の見かた）
うごくまからのコメントを読んだり、会話をすることができます。また、歩数、
歩行距離、消費カロリーの記録を確認できます。

①コメント／会話
「こたえる」を軽く押すと会話でき
ます。

②生活チェック
③歩数
④歩行距離
⑤設定
⑥うごくま
コメントにあわせて表情がかわっ
たり、季節の行事にあわせて着替
えもします。

⑦消費カロリー

うごくまを利用する
1 2

ホーム画面で［歩数計］ 利用規約、プライバシーポリ
シーを確認して［上記に同意
してはじめる］

⑤

⑥

⑦

②

①

③

④
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3 4

［次へ］
	■画面に従ってアプリの権限を許可
してください。

［Googleでサインイン］を軽
く押してアカウントを選択
	■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。

5 6

［次へ］ ［ ］／［ ］を軽く押して
一日の目標歩数を増減▶［登
録］
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7 8

うごくまが表示されたら、［こ
たえる］

うごくまへの返事を軽く押す
うごくまとの会話を楽しみましょう！

生活チェックを利用する
生活チェックとは、フレイルのリスクを確認するチェックリストです。

1 2

［生活チェック］
	■うごくまが生活チェックについて話している
ときは［こたえる］を押しても利用できます。

［開始］
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3 4

項目を選択して［次へ］
	■画面に従って回答します。

チェック結果が表示

歩数／歩行距離／消費カロリーの詳細を見る
ここでは歩数の詳細画面を例に説明しています。

1 2

うごくまの画面で［歩数]／［歩
行距離］／［消費カロリー］

詳細画面を表示
	■「日別」／「週別」／「月別」のタブを軽
く押して表示を切り替えられます。
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画面録画を利用する
スマホ教室などで操作を教えてもらうときに、教えてもらった操作やその場
の音声をそのまま本機に保存しておき、あとからいつでも見ることができま
す。

画面を録画する
1 2

ホーム画面で［ツール］▶［画
面録画］

［録画開始］
	■録画したい操作を行います。

3

操作後［■録画停止］

保存した動画を見る
保存した動画は「写真／動画」から確
認できます（⇒	72ページ）。
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その他の機能
壁紙や音を設定する
壁紙や着信音を変更して、自分好みのスマホにしましょう。

画面の壁紙を変更する
カメラで撮影した写真を、ホーム画面とスタート画面の壁紙に設定する方法
を説明します。

1 2

ホーム画面で［設定］▶［壁紙
と画面表示］▶［壁紙］

［画像を選択］

3 4

設定する写真を軽く押す▶
［壁紙に設定］

設定する画面を選択する
	■壁紙に設定されます。
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電話の着信音を変更する
あらかじめ登録されている着信音から選んで、電話の着信音に設定する方法
を説明します。

1 2

ホーム画面で［設定］▶［音と
マナーモード］

［着信音］

3

設定する着信音を軽く押す▶
［OK］
	■着信音を軽く押すと、着信音が再
生されます。

緊急ブザーを利用する
本機では、緊急用のブザーとして、大音量の音を鳴らすことができます。

緊急ブザーを鳴らす
1 3
電源ボタンを長押し

2

［緊急ブザー］ ［開始］
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緊急ブザーを止める
1

ブザー鳴動中に［停止］
	■本機の各ボタンを押しても、緊急
ブザーを止めることができます。

みまもりサービスを利用する
離れて暮らす家族があなたをスマホアプリでみまもることができるサービス
です。
●サービスの詳細についてはこちらをご確認ください。
https://mimamori.mb.softbank.jp/

みまもる方（ご家族など）の設定をする
はじめに、あなたをみまもる方（ご家族など）がサービスの設定を完了する必要が
あります。
みまもる方に下記QRコードまたはURLよりアプリをダウンロードして、設定を完
了していただくようお伝えください。
https://mimamori.mb.softbank.jp/dl/mimamoru
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みまもられる方（本機）の設定
あなたをみまもる方が設定完了後に、招待メールが届きます。
●詳しい操作は「メールを受信する」（⇒62ページ）をご参照ください。

1 2

招待メール内のアプリへのリ
ンクを軽く押す▶［開く］▶［ア
プリを開く］
	■みまもりサービスアプリが起動し
ます。

［次へ］（4回）▶［同意する］

3 4

みまもる方の名前を確認▶
［登録に進む］

みまもる方の記念日（誕生日
など）を入力▶［登録する］

5

完了のメッセージが表示▶
［閉じる］
	■本機での設定はこれで完了です。
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本機の無断使用を防ぐ
本機のセキュリティを強化して、第三者の無断使用を防ぎましょう。

スタート画面のセキュリティ
スタート画面のセキュリティを解除するとき、あらかじめ設定した「ロック
No.」を入力しないと、解除できないようにします。

1 2

ホーム画面で［設定］▶［ス
タート画面とセキュリティ］

「セキュリティの種類」の［変
更］を軽く押す

3 4

［ロックNo.］ ロックNo.（お好きな４桁以上
の数字）を入力▶［次へ］

5 6

同じロックNo.をもう一度入
力▶［確認］

スタート画面に表示する通知
範囲を軽く押す▶［完了］
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スタート画面のセキュリティ解除時の操作
スタート画面のセキュリティを解除するとき、ロックNo.入力画面が表示さ
れます。

1 	•ロックNo.は、スタート画面のセ
キュリティの解除方法を変更する
ときにも必要になります。お忘れに
ならないようご注意ください。

ロックNo.を入力▶［OK］
	■スタート画面のセキュリティが解
除されます。
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無線LAN（Wi-Fi）機能を利用する
ご家庭内の無線LAN（Wi-Fi）のアクセスポイント（ルーター）に接続して、イ
ンターネットを利用してみましょう。

アクセスポイントに接続する
パスワードを入力してアクセスポイントに接続する方法を例に説明します。

1 2

ホーム画面で［設定］▶［Wi-
Fi］

接続するアクセスポイントを
軽く押す
	■近くにあるアクセスポイントが表
示されます。
	■ ／ を軽く押すたびに
Wi-FiのON/OFFが切り替わりま
す。

3 	•お使いの環境によっては、通信速度
が低下する場合やご利用になれな
い場合があります。
	•アクセスポイントによっては、パス
ワードの入力が不要な場合もあり
ます。

アクセスポイントのパスワー
ドを入力▶［接続］
	■アクセスポイントに接続されます
（ 表示）。
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新しいアプリを追加する
スマホの醍醐味は、新しいアプリを追加できることです。
Google Play™でアプリを探して、入手（ダウンロード）しましょう。

Google Playから入手する
Google Playで、キーワードを入力してアプリを検索し、入手する方法を例に
説明します。
●あらかじめ、Google アカウントの設定を行い、ログインしておいてくださ
い（⇒8ページ）。
●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。

アプリの追加について
入手したアプリは、自動的に本機のホーム画面の空きスペースに追加されます。

1 2

ホーム画面で［Play ストア］
	■Google Play画面が表示されます。

検索欄を軽く押す

3 4
入手するアプリを軽く押す
	■以降は画面に従って操作してくだ
さい。

アプリのキーワードを入力▶
［検索］
	■検索結果が表示されます。
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本機のデータを他のスマホにコピーする
本機の中のデータを、他のスマホにアプリを使ってかんたんにコピーするこ
とができます。
●あらかじめコピー先のスマホにも「かんたんデータコピー」アプリをイン
トールしておいてください。
●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。

