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2

ステータスバー
ディスプレイ上部に表示されるステータスバーには、不在着信やメー
ルの受信、データの送受信の結果などをお知らせする通知アイコン
や、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

ステータス
アイコンステータス

バー

通知アイコン

主な通知アイコン

アイコン 状態

新着Gmailあり

新着Eメールあり

新着EMnetメールあり／新着SMSあり

新着チャット（Googleトーク）あり

留守番電話サービスの新着伝言メッセージあり

予定（カレンダー）の通知あり

音楽再生中

画面表示を画像として保存完了

アカウント同期不具合などのエラーあり

本機内のメモリがいっぱい

Wi-FiがONかつWi-Fiネットワークが利用可能
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2
VPN接続中

USBケーブルでパソコンに接続中

設定メニューの「開発者向けオプション」で「USBデ
バッグ」を有効にしてUSBケーブルでパソコンに接続

非表示の通知あり

電話着信中、またはバックグラウンドで発信中／通話
中

不在着信あり

転送電話／留守番電話設定中（「常に転送」のみ）

Bluetooth®でデータ受信あり

データのアップロード

データのダウンロード

アプリケーションのインストール完了

Google PlayTMに更新可能なソフトウェア／アプリ
ケーションあり

アイコン 状態

更新するソフトウェアあり

USBテザリング設定中

Bluetoothテザリング設定中

Pocket WiFi設定中

Pocket WiFi設定中かつUSBテザリング設定中

インスタントアップロードから追加通知あり

Facebookの新着メッセージあり

microSDカード取り外し状態（「データ保存先設定」
（rP.52）を「外部SDカード」に設定中）

microSDカードマウント解除状態（「データ保存先設
定」（rP.52）を「外部SDカード」に設定中）

削除した連絡先あり

Bluetoothテザリングのペア設定リクエストあり

アラーム画面表示中、スヌーズ設定中のアラームあり、
本機が電源OFFのため起動しなかったアラームあり

アイコン 状態
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2
DLNA起動中

Twitterに連絡先をアップロード

キーボード表示中

主なステータスアイコン

アイコン 状態

※ 3Gデータ通信接続中

※ 3Gデータ通信使用中

※ HSPA接続中

※ HSPA使用中

※ EDGE接続中

※ EDGE使用中

※ GPRS接続中

アイコン 状態

※ GPRS使用中

※ Wi-Fiネットワーク接続中

※ Wi-Fiネットワーク使用中

Bluetooth®起動中

Bluetooth®対応機器に接続中

機内モード設定中

アラーム設定中

データ同期中

データ同期失敗

ローミング中

圏外

EM chip未挿入

アイコン 状態
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2

※：Googleのサーバーに接続されている場合は青く表示されます。
また、表示されるバーの本数で電波の強弱を示します。

ステータスバーを下にスライドすると通知パネルが表示され、通知情
報などを確認できます。

aタップして、設定メニューを呼び出すことができます
（rP.213）。

bタップして、Wi-Fi、Bluetooth®、GPS、データ通信、自動
回転のON／OFFを切り替えます。OFFのときは、アイコン
がグレーになります。

c通知情報や実行中の情報が表示されます。タップすると通知
情報の確認や関連機能の操作ができます。

d接続中の通信事業者名が表示されます。
e上にスライドして通知パネルを閉じます。
f通知情報をまとめて消去します。

マナーモード（バイブレーション）設定中

マナーモード（ミュート（消音））設定中

電池残量ほとんどなし
･ 充電してください。
電池残量少
･ 残量が少なくなると、電池アイコンの色が青→オレ
ンジに変化します。

電池残量十分

充電中
･ 電池残量に応じて、アイコンの青い部分の高さが変
化します。

GPS起動中

GPS測位中

アイコン 状態 通知パネル

通知パネル

b

d

f

e

a

c
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2

基本的な画面表示について
本機は、起動完了後に表示されるホーム画面（rP.48）、およびア
プリケーションや機能の起動に使用するアプリ画面（rP.52）を
「マジック3D」と「標準ランチャー」の2種類のUIアプリケーショ
ンから選択できます。
･ UIアプリケーションの切り替えかた（rP.52）
･ 本書内の画面表示や操作方法は、「マジック3D」に設定した場合
について説明しています。

