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Google Play™の利用
Google PlayTMで公開されているアプリケーションを本機にインス
トールして利用できます。
･ Google PlayTMを利用するには、Googleアカウントの設定が必
要です。Google アカウントの設定画面が表示された場合は、
「Googleアカウントを設定する」（rP.100）を行ってください。
･ Google PlayTMでは、本機で動作しない仕様のアプリケー
ションについてはダウンロードできない場合があります。
･ アプリケーションの自動アップデートにより、表示や操作方法が変
更されることがあります。
･ アプリケーションのインストールは安全であることをご確認のう
え、自己責任で行ってください。
･ 万が一、お客さまがインストールを行ったアプリケーションにより
自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いか
ねます。
･ 本機や内蔵電池に負荷をかけるアプリケーションをご使用になり
ますと、内蔵電池の寿命を縮めたり故障の原因になったりすること
がありますので、ご注意ください。
･ アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものが
あります。
･ アプリケーションによっては、本機で正常に動作しない場合があり
ます。
･ アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケー
ションの購入に際して自己または第三者への不利益が生じた場合、
当社では責任を負いかねます。
･ 有料アプリケーションの購入、返品、払い戻し請求などの詳細につ
いては、M→「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。

1 ホーム画面で「Playストア」→「アプリ」
･ 初回利用時は、Google PlayTMの説明画面が表示されま
す。「次へ」→利用規約の内容を確認→「同意する」をタッ
プしてください。

2 インストールするアプリケーションをタップ→内
容を確認
･ 画面を左右にスワイプ／スライドすると、「カテゴリ」「注
目」「人気（有料）」などの画面に切り替えることができま
す。

3 「ダウンロード」／金額表示欄をタップ→内容を確
認
アプリケーションの詳細画面が表示されます。
･ アプリケーションによっては、ボタンの表示が異なる場合
があります。

4 画面の指示に従ってダウンロード
インストールが完了すると、ステータスバーに が表示さ
れます。
･ 多くの機能または大量のデータにアクセスするアプリケー
ションには特にご注意ください。ダウンロードすると、本
機でこのアプリケーションの使用に関する責任を負うこと
になります。

アプリケーションをインストールする
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･ インストールしたアプリケーションは、アプリ画面（「標準
ランチャー」の場合はアプリ／ウィジェット画面）に追加
されます。

お知らせ

･ Google Playの詳細については、ホーム画面で「Playストア」→
mM→「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。

1 ホーム画面で「Playストア」

2 mM→「マイアプリ」

3 更新／削除するアプリケーションをタップ

4 アプリケーションを更新／削除
■ 更新する場合

a「更新」→画面の指示に従って更新
■ 削除する場合

a「アンインストール」→「OK」

お知らせ

･ お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、一部
を除きアンインストールできません。

Playムービー
Google PlayTMの映画レンタルサービスを利用できます。
･ Playムービーを利用するには、Googleアカウントの設定が必要で
す。
Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカ
ウントを設定する」（rP.100）を行ってください。

1 ホーム画面で →「Playムービー」
Playムービーの画面が表示されます。
･ ホーム画面で「Playストア」→「映画」をタップすると、
映画の検索などができます。
･ Googleアカウントの選択画面が表示された場合は、利用す
るGoogleアカウントをタップしてください。

2 「マイレンタル」タブをタップ
おすすめの映画一覧が表示されます。
･ をタップするとGoogle PlayTMを起動して、映画の検
索などができます。
･「個人の動画」タブをタップすると、内部SDカードや
microSDカードに保存されている動画の一覧が表示されま
す。

3 視聴する映画をタップ→画面の指示に従って操作

アプリケーションを更新／削除する
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お知らせ

･ Playムービーの詳細については、Playムービーの画面で mM→「ヘ
ルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。

BookLive!Reader for Partners
Google PlayTMの電子書籍サービスを利用できます。
･ BookLive!Reader for Partnersを利用するには、Googleアカウ
ントの設定が必要です。
Googleアカウントの設定画面が表示された場合は、「Googleアカ
ウントを設定する」（rP.100）を行ってください。

1 ホーム画面で →「BookLive!Reader for 
Partners」
BookLive!Readerの画面が表示されます。
･ 初回利用時は、アプリケーションの詳細画面が表示されま
す。「更新」をタップしてアプリケーションをダウンロード
し、画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