かんたんデータコピーを利用する
1 2

ホーム画面で［ツール］▶
［データコピー］

［はじめる］

3 4

利用規約に同意（「 」表示）し
て［次へ］▶［権限許可へ］▶［次
へ］

データをコピーするパターン
を軽く押す▶［次へ］

EB1155_KGB.indb   102EB1155_KGB.indb   102 2023/01/27   19:48:582023/01/27   19:48:58



103

そ
の
他
の
機
能

5 6

相手端末の「かんたんデータ
コピー」アプリを起動▶［はじ
める］▶［次へ］

相手端末と同じ画面になった
か確認▶［両方ともこの画面
になった］

7 8
［カメラ起動］（今までの端
末）／［QR表示］（新しい端末）
	■以降は画面に従って操作してくだ
さい。

［今までの端末］／［新しい端
末］▶［次へ］
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困ったときは？
	Q ソフトウェア更新やアプリのバージョンアップのメッ
セージが表示されたが、どうしたらよい？
	A 本機や各アプリは品質改善や機能の追加のため、アップデートを行
うことがあります。その際、操作方法が変更になったりすることが
ありますので、機能の追加や操作方法の変更などに関する情報は、
ワイモバイルのホームページや各アプリの提供元のホームページ
などをご覧ください。
	A ソフトウェア更新の手順は「ソフトウェア更新」（⇒	108ページ）を
ご参照ください。

	Q 画面上部の充電ランプや電話／メールボタンが点滅／
点灯したままになっている
	A 本機では電話やメール、その他通知がある場合や充電中などに充電
ランプやボタンを点滅／点灯してお知らせします。

	Q ステータスバーにたくさん通知アイコンが表示されて
消えない
	A 通知アイコンは通知パネルで通知を確認、削除したり、電話の不在
着信や新着メールを確認すると消えます。

	Q 利用しなくなったアプリを削除したい
	A 不要になったアプリは以下の手順で削除できます。
❶  ホーム画面で不要になったアプリのアイコンを長く押し続ける
▶［アプリ情報］

❷		［アンインストール］▶［OK］

	Q アプリからの通知が多くて困っている
	A 以下の手順で通知の設定ができます。
❶  ホーム画面で［設定］▶［その他］▶［通知］▶［アプリの設定］
❷  各アプリの右側の「ON」／「OFF」を軽く押して設定
•	「●●（アプリ名）」を軽く押す▶「●●（アプリ名）のすべての通
知」を「OFF」にすると、対象のアプリからの通知をすべてOFF
にできます。
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	Q アプリ権限の確認画面がでるけど、許可していいの？
	A アプリによっては初めて起動すると、本機の機能や情報にアクセス
する権限を許可するかどうかの確認画面が表示されます
（⇒	26ページ）。お買い上げ時にインストールされているアプリ
は、お客様の不利益になる動作は行いませんので、「許可」を選択し
てください。

	Q 電源が入らなくなった
	A 以下の内容を確認してください。
•	電池切れになっていませんか？（⇒	21ページ）
•	電源ボタンを画面が点灯するまで長く押していますか？

	Q 画面が動かなくなった／操作できなくなった／電源が
切れなくなった
	A 電源ボタンと音量大ボタンを同時に11秒以上長く押すと強制的に
再起動します。
※	強制的に再起動する操作のため、データおよび設定した内容など
が消えてしまう場合がありますのでご注意ください。

	Q 充電ができなくなった
	A 以下の内容を確認してください。
•	ACアダプタの電源プラグがコンセントまたはアクセサリーソ
ケットに正しく差し込まれていますか。
•	ACアダプタと本機が正しくセットされていますか
（⇒	21ページ）。
•	本機または電池温度が高温または低温になっていませんか？	
温度によって充電を停止する場合があります。
•	USB	Type-C接続端子などが汚れていませんか？

	Q ボタン／タッチパネルの操作ができなくなった
	A 以下の内容を確認してください。
•	電源は入っていますか？
•	スタート画面のセキュリティを解除していますか？
（⇒	25ページ）
•	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。
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	Q 電池がすぐに切れてしまう
	A 以下の内容を確認してください。
•	十分に充電されていますか？赤色の充電ランプが緑色に変わるま
で、充電してください。
•	圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外
時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電
力を消費しています。圏外が続く場所では機内モードを［ON］に
するか、電源を切ってください（⇒	22、	33ページ）。
•	内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間
が次第に短くなっていきます。十分に充電してもお買い上げ時に
比べて使用時間が極端に短くなった場合は、裏表紙の「お問い合わ
せ先」または、ワイモバイルショップまでお問い合わせください。

	Q USIMカードが認識されない
	A 正しく取り付けられているか確認してください（⇒	127ページ）。

	Q eSIMが認識されない
	A 裏表紙の「お問い合わせ先」または、ワイモバイルショップまでお問
い合わせください。

	Q QRコードを読み取りたい
	A 本機ではカメラアプリでQRコードを読み取ることができます
（⇒	70ページ）。

	Q 端末動作が不安定
	A お買い上げ後に本機へインストールしたアプリにより不安定になっ
ている可能性があります。セーフモード（お買い上げ時に近い状態で
起動させる機能）で起動して症状が改善される場合には、インストー
ルしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合
があります。次の方法でセーフモードを起動してください。
•	電源がONの場合は、電源ボタンを1秒以上長く押す▶［電源を切

る］を長く押し続ける▶［OK］と操作すると、本機が再起動して
セーフモードで起動できます。
セーフモードが起動すると画面左下に「セーフモード」と表示されま
す。セーフモードを終了させるには、本機を再起動してください。
※	事前に必要なデータをバックアップしてからセーフモードをご
利用ください。
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	Q 電話がかけられなくなった
	A 以下の内容を確認してください。
•	電源は入っていますか？
•	USIMカードが挿入されていますか？
•	eSIMが無効になっていませんか？
•	電話番号が間違っていませんか？	
（市外局番から入力していますか？）
•	電話番号入力後、「発信」を軽く押していますか？（⇒	46ページ）
•	「機内モード」が設定されていませんか？（⇒	33ページ）

	Q 電話がかかってこない、通話ができない
	A 以下の内容を確認してください。
•	電波は十分に届いていますか？
•	サービスエリア外にいませんか？
•	電源は入っていますか？
•	USIMカードが挿入されていますか？
•	eSIMが無効になっていませんか？
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付録
ソフトウェア更新

ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには
更新ができます。確認／更新には、通信料はかかりません。

■ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
■本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄さ
れることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしてお
くことをおすすめします。なお、データ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。

■電波状況のよいところで、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分あ
る状態で操作してください。更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなく
なったりすると、更新に失敗することがあります。更新に失敗すると本機が使用で
きなくなることがあります。

ソフトウェア更新を行う
❶ ホーム画面で［設定］
❷ ［ソフトウェア更新］
❸ ［アップデートをチェック］

	■以降は、画面に従って操作してください。

ソフトウェア更新が完了すると
画面に従って再起動をすると、ソフトウェア更新が完了します。
	•ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、 （電源ボタン）と
（音量大ボタン）を同時に11秒以上長押しして本機を再起動してください。それ
でも起動しないときは、お問い合わせ先（⇒	147ページ）までご連絡ください。

マナーとルールを守り安全に	使用しましょう
		こんな使いかたはやめましょう

本機をご利用になるときに、誤った使いかたをするとけがや故障の原因となります。

分解・改造
分解や改造をしないでください。
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外部接続端子の接触禁止
外部接続端子に金属などを触れさせないようにしてくださ
い。

