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ブラウザを利用する
ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。
･ ウェブページによっては、表示できない場合や正しく表示されない
場合があります。

1 ホーム画面で
･ ホーム画面で →「ブラウザ」をタップしても、ブラウ
ザ画面を表示できます。

aアドレスバー
タップすると、キーボードが表示されます。表示するウェ
ブページのURLを入力します。キーワードを入力すると、
直接検索できます。

bウィンドウアイコン
タップすると現在ブラウザで表示中のウェブページが一覧
表示されます。表示するウェブページをタップすると、ウィ
ンドウを切り替えられます。
･ をタップすると、新しいウィンドウを追加できます。
･ 一覧表示のウィンドウは、 をタップするか、または左
右にフリックすると閉じることができます。
･ をタップすると、ブックマーク一覧画面（rP.137）
が表示されます。

お知らせ

･ アドレスバー、ウィンドウアイコンは、画面上部にあります。画面
を下にスライドしてスクロールすると表示できます。
･ アドレスバーをタップした後や、アドレスバーに文字列を入力して
いる途中で、アドレスバーの下に入力履歴や入力候補が表示される
ことがあります。タップすると、履歴またはブックマークのウェブ
ページやキーワード検索したウェブページを表示します。

ブラウザを起動する

ブラウザ画面

a b
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ブラウザ画面では、次の操作ができます。
･ 表示中のウェブページによっては、操作できない場合があります。

ブラウザ画面でMをタップすると、次のメニューが表示されます。

ブラウザ画面表示中の操作

目的 操作
ウェブページをスクロー
ルする

画面を上／下／左／右にスライドします。

前の画面に戻る mBをタップします。
ウェブページを縮小表
示／拡大表示する

画面をピンチイン／ピンチアウトしま
す。
･ ウェブページによっては操作できない
場合があります。

ウェブページを全体表示
する

画面をダブルタップします。
･ 全体表示している状態でダブルタップ
すると、拡大表示します。

テキストの選択／コピー
する

テキストをロングタッチします。
･ ／ をドラッグしてコピーする範囲
を指定し、 をタップするとテキスト
がコピーされます。
･「全件選択」をタップすると、ウェブ
ページ内のすべてのテキストを選択で
きます。
･ をタップするとメニューが表示さ
れ、選択したテキストの共有や検索、
ウェブ検索ができます。
･ 1回の操作でコピーできる件数は1件
です。

ブラウザ画面のメニュー

項目 説明
再読み込み／停止 ウェブページの情報を更新／更新停止し

ます。
進む mBをタップしてウェブページを表示中の

場合に、直前のウェブページに戻ります。
ブックマーク ブックマーク一覧画面を表示します

（rP.137）。
ブックマークへ登録 表示中のウェブページをブックマークに追

加します（rP.137）。
ページを共有 ウェブページのURLなどを、

Bluetooth®やFacebook、メールなどを
使って共有します。

ページ内を検索 ウェブページ内のテキストを検索します。
検索する文字列を入力すると、一致する
文字列が青色でハイライト表示されます。
･ 一致する文字列が複数ある場合は、 ／

をタップすると、前／後の一致項目
に進みます。

PC版サイトを表示 デスクトップ版のウェブページを開くよ
うに設定します。
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1 ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

2 項目をタップ
･ リンクによって、表示される項目は異なります。

ページを保存 表示中のウェブページを保存して、オフラ
インで読めるようにします。
･ タップすると、保存ページ画面
（rP.138）が表示されます。保存さ
れたウェブページをタップすると、内
容を確認できます。