タッチパネルの使いかた
本機のディスプレイは、指で直接触れて操作するタッチパネルとなっ
ています。タッチパネルは、触れかたによってさまざまな操作ができ
ます。

本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操
作する仕様となっています。
･ タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く
押したり、先がとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し
付けたりしないでください。
･ 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。ま
た、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールを貼っての操作

「マジック3D」の
ホーム画面

「標準ランチャー」の
ホーム画面

タッチパネルをご利用になる前に
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2
項目やアイコンに軽く触れて指を離します。2回続けて同じ位置を
タップする操作を、ダブルタップと呼びます。

ディスプレイを指ですばやくはらうように操作します。

ディスプレイに軽く触れたまま、目的の方向になぞります。

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。

アイコンやキーに触れた状態を保ちます。

ディスプレイに2本の指で触れたまま、その指を開いたり（ピンチア
ウト）、閉じたり（ピンチイン）します。画像などを拡大／縮小する
ときに使用します。

タップ／ダブルタップ

スワイプ

スライド

ドラッグ

ロングタッチ

ピンチ
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2

ホーム画面について
本機の起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面
は、さまざまな操作をはじめるための基本画面です。主な機能は次の
とおりです。
･ ショートカットやウィジェットを追加して、アプリケーションの起
動や操作ができます。
･ 左右にスワイプ／スライドして画面を切り替えることができます。
お買い上げ時は5枚のホーム画面があり、1～7枚の間で画面の数
の削除や追加ができます。

aウィジェット／3Dウィジェット
ウィジェット／3Dウィジェットは、ホーム画面で動作するアプ
リケーションです。タップして、起動や操作ができます。

bフォルダ
複数のショートカットをまとめることができます（rP.49）。

cショートカット
アプリケーションや機能を起動したり、本機の設定項目を表示し
たりします。

dインジケーター
表示中のホーム画面の位置を示します（「標準ランチャー」の場合
は、画面を切り替えるとホーム画面の位置が青色で表示され、し
ばらくすると表示が消えます）。

eお気に入りトレイ
すべてのホーム画面に表示され、ショートカットを配置できます。

fアプリケーション
タップすると、アプリ画面が表示されます（rP.52）。

gショートカット、ウィジェット、フォルダが追加／配置でき
る領域

ホーム画面

e e

g

c

f

b

d

a
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2
ホーム画面で mMを押すと、次のメニューが表示されます。
･ 利用状況によって、表示される項目は異なります。

UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、各
項目は以下のように変わります。
※1：表示されません。
※2：「テーマ設定」が表示され、ホーム画面の壁紙やアプリケーショ

ンのアイコンのデザインを切り替えることができます。
※3：「マジック 3D」が表示され、UI アプリケーションを「マジッ

ク3D」に設定します。

ショートカットの追加や壁紙の変更などにより、ホーム画面を用途に
あわせて変更できます。

1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ショートカットなどが追加できる領域のうち、何も配置さ
れていない部分を選択します。

2 追加する項目をタップ

ホーム画面のメニュー

項目 説明
追加※1 ホーム画面にショートカットやウィジェット、

フォルダを追加します。画面に空きが無いと
きなど、追加できない場合は選択できません。

壁紙 ホーム画面の壁紙を変更します。
3D効果※2 ホーム画面を切り替えるときの視覚効果を設

定します。
アプリアイコン※1 アプリケーションのアイコンのデザインを切

り替えます。
標準ランチャー※3 UIアプリケーションを「標準ランチャー」に

設定します。
アプリの管理 設定メニューのアプリの設定画面を表示しま

す（rP.217）。
システム設定 設定メニューを表示します（rP.213）。

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面にショートカットやウィジェット、フォ
ルダを追加する

項目 説明
ショートカット アプリケーションの起動や設定項

目の表示ができるショートカット
を追加します。

ウィジェット ウィジェットを追加します。
3Dウィジェット 3Dウィジェットを追加します。
フォルダ 任意のショートカットをドラッグ

してまとめることができる「新規
フォルダ」のほか、ファイルやメ
モなどを種類別にまとめて表示す
るフォルダを追加します。
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2