指定品以外の使用
本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用し
ないでください。

加熱の禁止
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に本機を入れて
加熱しないでください。

運転中
自動車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されてい
ます。車を安全なところに停車させてからご使用ください。

		こんな場所では電源を切りましょう

航空機内
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社
の指示に従いましょう。

病院内
病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの
場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従いま
しょう。

混雑した場所など
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着
した方が近くにいると、動作に悪影響を与えることがあり
ます。
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映画館・劇場・美術館など公共の場所
静かにすべき公共の場所で本機を使用すると、周囲の方へ
の迷惑になります。

マナーを守るための便利な機能
	■マナーモード

電話がかかってきたときなどに、着信音が鳴らないように設定できます。
	■簡易留守録

電話に出られないとき、相手の伝言メッセージを本機に録音します。
	■機内モード

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

安全上のご注意（必ずお守りください）
■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未
然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害
の程度を説明しています。

危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う
危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う
可能性が想定される」内容です。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想
定される場合および物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1	重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、
および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2	軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを
指します。

※3	物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
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分解してはいけないことを示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを
示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号で
す。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

1.本機、ACアダプタ（オプション品）、USIM
カードの取り扱いについて（共通）

危険
高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こ
たつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保
管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れ
たり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが
付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水／防塵性能については以下をご参照ください。
⇒	130ページ「防水／防塵／耐衝撃性能について」

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充
電しないでください。
また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないで
ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
⇒	130ページ「防水／防塵／耐衝撃性能について」
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本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類
のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしない
でください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ご注意いただきたい例
•	ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだり
する
•	上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
•	ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
•	電車やバスなどの座席シートに挟み込む

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでくださ
い。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
⇒	130ページ「防水／防塵／耐衝撃性能について」

充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿
など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
⇒	130ページ「防水／防塵／耐衝撃性能について」

オプション品は、ワイモバイルが指定したものを使用してください。
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火
災、やけど、けが、感電などの原因となります。

警告
充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触さ
せたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。
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お手入れの際は、消毒液や水分が隙間、外部接続端子、受話口／スピー
カー、送話口／マイク部に入らないようにしてください。
本機の破損により、けが、感電などの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してく
ださい。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち
入る場合は必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は中止し
てください。
可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従って
ください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意
し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により、爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常
がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
•	電源プラグをコンセントから抜く。
•	本機の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となりま
す。

注意
破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでくだ
さい。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでく
ださい。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水／防塵性能については以下をご参照ください。
⇒	130ページ「防水／防塵／耐衝撃性能について」

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いか
たをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。
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乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。
SD／USIMカードトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意
ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

本機を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなることがあ
りますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってし
まったりするなどして、意図せず継続して触れることがないようご注意
ください。
アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本機
やACアダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直
接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、か
ぶれ、低温やけどなどの原因となります。

2.本機の取り扱いについて

危険
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、
踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で
洗った後、ただちに医師の診療を受けてください。
本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

警告
赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。
目に悪影響を及ぼすなどの原因となります。

赤外線通信利用時に、赤外線ポートを赤外線装置のついた家電製品など
に向けて操作しないでください。
赤外線装置の誤動作により、事故などの原因となります。

モバイルライト／ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させな
いでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけ
がなどの事故の原因となります。

自動車などの運転者に向けてモバイルライト／ライトを点灯、発光しな
いでください。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
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点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

本機内のSD／USIMカードトレイの挿入口（カードスロットキャップ）
に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッター
の刃やホチキスの針など）、燃えやすいものなどの異物を入れないでく
ださい。
また、USIMカードやSDカードの挿入場所や向きを間違えないでくだ
さい。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

緊急ブザーを鳴らす場合は、耳元で鳴らさないでください。
難聴など耳への障害の原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定し
てください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に
従ってください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せ
られることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となりま
す。

スピーカーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っている
とき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生など
をする場合は、適度なボリュームに調節してください。
スピーカーに設定して通話すると、本機から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があ
ります。
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となりま
す。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となり
ます。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意して
ください。
突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を
及ぼす原因となります。
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医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしく
は販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源
を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となりま
す。
※	ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の
医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカ
および植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、
各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について
ご確認ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露
出した本機の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

内蔵電池内部の物質が漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに使用
をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因
となります。

注意
ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、
本機をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚
や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合
は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けて
ください。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となり
ます。不要となった本機は、ワイモバイルショップなど窓口にお持ちい
ただくか、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
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内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつ
けないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合
は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後ただちに医師の診療を受けて
ください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波に
よる影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となり
ますので、その場合はただちに使用を中止してください。

本機の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師
の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じること
があります。
各箇所の材質については以下をご参照ください。
⇒	120ページ「材質一覧」

本機の受話口／スピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているた
め、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを
確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとって
ください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

3.ACアダプタ（オプション品）の取り扱いについて

警告
ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したらACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでくださ
い。また、充電端子に手や指など、体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な
力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
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コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップな
どの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使
用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

本機にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないで
ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でACアダプタのコードや充電端子、電源プラグに触れないで
ください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電し
てください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となりま
す。
ACアダプタ：AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流コンセン
トのみに接続すること）

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因とな
ります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでくださ
い。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く場合は、ACアダプタのコードを引っ
張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜いてください。
ACアダプタのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電
などの原因となります。

本機にACアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理
な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となりま
す。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、ただちに使用をやめてくださ
い。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となり
ます。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因とな
ります。
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水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直
ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となり
ます。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意
コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでくだ
さい。
やけどなどの原因となります。

4.USIMカードの取り扱いについて

注意
USIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断
面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

5.医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機
器を装着されている場合は、装着部から本機を15cm以上離して携行お
よび使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび
植込み型除細動器以外の医用電気機器をご使用になる場合には、電波に
よる影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認くださ
い。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれが
ある場合には、事前に本機を電波の出ない状態に切り替えてください
（機内モードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用
電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電
気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
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医療機関内における本機の使用については、各医療機関の指示に従って
ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

6.材質一覧
■本体

使用箇所 使用材質 表面処理
外装ケース（ディスプレイ側） PC+GF樹脂 生地・シボ加工

メッキアンテナ
外装ケース（背面カバー）
ボタン（電話ボタン、ホームボタン、メー
ルボタン、電源ボタン、音量大／小ボタ
ン、音声検索ボタン）

PC樹脂 アクリル系UV硬化
塗装

受話口／スピーカー（メッシュ部） ナイロン樹脂 撥水加工
カードスロットキャップ PC樹脂、シリコン

ゴム
アクリル系UV硬化
塗装

SD/USIMカードトレイ POM樹脂 刻印
ディスプレイ 化学強化ガラス 防汚ハードコート
アウトカメラ（レンズ部） 化学強化ガラス 防汚ハードコート
モバイルライト PMMA樹脂 アクリル系UV硬化