設定 ブラウザの設定を行います
（rP.139）。

ブラウザ情報 ブラウザのバージョン情報などの詳細を表
示します。

終了 ブラウザを終了します。

ウェブページのリンクを利用する

項目 説明
開く 表示中のウィンドウでウェブページを開

きます。
新しいタブで開く 新しいウィンドウでウェブページを開き

ます。
リンクを保存 ウェブページを保存します。

･ 保存したウェブページは、ホーム画面
で →「ダウンロード」をタップし
て確認できます。

項目 説明
URLをコピー ウェブページのURLをコピーします。
画像を保存 画像を保存します。

･ 保存した画像は「ギャラリー」
（rP.172）、または「ダウンロード」
（rP.205）で確認できます。

画像を表示 画像を表示します。
壁紙として設定 画像をホーム画面の壁紙に設定します。
テキストを選択 ウェブページ内のテキストをコピーしま

す。
･ ／ をドラッグしてコピーする範囲を
指定し、 をタップするとテキストがコ
ピーされます。
･「全件選択」をタップすると、ウェブ
ページ内のすべてのテキストを選択で
きます。
･ をタップするとメニューが表示され、
選択したテキストの共有や検索、ウェ
ブ検索ができます。
･ 1回の操作でコピーできる件数は1件
です。

項目 説明
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1 ブラウザ画面でブックマークに追加するウェブペー
ジを表示→M→「ブックマークへ登録」

2 ラベル、アカウント、追加先を確認／変更→「OK」
ブックマークが保存されます。

1 ブラウザ画面で →
･ （ウィンドウアイコン）が表示されていない場合は、画
面を下にスライドしてスクロールすると表示できます。

2 表示するウェブページをタップ

ブックマークと閲覧履歴を管理する

ブックマークに追加する

ブックマークからウェブページを開く

ブックマーク一覧画面
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1 ブックマーク一覧画面で「履歴」タブをタップ
閲覧履歴画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ
･ ／ をタップすると、ブックマークに追加／ブック
マークから削除できます。

1 ブックマーク一覧画面で「保存したページ」タブを
タップ
保存ページ画面が表示されます。

2 表示するウェブページをタップ
･ M→「最新版を表示」をタップすると、ウェブページの情
報を更新できます。

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存ページ画面でウェブ
ページをロングタッチすると、次のメニューが表示されます。
･ ウェブページによって、表示される項目は異なります。

※1：ブックマーク一覧画面で表示されます。
※2：閲覧履歴画面で表示されます。
※3：保存ページ画面で表示されます。

閲覧履歴からウェブページを開く

保存したウェブページを開く

ブックマーク一覧画面／閲覧履歴画面／保存
ページ画面のメニュー

項目 説明
開く※1、2 表示中のウィンドウでウェブページを開きま

す。
新しいタブで開く
※1、2

新しいウィンドウでウェブページを開きま
す。

編集※1 ブックマークの名前／URLなどを編集しま
す。

ホームにショート
カットを追加※1

ブックマークへのショートカットをホーム画
面に追加します。

ブックマークへ登
録※2

ブックマークに追加します。

ブックマークから削
除※2

ブックマークから削除します。

リンクを共有
※1、2

ウェブページのURLなどを、Bluetooth®や
Facebook、メールなどを使って共有しま
す。

URLをコピー※1、2 ウェブページのURLをコピーします。
履歴から消去※2 ウェブページを閲覧履歴から消去します。
削除※1 ブックマークから削除します。
ホームページとして
設定※1、2

ウェブページをホームページとして設定しま
す。

保存したページを削
除※3

保存したウェブページを削除します。
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1 ブラウザ画面でM→「設定」