･ BookLive!Reader for Partnersの詳細については、
BookLive!Readerの画面で mM→「ヘルプ」をタップして、
ヘルプをご確認ください。

YouTube
YouTubeは、オンライン動画ストリーミングサービスです。動画を
再生したり投稿したりできます。

1 ホーム画面で「YouTube」
YouTubeのホーム画面が表示されます。

2 再生する動画をタップ
動画再生画面が表示されます。
･ 動画再生画面をタップすると停止／再生します。

お知らせ

･ 本機を横向きにすると、動画が全画面で横向きに表示されます。
･ 本機で利用できる機能はパソコン版のYouTubeと異なる場合があ
ります。

YouTubeのホーム画面／動画再生画面で mMをタップすると、次のメ
ニューが表示されます。

動画を再生する

YouTubeのホーム画面／動画再生画面のメニュー

項目 説明
評価する※1 動画の評価を「評価する」にします。
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※1：本機を横向きにしたときの動画再生画面で表示されます。
※2：動画再生画面で表示されます。
※3：YouTubeのホーム画面で「アカウント」タブ画面で表示され

ます。

評価しない※1 動画の評価を「評価しない」にしま
す。

URLをコピー※2 動画のURLをコピーします。
不適切な動画として報告※2 不適切な動画としてYouTubeに報告

します。
ログアウト※3 YouTubeからログアウトします。
設定 全般設定 端末で高画質動画を表示：常に高画

質の動画を表示するかどうかを設定
します。
キャプションのサイズ：字幕の文字
サイズを設定します。
アップロード：動画アップロード時
に使用するネットワークを設定しま
す。

検索設定 検索履歴を消去：検索ボックスでの
検索履歴を消去します。
セーフサーチフィルタ：制限付きコ
ンテンツを含む動画が検索結果に表
示されないように設定します。

項目 説明
設定 YouTubeについて ヘルプ：ヘルプを表示します。

ご意見ご感想：YouTubeフィード
バックフォームを記入します。
Googleモバイル利用規約：Google
モバイル利用規約を表示します。
YouTube利用規約：YouTubeの利
用規約を表示します。
モバイルプライバシーポリシー：
Googleモバイルプライバシーポリ
シーを表示します。
YouTubeプライバシーポリシー：
YouTubeのプライバシーポリシーを
表示します。
オープンリソースライセンス：オー
プンリソースソフトウェアに関する
ライセンスの詳細を表示します。
アプリのバージョン：アプリケー
ションのバージョンが表示されます。

ご意見ご感想 YouTubeフィードバックフォームを
記入します。

ヘルプ ヘルプを表示します。

項目 説明
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本機からYouTubeに動画を投稿します。
･ YouTubeに動画を投稿するには、GoogleアカウントまたはYouTube
アカウントでYouTubeにログインする必要があります。

1 YouTubeのホーム画面で「アカウント」タブを
タップ→使用するアカウントをタップ

2 →アプリケーションをタップ

3 投稿する動画を選択
･ アップロードの確認画面が表示された場合は、「Wi-Fi接続
時のみ」／「すべてのネットワーク」→「OK」をタップし
てください。

4 必要な項目を入力／設定→「アップロード」
アップロードを開始します。
･ 通知パネルを開いて、アップロードの状況を確認できます。

Weather Clock
現在地を含めて5つの都市の天気情報と時刻を表示できます。
･ 現在地の天気情報は、初期設定でGoogle位置情報サービスの利用
を許可するか、ホーム画面でM→「システム設定」→「位置情報
サービス」→「Googleの位置情報サービス」にチェックを付ける
と取得できます。

1 ホーム画面で →「Weather Clock」
天気／時刻画面が表示されます。
･ 左／右にスワイプすると、他の都市に切り替わります。
･ M→「更新」をタップすると最新の天気情報に更新されま
す。

お知らせ

･ 天気／時刻画面でMをタップすると、都市の追加・変更や天気情
報の更新間隔などを設定できます。
･ 天気情報は米国 AccuWeather 社提供のデータを基に表示してい
ます。

動画を投稿する
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カレンダー
カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。また、本機のカ
レンダーをウェブ上のGoogleカレンダーなどと同期させることが
できます（rP.105）。
･ ここでは、「カレンダー」アプリケーションからカレンダーを利用
するときの操作を説明します。