お知らせ

･ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、
次の操作を行います。
- ショートカット、ウィジェットをホーム画面に追加する場合
aホーム画面で
アプリ／ウィジェット画面（rP.52）が表示されます。

bアプリケーションのアイコンまたはウィジェットを編集状態
のホーム画面が表示されるまでロングタッチ

cそのまま追加するホーム画面にドラッグして指を離す
- 任意のショートカットをフォルダとしてまとめる場合
aホーム画面のショートカットを編集状態のホーム画面が表示
されるまでロングタッチ

bそのまま同じフォルダにまとめたいショートカットの上にド
ラッグして指を離す

- ファイルや連絡先などを種類別にまとめたフォルダは、追加でき
ません。

1 ホーム画面で移動するショートカットやウィ
ジェットなどをロングタッチ
移動できる状態になると、編集状態のホーム画面が表示さ
れます。

2 そのままショートカットやウィジェットなどを移
動先までドラッグして指を離す

1 ホーム画面でフォルダをタップ
フォルダの内容が表示されます。

2 をタップ
■ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定して
いる場合
aフォルダ名の部分をタップ

3 フォルダ名を入力→「OK」
■ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定して
いる場合
aフォルダ名を入力→

ショートカットやウィジェットなどを移動する

フォルダ名を変更する
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21 ホーム画面で削除するショートカットやウィ
ジェットなどをロングタッチ
編集状態のホーム画面が表示されます。

2 そのままショートカットやウィジェットなどを画
面下部のごみ箱までドラッグ
■ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定して
いる場合
aショートカットやウィジェットを画面上部のごみ箱
までドラッグ

3 ショートカットやウィジェットなどが赤色に変
わったら指を離す

ホーム画面は、1～7枚の間で削除や追加ができます。
･ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、
本機能は使用できません。

1 ホーム画面でmB

ホーム画面が一覧表示されます。

2 空白の枠内の
■ ホーム画面を削除する場合

a →「OK」

･ ショートカット、ウィジェット、フォルダが追加されてい
るホーム画面は削除できません。

ホーム画面の背景の壁紙を変更できます。

1 ホーム画面で mM→「壁紙」

2 設定する壁紙の種類をタップ

3 壁紙に設定する画像をタップ
■「ギャラリー」の画像の場合

a画像をタップ→画像のサイズに応じて周囲の枠をド
ラッグして調整→「トリミング」

■「ライブ壁紙」の画像の場合
a画像をタップ→「壁紙に設定」

■「壁紙」の画像の場合
a画面下側の画像の縮小表示をスライドして選択→
「壁紙に設定」

お知らせ

･ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定した場合は、ホー
ム画面の背景部分をロングタッチして壁紙を変更できます。

ショートカットやウィジェットなどを削除する

ホーム画面を追加／削除する

壁紙を変更する
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2 1 ホーム画面で mM→「標準ランチャー」／「マジッ
ク3D」

データの保存先を設定する
各アプリケーションから保存操作を行ったときのデータの保存先を、
内部SDカードまたはmicroSDカード（外部SDカード）から選択で
きます。
･ 内部SDカードは本機内のメモリに確保されている擬似的なSD
カード領域です。お客さまによる取り付け／取り外しはできませ
ん。
･ お買い上げ時は、内部SDカードに設定されています。
･ 本機にmicroSDカードを取り付けていない場合は、保存先を
microSDカードに設定できません。

1 ホーム画面で mM→「システム設定」→「ストレー
ジ」→「データ保存先設定」

2 「内部SDカード」／「外部SDカード」

お知らせ

･ カメラの保存先は本機能で変更できません。

機能の呼び出しかた

アプリ画面には本機にインストールされているアプリケーションの
アイコンが一覧表示されます。

1 ホーム画面で
アプリ画面が表示されます。
･ 左右にスワイプ／スライドして画面を切り替えることがで
きます。
■ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定して
いる場合
ホーム画面で をタップすると、アプリ／ウィジェット画
面が表示されます。
画面上部のタブをタップする、または画面をスワイプ／ス
ライドして、アプリケーションのアイコンの一覧が表示さ
れるアプリ画面、およびウィジェットの一覧が表示される
ウィジェット画面に切り替えることができます。