塗装
カメラリング アルミ合金 アルマイト

お願いとご注意
性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、
正しくご使用ください。

ご利用にあたって
● 本機に登録された電話帳／メール／音楽／写真／動画などの内容は、事故や故障／
修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控え
をお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、
当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
●一般電話／ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合
がありますので、なるべく離れてご使用ください。
●通話中、インターネット利用中、メールなどの利用中や充電中など、ご使用状況に
よっては本機、USIMカードが温かくなることがありますが異常ではありません。
●初めてご使用になるときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に充電してく
ださい（充電中、内蔵電池が温かくなることがありますが異常ではありません）。
●内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これ
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はリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
●本体（カードスロットキャップの挿入口）に貼ってある製造番号の印刷されたシー
ルはお客様のワイモバイル携帯電話が電波法および電気通信事業法により許可さ
れたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
●本機に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わない）など
は、機種変更／故障修理などによるワイモバイル携帯電話の交換の際に引き継ぐこ
とはできませんので、あらかじめご了承ください。
●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
●偏光サングラスなどをかけた状態でディスプレイを見ると、角度によっては暗く見
えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意ください。
●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いくだ
さい。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合がありま
す。
●データを再生中に無理なボタン操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる
動作をする場合があります。
●周囲の明るさは明るさセンサーで感知しています。指などで覆わないようにご注意
ください。
●近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し通話中にディスプレ
イの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。
●近接センサーが汚れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布で
センサー部を乾拭きしてください。
●写真撮影で写真撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影、ブラウ
ザなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、本機の一部が温かくなり、長時間皮
膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますので、ご注意ください。
●操作方法や使用環境によっては、本機の内部温度が高くなり熱くなることがありま
す。その際には安全のため、充電等一部機能が停止する場合があります。また、内部
温度が高い状態のまま使用し続けると、電源が切れますのでご注意ください。
●外部接続端子接続中に温度エラーなどのメッセージが表示された場合は、ただちに
ケーブルを抜いてください。
●長時間お使いになった後、取り外したSDカードが温かくなっている場合がありま
すが故障ではありません。
●静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所でのSDカードの使用や保管は避けてく
ださい。
● SDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディアにバックアップしてくだ
さい。SDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害につ
いて、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本機でスタート画面のセキュリティ解除用のパターン／ロックNo.／パスワード
を設定した場合は、お忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、
最寄りのワイモバイルショップにて所定の手続きが必要となります。その際、お客
様が登録／設定した内容が消失しますのでご了承ください。
●本機では、Google が提供する Google Play 上より、さまざまなアプリのインストー
ルが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリの内容（品質、信
頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など）およびそれに起因するすべて
の不具合（ウイルス等）につきまして、当社は一切の保証をいたしかねます。
● Google Play など、Googleのサービスを利用するにはGoogle アカウントの設定が
必要です。Google アカウントは各種設定機能や同期機能などでも使用しますの
で、メモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意ください。
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● 改造された本機は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は
電波法および電気通信事業法に抵触します。
本機は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法
に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技適マーク
」を次の操作で確認できます。

＜確認方法＞ホーム画面で［設定］▶［その他］▶［技術基準適合証明］
本機の内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基
準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に
抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
●本機の緊急通報は、ワイモバイルサービスエリア内でのみご利用になれます。
●本機に搭載されているソフトウェアを変更、または改変されたソフトウェアを本機
にインストールしないでください。ソフトウェアの改造とみなし、当社は一切の保
証をいたしかねます。

お取り扱いについて
● 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりま
すので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いも
のの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象
外となります。
●極端な高温・低温・多湿はお避けください（周囲温度5℃～35℃、湿度35％～90％
の範囲内でご使用ください）。
•ACアダプタ（オプション品）
●極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～
40℃であれば一時的な利用は可能です。）、湿度35%～90%の範囲内でご使用くだ
さい。
•本体
●外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不
良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて端子部を変形、傷つ
けないようにご注意ください。
●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン／シンナー／洗剤などを
用いると外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。
●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、内蔵電池の容量
が低下し利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くなります。で
きるだけ常温でお使いください。
●長期間使用しない場合には、高温多湿を避けて保管してください。ただし、長期間充
電をしない場合、本機内のデータが消失することがありますのでご注意ください。
●内蔵電池には寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生し
ている場合は寿命ですので、内蔵電池を交換してください。内蔵電池の交換につい
ては、ワイモバイルショップもしくはお問い合わせ先（⇒147ページ）までお問い合
わせください。なお、寿命は使用状態により異なります。
●本機を普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の
有効利用をはかるため、不要となった本機の回収にご協力ください。
ワイモバイルショップなどでご使用済み内蔵電池の回収を行ってお
ります。
●本機で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部
に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。
故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
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● 強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発
生や、破損の原因となることがあります。
●本機のディスプレイ部には透明度の高いガラス素材（強化ガラス）を使用している
ため、表面に曇りや手あか、ほこりなどによる汚れが目立つ場合があります。その際
は、乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
●ディスプレイやカメラを硬いものでこすったりして傷つけないようご注意くださ
い。
●ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材
にあたらないようにしてください。
●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場
合、本機内に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での
使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
●エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結
露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
●強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
●落下などにより本機の塗装表面に傷を付けないようにご注意ください。水等の付着
が続くと塗装表面が剥がれる場合があります。
●本機のディスプレイは、屋外や蛍光灯の下などの明るい場所では見えにくい場合が
ありますが、故障ではありません。
●ご使用にならないときは、ACアダプタ（オプション品）の電源プラグをコンセント
から外してください。
● ACアダプタ（オプション品）のケーブルをプラグに巻きつけないでください。感電・
発火・火災の原因となります。
● USIMカードは、ワイモバイルからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・
破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場
合、盗難・紛失の場合は、ワイモバイルショップもしくはお問い合わせ先（⇒147
ページ）までお問い合わせください。また、解約などで不要になったUSIMカードは
ワイモバイルショップまでお持ちください。
● USIMカードの取り外し、および取り付け時には、必要以上に力を入れないように
してください。
●他のICカードリーダー／ライターなどに、USIMカードを取り付けて故障した場合
は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
● USIMカードのIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
● USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。
● USIMカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となりま
す。
● SDカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとSDカード
を利用することができません。

タッチパネルについて
● タッチパネルは指で操作してください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いものでの操
作は正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破損の原因とな
る恐れがあります。
●以下の場合はタッチパネルが動作しない、もしくは誤動作の原因となりますので、
ご注意ください。
•ディスプレイにシールや市販のシート類を貼った場合
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•ディスプレイ表面が汚れている場合
•爪の先で操作した場合
●ディスプレイに金属などの導電性物質が近づくとタッチパネルが誤動作する場合
がありますので、ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際はご注意ください。
●タッチパネル(ディスプレイ)に触れていないのに本機が勝手に動作したり、触れて
も本機が反応しない場合は、 （電源ボタン）を押して画面を一旦消灯させた
後、再度 （電源ボタン）を押して画面を点灯させてから操作してください。

カメラ機能について
● カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼
付けを起こすことがあります。
●本機を暖かい場所に長時間置いていて写真を撮ったり、保存したりしたときは画像
が劣化することがあります。
●カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗
く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い
点などが出ますのでご了承ください。
●蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカ（人の目では感じられない、ご
く微妙なちらつき）を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合があります
が、故障ではありません。
●カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、機
器の内部部品の動作音で異常ではありません。
●写真撮影で写真撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を繰り返
し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低
温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
●ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
●お客様が本機のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを
行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
●大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影
されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
●故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ（以下「データ」といいま
す）が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失した
データの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一
切の責任を負いません。
●カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行
うことはやめてください。

音楽／動画機能について
● 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画を視聴しないでくだ
さい。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています
（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも
周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交
通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える場
合がありますのでご注意ください。
●電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意くださ
い。
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緊急速報メールについて
● お買い上げ時、受信設定は有効となっています。
●マナーモード中の受信時は、バイブレーションもしくは通知表示のみで、警告音は
鳴動しません。
※	「緊急速報メール」の設定で、「常に最大音量で通知音を鳴らす」がONのときは、
マナーモードの設定が無視されます。