2 項目を設定

ブラウザを設定する

項目 説明
全般 ホームペー

ジを設定
ホームページを設定します。

フォームの
自動入力

ウェブフォームの入力欄をタップしたと
き、「自動入力テキスト」に登録した内
容を自動的に入力するかどうかを設定し
ます。

自動入力テ
キスト

ウェブフォームに自動的に入力する内
容を登録します。

プライ
バシー
とセ
キュリ
ティ

キャッシュ
を消去

キャッシュデータを消去します。

履歴消去 ウェブページの閲覧履歴を消去します。
セキュリ
ティ警告

ウェブページの安全性に問題がある場
合に、警告を表示するかどうかを設定
します。

Cookieを
受け入れる

Cookieの保存・読み取りを許可するか
どうかを設定します。

Cookieを
すべて消去

保存されているCookieをすべて消去し
ます。

フォーム
データを保
存

ウェブフォームに入力したデータを保
存して、後で呼び出せるようにするか
どうかを設定します。

フォーム
データを消
去

保存されているフォームデータをすべ
て消去します。

位置情報を
有効にする

ウェブサイトに、現在位置情報へのアク
セスを許可するかどうかを設定します。

位置情報ア
クセスをク
リア

位置情報サービスにアクセスした際に
収集したデータを消去します。

パスワード
を保存

ウェブページに入力したユーザー名・
パスワードを記憶するかどうかを設定
します。

パスワード
を消去

記憶されているユーザー名・パスワード
を消去します。

項目 説明
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ユー
ザー補
助

ズームの有
効化を強制

「ユーザー補助」の設定を有効にして、
すべてのウェブページで拡大／縮小で
きるようにするかどうかを設定します。

テキストの
拡大縮小

文字のサイズを設定します。

ダブルタッ
プでズーム

ブラウザ画面をダブルタップしたとき
の拡大率を設定します。

最小フォン
トサイズ

文字の最小サイズを設定します。

反転レンダ
リング

ブラウザ画面を反転レンダリングするか
どうかを設定します。

コントラス
ト

「反転レンダリング」にチェックを付け
た場合に、コントラストを設定します。

詳細
設定

検索エンジ
ンの設定

アドレスバーで検索する際の検索エン
ジン（Google、Yahoo! JAPAN、
Bing、goo）を選択します。

バックグラ
ウンドで開
く

リンクをロングタッチして「新しいタ
ブで開く」（rP.136）をタップした
とき、表示中のウィンドウの後ろに新
しいウィンドウを開くかどうかを設定
します。

項目 説明
JavaScri
ptを有効
にする

JavaScriptを有効にするかどうかを設
定します。

プラグイン
を有効にす
る

プラグインを有効にするかどうかを設
定します。

ウェブサイ
ト設定

位置情報にアクセスしたウェブページ
などの詳細設定を行います。

ズーム設定 ウェブページの表示倍率を設定します。
ページを全
体表示で開
く

新しく開くウェブページを、全体表示す
るかどうかを設定します。

ページの自
動調整

画面に合わせて、ウェブページを調整
するかどうかを設定します。

ポップアッ
プをブロッ
ク

ポップアップウィンドウをブロックす
るかどうかを設定します。

テキストエ
ンコード

テキストエンコードを設定します。

初期設定に
リセット

ブラウザの設定を初期設定に戻します。

帯域幅
の管理

検索結果の
プリロード

ブラウザが信頼度の高い検索結果をバッ
クグラウンドでプリロードできるように
設定します。

画像の読み
込み

ウェブページの画像を表示するかどう
かを設定します。

項目 説明
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3Gパケット通信を使って接続する
3Gパケット通信を利用してインターネットへ接続できます。
･ お買い上げ時は、次の5つのアクセスポイントが設定されています。

･「EMnetメール」は、EMnetメールアプリ専用の接続先のため、お
客さまは選択できません。

本機に新しいアクセスポイントを追加します。
･ アクセスポイントの設定内容は、ご契約されている通信事業者にご
確認ください。

1 ホーム画面でM→「システム設定」→「その他．．．」

ラボ クイックコ
ントロール

クイックコントロールを表示してブラ
ウザを操作できるようにするかどうか
を設定します。
･ 画面の左端／右端をロングタッチす
るとクイックコントロールが表示さ
れ、そのまま実行したい操作アイコ
ンまで指をドラッグして離すと、各
種操作ができます。
･ チェックを付けると、アドレスバー
やウィンドウアイコンが表示されな
くなります。