UIアプリケーションを切り替える

アプリ画面から起動する
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2

2 起動するアプリケーションのアイコンをタップ
･ アプリ画面を閉じるには mBをタップします。

アイコンの表示位置やアプリ画面の枚数を変更したり、アプリケー
ションのアイコンをフォルダにまとめたりすることができます。
･ UIアプリケーションを「標準ランチャー」に設定している場合は、
本機能は使用できません。

■ アイコンの表示位置を移動する

1 アプリ画面で
編集画面が表示され、新しいアプリ画面が一番右側に追加
されます。

2 移動したいアイコンをロングタッチ
アイコンが拡大表示されます。

3 そのままアイコンを移動先までドラッグして指を
離す
･ アイコンをアプリ画面の左端／右端にドラッグすると、左
側／右側のアプリ画面に切り替わり、アイコンを別のアプ
リ画面に移動できます。

4 移動が完了したら
･ アイコンがないアプリ画面は、操作完了時に自動的に削除
されます。

■ アイコンをフォルダにまとめる

1 アプリ画面で

2 →フォルダ名を入力→「OK」
アプリ画面にフォルダが作成されます。

3 まとめたいアイコンをフォルダ上にドラッグして
指を離す

4 完了したら

アプリ画面をカスタマイズする

アプリ画面ホーム画面
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2 1 ホーム画面のショートカットやウィジェットのア
イコンをタップ

1 mJをロングタッチ
最近使用したアプリケーションの記録が一覧表示されま
す。

2 起動するアプリケーションのアイコンをタップ

お知らせ

･ 最近使用したアプリケーションの記録を左右にスワイプして各記
録を削除できます。

検索のしかた
Google検索ボックスを利用して、本機内やウェブページの情報を検
索できます。

･ ウェブページの情報を検索する場合や、音声検索を利用する場合
は、あらかじめインターネットに接続できる状態にしてください
（rP.141）。

1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェットの
部分をタップ

クイック検索ボックスが表示されます。
･ ホーム画面で →「検索」をタップしても、クイック検索
ボックスを表示できます。

aテキスト入力エリア
検索する文字列を入力できます。

b音声検索
タップすると、検索する文字列を音声で入力できます。

2 検索する文字列を入力
･ クイック検索ボックスの下に表示される検索候補をタップ
しても、検索できます。

ホーム画面のショートカットやウィジェットか
ら起動する

最近使用したアプリケーションを起動する
文字を入力して検索する

a b

クイック検索ボックス
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2

お知らせ

･ 起動中の機能や画面によって、検索する対象が異なる場合やクイッ
ク検索ボックスが起動できない場合があります。

･ 音声の入力状況によって、正確に変換できないことがあります。あ
らかじめご了承ください。

1 ホーム画面でGoogle検索ウィジェットの 部
分をタップ
･ ホーム画面で →「検索」→ をタップしても、音声検
索を起動できます。

2 検索する文字列を音声で入力

1 クイック検索ボックス表示中に mM→「設定」

2 項目を設定

音声を入力して検索する（音声検索）

検索の設定を変更する

項目 説明
検索対象 検索する対象を設定します。

Google
検索

Googleアカウ
ント

複数のGoogleアカウントを登録
している場合に使用するアカウン
トの切り替えができます。

ウェブ履歴を使
用

Googleアカウントのウェブ履歴
を検索候補として使用する場合
は、チェックを付けます。

ウェブ履歴の管
理

「ウェブ履歴を使用」にチェック
を付けている場合に表示され、
ウェブ履歴の一時停止や削除がで
きます。

端末上の検索履
歴を消去する

本機内に記録されている検索履歴
を消去します。

現在地情報を使
用

現在地の位置情報を検索結果や
サービスに利用する場合は、
チェックを付けます。

google.com
で検索

www.google.comを利用して検
索する場合は、チェックを付けま
す。

利用規約 利用規約を確認します。
オープンソース
ライセンス

オープンソースの使用許諾条件
（英語）を確認します。

項目 説明
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マナーモード／機内モード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにし
ましょう。
･ 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑にならないように電源
を切りましょう。
･ レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にな
らないように気をつけましょう。
･ 新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
･ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