● 通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できないことがあります。
●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。
●受信設定を有効にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。
●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。

Bluetooth®機能について
	■周波数帯について

本機のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使
用します。
・2.4FH1/XX1

2.4FH1/XX1

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式等を採用し、与干渉
距離は約10m以下です。

2.402GHz～2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可
であることを意味します。

	■Bluetooth®についてのお願い
● 本機のBluetooth®機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取得していま
す。一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがあります。海外
でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
● Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電
波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を
最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響に
よって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
●通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なり
ます。

	■Bluetooth®ご使用上の注意
本機のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レン
ジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラ
インなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の
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小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されていま
す。
1.本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認して
ください。

2.万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速や
かに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）し
てください。

3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ワイモバイルショップもしく
はお問い合わせ先（⇒147ページ）までお問い合わせください。

	•本機はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではありませ
ん。したがって、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するものではあり
ません。
	•無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュリ
ティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリ
ティが十分でない場合が考えられます。	
Bluetooth®によるデータ通信を行う際はご注意ください。
	• Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、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。

Wi-Fi（無線LAN）について
	■周波数帯について

本機のWi-Fiは、2.4GHz帯の2.412GHzから2.472GHzまでの周波数を使用します。
•2.4DS4/OF4

本機は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与
干渉距離は約40m以下です。

2.412GHz～2.472GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能
であることを意味します。

	■Wi-Fiについてのお願い
● 本機の無線LAN機能は日本国内およびFCC規格に準拠し、認定を取得しています。
一部の国／地域では無線LAN機能の使用が制限されます。海外でご利用になる場
合はその国／地域の法規制などの条件をご確認ください。
●Wi-Fi機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯で
す。そのため、Wi-Fi機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑え
るための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速
度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
●通信機器間の距離や障害物、Wi-Fi機器により、通信速度や通信距離は異なります。
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	■2.4GHz帯ご使用上の注意
本機のWi-Fiが使用する2.4GHz帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療
用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する
移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局な
ど（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
1.本機を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認して
ください。

2.万一、本機と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速や
かに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）し
てください。

3.ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、ワイモバイルショップもしく
はお問い合わせ先（⇒147ページ）までお問い合わせください。

	•本機はすべてのWi-Fi対応機器との接続動作を確認したものではありません。し
たがって、すべてのWi-Fi対応機器との動作を保証するものではありません。
	•無線通信時のセキュリティとして、Wi-Fiの標準仕様に準拠したセキュリティ機
能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが
十分でない場合が考えられます。Wi-Fiによるデータ通信を行う際はご注意くだ
さい。
	•Wi-Fi利用時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、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。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。また、機内モードに設定して
いる場合など国情報を判断できない場合は、Wi-Fiの12、13chは利用できません。

	■5GHz帯ご使用上の注意
5.2GHz/5.3GHz帯（W52/W53）の屋外使用は電波法で禁止されています。但し、
5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局、陸上移動中継局との通信を除きます。
本機が使用するチャンネルは以下の通りです。
•W52(5.2GHz帯／36,40,44,48ch)
•W53(5.3GHz帯／52,56,60,64ch)
•W56(5.6GHz帯／100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,
144ch)

USIMカード／SDカードの取り付け
USIMカード／SDカードの取り付け方法にご注意ください。
●必ず電源を切った状態で行ってください。

❶	カードスロットキャップのミゾに指先をかけて、まっすぐに引き
出す
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カードスロット
キャップ

	•指や爪などを傷つけないようにご注意ください。
	•矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

❷	USIMカード／SDカードをSD／USIMカードトレイに取り付ける
	■ USIMカード、SDカードの向きに注意してください。切り欠きの位置に注意し
て、IC（金属）部分／端子面が下になるように取り付けてください。誤った向き
で取り付けた場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の
原因となることがあります。
	■ USIMカード、SDカードがSD／USIMカードトレイから浮かないように、しっ
かりと取り付けてください。
	■ SD／USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、USIMカード、SD
カードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

SD／USIM
カードトレイ

USIMカード

SDカード

切り欠き

ツメ

	•ツメ部分の破損にご注意ください。

❸	 SD／USIMカードトレイを本体に差し込んで、奥までまっすぐ押
し込む
	■矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
	■ SD／USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込ん
だ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となる
ことがあります。
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eSIMをダウンロードする
1 2

ホーム画面で［設定］ ［その他］

3 4

［ネットワークとインター
ネット］

［ ］

5 6

［SIM をダウンロードします
か？］

［次へ］
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7 8

QRコードをスキャン
	■状況によって上記手順が表示され
ずに、次の手順に進む場合があり
ます。

［ダウンロード］

9 10

確認コードを入力▶［続行］ ［閉じる］

防水／防塵／耐衝撃性能について
本機が有する防水／防塵性能でできること

本機はカードスロットキャップが完全に装着された状態でIPX5相当、IPX8相当の防
水性能およびIP6X相当の防塵性能を有しております。また、MIL規格準拠の耐衝撃性
能を実現しております（当社試験方法による）。
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」の内容をよくお読みに
なってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や
砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。
※	詳しくは、「利用シーン別注意事項」（⇒	132ページ）をご参照ください。
ただし、この「防水／防塵／耐衝撃性能について」に記載されている内容を守らずにご
使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障な
どの恐れがあります。安全にお使いいただくために、この「防水／防塵／耐衝撃性能に
ついて」の内容をよくお読みになってからご使用ください。
●IPX5相当
IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/
分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっ
ても、電話機としての性能を保つことです。
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●IPX8相当
常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本機を沈めた状態で約30分
間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

●IP6X相当
IP6X相当とは、防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が入った装置に、電話機を8時間
入れても内部に侵入しない機能を有することを意味します。

●MIL規格準拠
アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810HMethod516.8-Shockに準拠した
落下試験（高さ1.22mから本機を26方向で落下させる）を実施しています。

※	日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な
落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注
意ください。また、本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

ご使用にあたっての重要事項
● 浸水の原因となるため、カードスロットキャップをしっかりと閉じてください。
キャップ類が浮いていることのないように、完全に閉じていることを確認してくだ
さい。

●接触面に微細なゴミ（繊維くず、髪の毛1本、土、砂粒1個など）がわずかでも挟まる
と浸水の原因となります。
●手や本機が濡れている状態でのカードスロットキャップの開閉は絶対にしないで
ください。
●砂浜などの上に置かないでください。送話口・受話口／スピーカー・外部接続端子な
どに砂などが入り音が小さくなる場合があります。
●水中で使用（ボタン操作を含む）しないでください。
●常温の真水・水道水以外の液体（石けん・洗剤・入浴剤、温泉、熱湯、砂・泥、海水、プー
ルの水、アルコールなど）をかけたり、浸けないでください。

石けん・洗剤・入浴剤

海水 プールの水

温泉 熱湯

砂・泥
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注意事項について
	■利用シーン別注意事項

＜雨の中＞
● 強い雨（1時間あたりの雨量が20mm以上）の中で使用しないでください。
※	ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があり
ます。

● 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態でのカードスロットキャップの
開閉は絶対にしないでください。故障などの恐れがあります。

＜バスルーム＞
● 浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでくださ
い。
※	ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があり
ます。