全画面 ステータスバーの表示を消して、ウェ
ブページを全画面表示するかどうかを
設定します。

項目 説明

EMnet EMnet契約時に利用できる接続先です。
My EMOBILE オンラインサポートサイト「My 

EMOBILE」専用の接続先です。接続に
かかる通信料は無料です。

プロトコル制限あり
（B）

ファイル交換（P2P）やオンラインゲー
ム、動画の一部など、一部利用できない
通信（プロトコル）があります。

プロトコル制限なし 通信（プロトコル）制限のない接続先で
す。

プロトコル制限なし
（N）

通信（プロトコル）制限のない、スマー
トフォン用の接続先です。

新しいアクセスポイントを作成する
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2 「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」
APN画面が表示されます。

3 M→「新しいAPN」

4 アクセスポイントの設定を編集→M→「保存」
･ 編集を中止する場合は、M→「破棄」をタップします。

1 APN画面で利用するアクセスポイントの をタップ

すでに登録されているアクセスポイントの設定を編集／削除します。

1 APN画面で編集／削除するアクセスポイント名を
タップ

2 アクセスポイントの設定を編集／削除
■ 編集する場合

aアクセスポイントの設定を編集→M→「保存」
･ 編集を中止する場合は、M→「破棄」をタップします。

■ 削除する場合
aM→「APNを削除」

お知らせ

･ アクセスポイントの設定の際に、MCC／MNCを440／00以外
に変更すると、APN画面にアクセスポイントの設定が表示されな
くなりますので、変更しないでください。APN画面に表示されな
くなった場合には、APN画面でM→「初期設定にリセット」を
タップするか、APN画面でM→「新しいAPN」をタップして、再
度アクセスポイントの設定を行ってください。

アクセスポイントの設定をお買い上げ時の設定内容に戻します。

1 APN画面でM→「初期設定にリセット」

お知らせ

･ リセットすると、お客さまが追加したアクセスポイントの設定は削
除されます。

1 ホーム画面でM→「システム設定」→「その他．．．」
→「モバイルネットワーク」

利用するアクセスポイントを切り替える

アクセスポイントを編集／削除する

アクセスポイントの設定をリセットする

国際ローミング中にデータ通信を使用できるよ
うにする
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2 「データローミング」にチェックを付ける
→注意内容を確認→「OK」
■ データローミングを許可しない場合

a「データローミング」のチェックを外す

お知らせ

･ 海外でのパケット通信のご利用は、高額となる場合がありますの
で、ご注意ください。

VPNに接続する
VPN（Virtual Private Network）は、保護されたローカルネット
ワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPN
は一般に企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構
内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。
本機からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセ
キュリティに関する情報を入手する必要があります。
･ 本機で対応しているVPNプロトコルは次のとおりです。ただし、
すべての環境で動作を保証するものではありません。
PPTP、L2TP/IPSec PSK、L2TP/IPSec RSA、IPSec Xauth
PSK、IPSec Xauth RSA、IPSec Hybrid RSA

1 ホーム画面でM→「システム設定」→「その他．．．」

2 「VPN」
VPN設定画面が表示されます。
･ 注意画面が表示された場合は、注意内容を確認→「OK」→
「パターン」／「暗証番号」／「パスワード」をタップし、
設定を完了してください。

3 「VPNネットワークの追加」

4 ネットワーク管理者の指示に従って項目を設定
･「キャンセル」をタップすると、設定を中止します。

5 「保存」

1 VPN設定画面で接続するVPNをタップ

2 必要な認証情報を入力→「接続」
VPNに接続するとステータスバーに が表示されます。

1 VPN設定画面で切断するVPNをタップ→「切断」
VPNが切断されます。

VPNを追加する

VPNに接続する

VPNを切断する
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VPN設定画面でVPNをロングタッチすると、次のメニューが表示さ
れます。

VPN設定画面のメニュー

項目 説明
ネットワークの編集 VPN設定の各項目を編集します。
ネットワークを削除 VPNを削除します。
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