着信音や通知音などが鳴らないように設定できます。

1 mTを長押し

2 または
をタップすると消音（ミュート）に設定され、ステー

タスバーには が表示されます。また、 をタップすると
バイブレーションが振動するように設定され、ステータス
バーには が表示されます。
■ マナーモードを解除する場合

a

お知らせ

･ マナーモードを設定している場合でも、カメラのシャッター音や撮
影開始音／終了音、音楽／動画の再生音やアラーム音はスピーカー
から鳴りますので、ご注意ください。
･ ホーム画面で mM →「システム設定」→「音」→「マナーモード」
→「ミュート」／「バイブレーション」をタップしても、マナー
モードを設定できます。

本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。設定すると、
電話の発着信やインターネット接続、メールの送受信など電波の送受
信が必要な機能は利用できなくなります。

1 mTを長押し

2 「機内モード」
ステータスバーに が表示されます。
■ 機内モードを解除する場合

a mTを長押し→「機内モード」

お知らせ

･ ホーム画面で mM→「システム設定」→「その他．．．」→「機内モー
ド」にチェックを付けても、機内モードを設定できます。

マナーについて

マナーモードを設定する

機内モードを設定する
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音／画面の基本的な設定

着信音／通知音の種類や各種の音量、バイブレーションなどを設定で
きます。

電話の着信音や、メールの新着通知を受信したときなどに鳴る通知音
を設定します。

1 ホーム画面でmM→「システム設定」

2 「音」→「着信音」／「デフォルトの通知音」

3 「着信音」／「音楽」
･「着信音」を選択するとあらかじめ登録されている音の一覧
が、「音楽」を選択すると音楽の一覧が表示されます。

4 音や音楽を選択→「OK」

着信音量やメディア音量などを個別に調節できます。
･ 音楽、動画、ゲーム、その他のメディア：各種メディアの再生音
･ 着信音と通知音：電話の着信音や、メール受信時などの通知音
･ アラーム：アラームの鳴動音

1 ホーム画面で mM→「システム設定」

2 「音」→「音量」

3 音量バーのスライダーを左／右にドラッグ→
「OK」

お知らせ

･ 着信音と通知音の音量は、 ;+／ :-を押しても調節できます。着信音
と通知音の音量が最小のときに :-を押すと、マナーモード（バイブ
レーション）に設定され、さらに :-を押すとマナーモード（ミュー
ト）に設定されます。ただし、動画／音楽再生中など一部の画面で
は調節できない場合があります。
･ 音楽や動画、ゲームの音楽などの再生中に ;+／ :-を押すと、再生音
量を調節できます。

着信音／通知音、音量、バイブレーションの設定

着信音／通知音を設定する

音量を調節する
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着信／通知時の本機のバイブレーション動作を設定します。

1 ホーム画面で mM→「システム設定」

2 「音」→「バイブレーションと着信音」にチェック
を付ける

お知らせ

･ メール受信時、カレンダーの予定の通知時にバイブレーション動作
を設定するには、各機能のバイブレーション動作を設定する必要が
あります。

1 ホーム画面で mM→「システム設定」

2 「表示」→「画面の明るさ」

3 「明るさを自動調整」にチェックを付ける→「OK」
･ チェックを付けると、周囲の明るさに応じて画面の明るさ
が自動的に調整されます。
■ 画面の明るさを手動で設定する場合

a「明るさを自動調整」のチェックを外す
bスライダーを左／右にドラッグ→「OK」

1 ホーム画面で mM→「システム設定」

2 「表示」→「スリープ」

3 ディスプレイが消灯するまでの時間をタップ

画面の表示内容を画像で保存する
ディスプレイに表示されている画面表示を画像として保存すること
ができます。保存した画像は、ギャラリーで確認することができます
（rP.172）。

1 :-とmTを同時に押す
シャッター音が鳴り、画面の表示内容が保存されます。

自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で mM→「システム設定」

2 「端末情報」→「端末の状態」
「電話番号」の下に自分の電話番号が表示されます。

バイブレーションを設定する

画面の明るさの調整

ディスプレイの消灯時間を設定する
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暗証番号
本機で各機能やサービスをご利用する際、「ネットワーク暗証番号」
が必要な場合があります。ネットワーク暗証番号はご契約時に申込書
に記入した4桁の暗証番号で、イー・モバイルへの各種手続き／お申
し込みの際に必要です。

お知らせ

･ 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。暗証番
号を他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一
切の責任を負いかねますのでご了承ください。
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