● 石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
●温水シャワーを直接当てないでください。
●高温のお湯をかけないでください。
●バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
●周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。）、
湿度35％～90％の範囲で使用してください。

＜キッチン＞
● 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりし
ないでください。
●高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
●コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでくだ
さい。
●強い流水（6リットル／分を超える）をかけないでください。
＜プールサイド＞
● プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないで
ください。
●プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合には速
やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用しないで
ください。
※	やや弱めの流水（6リットル／分以下）

	■共通注意事項
● カードスロットキャップはゴムパッキンが正しい位置にあることを確認してから
確実に閉じてください。微細なゴミ（繊維くず、髪の毛1本、土、砂粒1個など）がわず
かでも挟まると、浸水の原因となります。
●カードスロットキャップの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴ
ムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
●手袋などをしたまま、カードスロットキャップの開閉をしないでください。手袋な
どに付着している微細なゴミ（繊維くず、髪の毛1本、土、砂粒1個など）がわずかで
も挟まると、浸水の原因となります。
●カードスロットキャップの開閉をするときは、本機や手に水滴・砂・汚れなどが付着
していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に
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入り込んだり、カードスロットキャップに挟まるなどして、故障や浸水の原因とな
ります。わずかでも付着している場合は、本機や手の水滴・砂・汚れなどを繊維くず
の出ない乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。
●本機に水滴が付着したまま放置しないでください。隙間から水分が入り込んでいる
場合があります。また、濡れたままですと、音が小さくなる場合があります。水で濡
れた場合は、本機を振る（⇒136ページ）などして水を取り除き、本機から出た水分
を繊維くずの出ない乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。寒冷地では、
本機に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。
●本機の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗など
には対応しておりません。真水・水道水以外の水分（海水・洗剤など）、または砂・泥な
どが付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブ
ラシなどは使用せず、カードスロットキャップが開かないように押さえながら手で
洗ってください。
※	やや弱めの流水（6リットル／分以下）
● 耐水圧設計ではありませんので、規定（IPX5・IPX8）を超える強い水流（例えば、蛇口
やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を当てたり、水中に長
時間沈めたりしないでください。
●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
●水中で強い衝撃を与えないでください（例：水の張った洗面台、トイレ、洗濯機に落
とさないでください）。
●送話口・受話口／スピーカー・外部接続端子の穴を尖ったものでつつかないでくだ
さい。
●カードスロットキャップ裏側のゴムパッキンは、防水／防塵性能を維持するための
重要な部品です。以下のことにご注意ください。
•はがしたり、傷つけたりしないでください。
•ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ（繊維くず、髪の毛1本、
土、砂粒1個など）がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますので、必
ず取り除いてください。
•真水・水道水以外の液体（温水や塩水、洗剤、薬品、汗など）が付着すると、防水性
能を維持できなくなる場合があります。
•カードスロットキャップを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意し
てください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防
水／防塵性能が維持できなくなる場合があります。
•防水／防塵／耐衝撃性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年
ごとに交換することをおすすめします。お客様ご依頼による部品交換は、本機を
お預かりして有料にて承ります。お近くのワイモバイルショップもしくはお問
い合わせ先（⇒147ページ）までお問い合わせください。

●落下させるなど本機に強い衝撃を与えないでください。防水／防塵／耐衝撃性能が
維持できなくなる場合があります。
●防水性能（IPX8）維持のため本機に気密性があり、本機を強く押した際に受話口／
スピーカー周辺から音が出ることがありますが、機能および性能には異常はありま
せん。
●本機は水に浮きません。
●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤなどの温風を当てたりしないでく
ださい。本機は耐熱設計ではありません。
●周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。）、
湿度35％～90％の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い
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場所で使用すると、防水／防塵／耐衝撃性能が維持できない場合があります。
●急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本機
を持ち込むときは本機が常温になってから持ち込んでください。本機は結露に対し
て特別な対策を実施しておりません。
※	ディスプレイの内側に結露が発生した場合は、結露がとれるまで常温で放置し
てください。

● 外部接続端子に蛇口の水を直接あてないでください。
●水滴が付着したまま放置しないでください。外部接続端子がショートする恐れがあ
ります。
●外部接続端子に水滴を残さないでください。
●外部接続端子使用時は端子に異物が入っていないか確認のうえ、ご使用ください。
●想定される使われかたに即した試験を行い、性能を満足することを確認しています
が、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありませ
ん。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となり
有償修理となります。

お手入れの仕方
本機が汚れたときは、泡ハンドソープやアルコールなどを使用してお手入れできま
す。

泡ハンドソープ／泡ボディソープを使用する場合
❶	ケーブル類をすべて取り外して、本機の電源を切ります。
❷	手を洗って水分を拭き取り、泡ハンドソープ／泡ボディソープを
手のひらにのせて十分に泡立ててから本機を持ち、表面と背面が
同じ程度でこすられるように洗います。

❸	表面、背面、各ボタンを泡ハンドソープ／泡ボディソープの泡が完
全になくなるまですすぎます。
	■ SD／USIMカードトレイを付けたまま、やや弱めの水道水（5℃～30℃）です
すいでください（6リットル／分以下）。
	■送話口／マイク・受話口／スピーカーなどの穴部を約30秒洗い流します。
	■泡が残っていると故障の原因になりますので、泡がなくなるまでよく洗い流
してください。

❹	送話口／マイク・受話口／スピーカーなどの穴部の水抜きを十分
にしてください。
	■水抜きについて詳しくは「水に濡れたときの水抜きについて」（⇒	136ページ）
を参照ください。

❺	十分に乾燥させて、水滴が残っていないことを確認してください。
	■本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
	■乾燥について詳しくは「水に濡れたときの水抜きについて」（⇒	136ページ）を
参照ください。
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アルコールなどを使用する場合
❶	ケーブル類をすべて取り外して、本機の電源を切ります。
❷	繊維くずの出ない柔らかい布にイソプロピルアルコール（99.7%
以下）やエタノール（99.5%以下）、次亜塩素酸ナトリウム（1.0％
以下）を少量含ませ、本機を拭き取ります。

※	本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではあり
ません。	
イソプロピルアルコール（99.7％以下）、エタノール（99.5％以下）、次亜塩素酸ナト
リウム（1.0％以下）は消毒用として販売されているものを、それぞれの取扱説明書
をよく読んでお使いください。誤った使いかたは人体への影響や引火などの恐れが
あります。
	■注意事項
•市販のアクセサリー商品（端末カバー、ケース、ストラップなど）は取り外してくだ
さい。なお、市販のアクセサリー商品の取り扱いについては、各商品の注意事項をご
確認ください。

※	市販の保護シートは剥がれる場合があります。
•耐水圧設計ではありませんので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりし
ないでください。
•お手入れの際はカードスロットキャップがしっかり閉じていることを確認してく
ださい。
•国内メーカー製の泡タイプのハンドソープ／ボディソープをご使用ください。
•種類の異なる泡ハンドソープ／泡ボディソープは混ぜないでください。
•アルカリ性のハンドソープ／ボディソープや業務用のハンドソープ／ボディソー
プ、石けん、洗剤、入浴剤、シャンプー、リンス、洗顔料、メイク落とし、歯磨き粉など
を使用しないでください。付着した場合にはすぐに水で洗い流してください。
•泡ハンドソープ／泡ボディソープ原液を直接付けないでください。原液が付いた場
合には、ただちに水で洗い流してください。
•本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、無故障を保証するものではあり
ません。

充電のときは
本機を初めて使うときは、必ず十分に充電してからご利用ください。
充電時、および充電後には次の点をご確認ください。
•本機が濡れている状態では絶対に充電しないでください。水が付着したままで充電
を行った場合、故障・発熱などの恐れがあります。
•濡れた手でACアダプタ（オプション品）に触れないでください。感電の原因となり
ます。
•ACアダプタ（オプション品）は、水のかからない状態で使用してください。火災や感
電の原因となります。
•ACアダプタ（オプション品）は、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りで
は使用しないでください。火災や感電の原因となります。
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水に濡れたときの水抜きについて
本機に水滴が付着したまま使用すると、送話口／マイク・受話口／スピーカー・外部接
続端子・空気穴に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなど
を濡らしてしまうことがあります。また、隙間から水分が入り込んでいる場合があり
ますので、下記の手順で本機の水分を取り除いてください。
❶	本機表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく拭
き取る

❷	本機をしっかり持ち、水が出なくなるまで矢印の方向に振る
	■振る際は周りに危険がないことを確認してください。
	■本機を落とさないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

　　

❸	繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本機を軽く押し当て、送
話口／マイク・受話口／スピーカー・外部接続端子・空気穴などの
隙間に入った水分を拭き取る

　　

❹	本機から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間以上放置
して乾燥させる
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上記手順を行ったあとでも、本機に水分が残っている場合があります。濡れて困るも
ののそばには置かないでください。
また、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがありますのでご注意ください。
本機の電源を入れるときは、特に外部接続端子の内部の水滴が無い事を確認してから
電源を入れてください。水滴が付着したまま電源を入れると、外部接続端子が破損す
る可能性があります。

輸出管理規制
本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法
令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（ExportAdministration
Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸出又は再輸出す
る場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。
詳しい手続きについては経済産業省又は米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について
著作権／肖像権について
● お客様が本機で撮影／録画／録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個
人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の
肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害となる場合がありま
すので、そのようなご利用もお控えください。
●撮影したものをインターネットウェブサイトなどで公開する場合も、著作権や肖像
権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなど
の目的であっても、撮影／録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
●著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で使用す
る以外は、利用できませんのでご注意ください。

	•本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ
バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与
してはいけません。	
本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

THISPRODUCTISLICENSEDUNDERTHEMPEG-4VISUALPATENTPORTFOLIO
LICENSEFORTHEPERSONALANDNON-COMMERCIALUSEOFACONSUMER
FOR(i)ENCODINGVIDEOINCOMPLIANCEWITHTHEMPEG-4VISUAL
STANDARD("MPEG-4VIDEO")AND/OR(ii)DECODINGMPEG-4VIDEOTHAT
WASENCODEDBYACONSUMERENGAGEDINAPERSONALAND
NONCOMMERCIALACTIVITYAND/ORWASOBTAINEDFROMAVIDEO
PROVIDERLICENSEDBYMPEGLATOPROVIDEMPEG-4VIDEO.NOLICENSE
ISGRANTEDORSHALLBEIMPLIEDFORANYOTHERUSE.
ADDITIONALINFORMATIONINCLUDINGTHATRELATINGTO
PROMOTIONAL,INTERNALANDCOMMERCIALUSESANDLICENSINGMAY
BEOBTAINEDFROMMPEGLA,LLC.SEEHTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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THISPRODUCTISLICENSEDUNDERTHEAVCPATENTPORTFOLIO
LICENSEFORTHEPERSONALUSEOFACONSUMEROROTHERUSESIN
WHICHITDOESNOTRECEIVEREMUNERATIONTO(i)ENCODEVIDEOIN
COMPLIANCEWITHTHEAVCSTANDARD(“AVCVIDEO”)AND/OR(ii)
DECODEAVCVIDEOTHATWASENCODEDBYACONSUMERENGAGED
INAPERSONALACTIVITYAND/ORWASOBTAINEDFROMAVIDEO
PROVIDERLICENSEDTOPROVIDEAVCVIDEO.NOLICENSEISGRANTED
ORSHALLBEIMPLIEDFORANYOTHERUSE.
ADDITIONALINFORMATIONMAYBEOBTAINEDFROMMPEGLA,LLC.SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
OracleとJavaは、OracleCorporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他
の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標であ
る場合があります。
QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

　 　

microSD、microSDHC、microSDXCロゴはSD-3C,LLCの商標です。
本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG,Inc.が所有する登録商標で
あり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11に基づき、無線LAN機器の相互接続性を
保証するためにWi-FiAlliance®が定めている認証テストをパスしており、「Wi-Fi
CERTIFIED™」という認定が与えられています。Wi-Fiロゴがついた製品と相互接続が
保証されます。IEEE802.11a、IEEE802.11ac、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび
IEEE802.11nに対応しております。

Wi-Fi®、Wi-FiCERTIFIEDロゴ、Wi-FiDirect®はWi-FiAllianceの登録商標です。
Wi-FiCERTIFIED™、WPA™、WPA2™、WPA3™はWi-FiAllianceの商標です。
本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0
PlusforAndroidを搭載しています。
Copyright©2013E-GlobaledgeCorp.AllRightsReserved.
USBType-C™はUSBImplementersForumの登録商標です。
ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheOpenSSLProjectforuse
intheOpenSSLToolkit.(http://www.openssl.org/)
この製品にはOpenSSLToolkitにおける使用のためにOpenSSLプロジェクトに
よって開発されたソフトウェアが含まれています。
ThisproductincludescryptographicsoftwarewrittenbyEricYoung(eay@
cryptsoft.com)
この製品にはEricYoungによって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。
Google、Android、Google Playおよびその他のマークは、Google LLCの商標です。
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文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。
iWnnIME©OMRONSOFTWARECo.,Ltd.2009-2022AllRightsReserved.
McAfeeとMcAfeeのロゴは、米国およびその他の国におけるMcAfeeLLCの商標です。
「詐欺ウォール/InternetSagiWall」の名称およびロゴは、BBソフトサービス株式会
社の商標または登録商標です。
「押すだけサポート」の診断機能は、京セラにて特許権取得済みです。「押すだけサポー
ト」の名称およびアイコンは、日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会
社の登録商標または商標です。
SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフ
トバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
Yahoo!、ヤフー、Yahoo!JAPANのロゴ、Y!のロゴは、ヤフー株式会社の日本国内にお
ける登録商標または商標です。
「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。
はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登
録商標です。
このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェア
については、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際して
は、以下の点にご注意ください。
（a）ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解

析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
（b）法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりませ

ん。
（c）ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害など

の黙示の保証を行うものではありません。
ただし、ソフトウェアに含まれている、GNUGeneralPublicLicense（GPL）、GNU
Library/LesserGeneralPublicLicense（LGPL）およびその他のオープンソースソ
フトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受
けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先し
て適用されます。
なお、オープンソースソフトウェアについては、以降に明示しております「オープン
ソースソフトウェアについて」をご確認ください。

	■オープンソースソフトウェアについて
本製品は、GNUGeneralPublicLicense（GPL）、GNULibrary/LesserGeneral
PublicLicense（LGPL）、その他のオープンソースソフトウェアのライセンス条件が
適用されるソフトウェアを含みます。GPL、LGPLおよびその他のライセンスの具体的
な条件については、本製品の「デバイス情報」からご参照いただけます。詳細について
は京セラ株式会社のウェブサイトをご覧ください。
本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェアおよび京セラ株式会社が
許諾を受けたソフトウェアが含まれています。
本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセン
スに準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社または第三者が有
しており、著作権法上認められた使用法および京セラ株式会社が別途認めた使用法を
除き、お客様は京セラ株式会社に無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うこ
とはできません。
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暗証番号について
本機のご利用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

ロックNo.／パ
スワード

スタート画面のセキュリティ解除を行うときに使用する暗証番号
です。お買い上げ時は設定されていません。

暗証番号 ご契約時の4桁の番号です。契約内容の変更、オプションサービス
を一般電話から操作するときに使用します。

	•暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合
は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合わせ先（⇒	147ページ）
までご連絡ください。
	•暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用された
とき、その損害について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。

PINコード設定
PINコードとはUSIMカード／eSIMの暗証番号です。
第三者による本機の無断使用を防ぐため使用します。お買い上げ時には「9999」に設
定されています。

	• PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PIN
ロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問
い合わせ先（⇒	147ページ）までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、
USIMカード／eSIMがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、
ワイモバイルにてUSIMカード／eSIMの再発行（有償）が必要になります。

PINコードを有効にする
PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態／eSIMが有効
な状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定するこ
とができます。
❶ ホーム画面で［設定］▶［その他］
❷	［セキュリティ］▶［セキュリティの詳細設定］▶［SIM カードロッ

ク］
❸ ［SIM カードをロック］
❹ PINコードを入力▶［OK］
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PINコードを変更する
PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。
❶ ホーム画面で［設定］▶［その他］
❷	［セキュリティ］▶［セキュリティの詳細設定]▶［SIM カードロッ

ク］
❸ ［SIM PINの変更］
❹ 現在のPINコードを入力▶［OK］
❺	新しいPINコードを入力▶［OK］▶新しいPINコードを再度入力▶

［OK］

本製品の比吸収率（SAR）について
本項目における【A205KC】とは、本機【かんたんスマホ３】を示しています。

この機種【A205KC】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準お
よび国際ガイドラインに適合しています。
本製品の「比吸収率（SAR）」、「FCCnotice」、「FCCcompliance」については、取扱説
明書／オンラインマニュアルを参照してください。
（https://www.ymobile.jp/s/UKADW）

General	Notes
【A205KC】herereferstothismobilephone【かんたんスマホ３】.

Thismobilephone【A205KC】meetsJapanesetechnicalregulationsand
internationalguidelinesforexposuretoradiowaves.
ForSpecificAbsorptionRate(SAR),FCCnotice,andFCCcompliance
information,seethefollowingwebsite:
"OnlineManual"(Japanese)ontheY!mobileWebsite
（https://www.ymobile.jp/s/UKADW）

技術基準適合証明について
技術基準適合証明を表示できます。
❶ ホーム画面で［設定］
❷	［その他］▶［技術基準適合証明］
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索引
数字／アルファベット

5G/LTEアンテナ.........................19
ACアダプタ.................................21
GPS／Wi-Fi／Bluetoothアンテナ...19
QRコード.....................................70
radiko+FM.................................74
SMSを受信...................................67
SMSを送信
メールボタンを利用.................64
よく使う連絡先を利用.............66

あ
アイコン................................16、30
アウトカメラ...............................19
明るさセンサー............................18
アプリ使用履歴............................29
アプリの権限...............................26
アプリを起動...............................28
インカメラ...................................18
インターネット............................68
うごくま.......................................89
英字入力.......................................36
絵文字入力...................................39
音声入力.......................................40
音量大／小ボタン........................20

か
外部接続端子...............................20
各部の名前とボタンのはたらき...18
カタカナ入力...............................36
壁紙を変更...................................94
カメラ..........................................70
カメラで撮影した写真を送信.....60
画面メモ.......................................45
カレンダー...................................86
漢字入力.......................................35
機内モード...................................33
近接センサー...............................18
空気穴..........................................20
困ったときは............................ 104

さ
材質一覧.................................... 120
サムネイル...................................72
自分の電話番号............................32
写真（静止画）を撮影....................70
充電..............................................21
充電ランプ...................................18
受話口..........................................18
初期設定......................................... 8
数字入力.......................................37
スタート画面...............................25
スタート画面のセキュリティ.....25
ステータスバー............................30
ストラップホール........................20
スピーカー...................................18
スマホ用語集...............................16
スライド（指でなぞる）................23
スワイプ（指ではじく）................24
静止画を確認...............................72
赤外線通信で電話帳を転送.........56
赤外線ポート........................19、56
送話口..........................................20
ソフトウェア更新..................... 108

た
タッチパネル...............................23
タップ（軽く押す）........................23
地図..............................................77
着信音を変更...............................95
着信履歴.......................................50
通知パネル...................................31
通話音量.......................................47
通話後録音...................................47
ディスプレイ...............................18
天気予報.......................................76
電源ボタン............................19、22
電源を入れる...............................22
電池残量.......................................30
電波状態.......................................30
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電話帳..........................................54
電話の履歴...................................50
電話ボタン...................................18
電話を受ける...............................49
電話をかける
電話帳を利用............................57
電話番号を入力........................46
よく使う連絡先を利用.............48
動画を確認...................................72
ドラッグ（指でなぞる）................23

は
発信履歴.......................................50
ピンチ（指をつまむ／広げる）.....24
フェリカマーク............................19
ブックマーク........................17、69
フリック入力...............................39
フリック（指ではじく）................24
ホーム画面...................................27
ホームボタン...............................18

ま
マナーモード...............................33
メールボタン...............................18
メールを受信...............................62
メールを送信
メールボタンを利用.................58
よく使う連絡先を利用.............61
文字入力の基本操作....................34
文字を削除...................................38

や
よく使う連絡先............................42

ら
ライト..........................................19
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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。
●修理規定に基づき無料修理を行います。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://cdn.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/legal/spguide/
common/warranty.pdf

	•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修理規定の対象外
となります。
	•本製品の故障、誤動作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られ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。
	•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、お問い合わせ先（⇒147ページ）または最寄りのワイ
モバイルショップへご相談ください。
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。
●保証期間中は修理規定に基づいて修理いたします。
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メモ（パスワード）
各種パスワード・暗証番号などは、お客様ご自身で責任をもって管理し、
他人に知られないよう十分ご注意ください。
●メモの記入は必須ではありません。お客様の任意でご利用ください。
	■各種パスワード・暗証番号

暗証番号

交換機用暗証番号

Google アカウント

Google アカウントパスワード

	■電話・メール

お客様の電話番号

	■よく使う連絡先の登録内容

1つ目

連絡先

名前

電話番号

メールアドレス

機能

機能名
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2つ目

連絡先

名前

電話番号

メールアドレス

機能

機能名

3つ目

連絡先

名前

電話番号

メールアドレス

機能

機能名

4つ目

連絡先

名前

電話番号

メールアドレス

機能

機能名
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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。

	■各種お手続き（My	Y!mobile）
待ち時間0分で、いつでも簡単手続き可
能です。利用料金／データ量の確認・プ
ラン等各種変更ができます。

http://ymobile.jp/s/BvhGB

	■カスタマーサポート
機種の操作やサービス内容などのお困
りごと・お問合せ内容に応じて、最適な
解決方法をご案内します。

https://ymobile.jp/s/QOhGf

ワイモバイル カスタマーサポート

2023年1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：かんたんスマホ３
製造元：京セラ株式会社
5KKTEB1155XX-　0123SZ 管理用コード
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