1 ホーム画面で →「カレンダー」
･ 初回利用時は、カレンダー画面（月表示）が表示されます。

a表示切替アイコン
タップすると、日表示／週表示／月表示／予定リストに切
り替えられます。

bカレンダー
日表示／週表示／月表示の場合に表示されます。
･ 日表示／週表示の場合は、現在の日時を過ぎたエリアは
背景がグレーで表示されます。
･ 月表示の場合は、当月の背景がグレーで、当日の背景が
白色で表示されます。

c当日アイコン
タップすると、当日を含む表示に切り替わります。

d予定
登録した予定が表示されます。

e現在日時表示
現在の日時を示します。
･ 日表示／週表示の場合は、現在日時の位置に表示されま
す。
･ 予定リストの場合は、「タップしてXXXX/XX/XXより前
の予定を表示」に表示されている当日以前の予定と、当
日以後の予定の間に表示されます。現在日時を経過した
予定の背景はグレーで表示されます。

f予定作成アイコン
週表示の場合に、カレンダーをタップすると表示されます。
･ 日表示の場合は、カレンダーをタップすると「新しい予
定を追加」と表示されます。

カレンダーを表示する

カレンダー画面（週表示）

a

b

c

d

e

f
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カレンダー画面で mMをタップすると、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。

1 カレンダー画面（週表示）で予定を登録するエリア
をタップ→
予定作成画面が表示されます。
■ カレンダー画面（日表示）で作成する場合

a予定を登録するエリアをタップ→「新しい予定を追
加」

■ カレンダー画面（月表示）で作成する場合
a予定を登録する日をタップ→予定を登録するエリア
をタップ→「新しい予定を追加」

2 必要な項目を設定
･ 画面上部の「電話」をタップすると、アカウントを切り替
えることができます。
･ アカウントによって、表示される項目は異なります。

3 「保存」

カレンダー画面のメニュー

項目 説明
検索 予定を検索します。
予定を作成 予定を作成します（rP.190）。
更新 予定の同期を手動で行います。
イベントのイン
ポート

予定のデータをカレンダーにインポートしま
す。

イベントのエクス
ポート

予定のデータをカレンダーからエクスポート
します。

表示するカレン
ダー

予定の同期／表示を設定します。

設定 カレンダーの設定を変更します
（rP.192）。

カレンダーの予定を作成する

項目 説明
タイトル 予定のタイトルを入力します。
場所 予定の場所を入力します。
開始 予定の開始日時を設定します。
終了 予定の終了日時を設定します。
終日 終日の予定にするかどうかを設定します。
タイムゾーン タイムゾーンを設定します。
説明 予定の説明を入力します。
繰り返し 予定を定期的に繰り返すかどうかを設定し

ます。
通知 予定の通知（rP.191）を設定します。

･「通知を追加」をタップすると、通知の設
定を追加できます。
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1 カレンダー画面で予定をタップ
予定詳細画面が表示されます。
■ 予定を編集する場合

a

･ 繰り返しを設定している予定の場合は、「一連の定期的な
予定すべてを変更する」をタップします。

b予定を編集→「保存」
■ 予定を削除する場合

a

･ 繰り返しを設定している予定の場合は、「これ以降の予
定」／「すべての予定」をタップします。

b「OK」

予定の通知を設定した場合、設定した時刻になると、ステータスバー
に が表示されます。

1 通知パネルを開く

2 確認／スヌーズ／消去する通知をタップ
カレンダーの通知画面が表示されます。

3 通知を確認／スヌーズ／消去
■ 通知を確認する場合

a確認する通知をタップ
■ 通知をスヌーズする場合

a「すべてスヌーズ」
すべての通知がスヌーズされ、5分後に再度通知します。

■ 通知を消去する場合
a「通知を消去」

お知らせ

･「ポップアップ通知」（rP.192）にチェックを付けた場合は、通
知日時になるとカレンダーの通知画面が表示され、通知を確認／ス
ヌーズ／消去できます。

予定を確認／編集／削除する 予定の通知を確認／スヌーズ／消去する
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本機のカレンダーの予定とウェブ上のGoogleカレンダーなどの予
定を同期／表示します。

1 カレンダー画面で mM→「設定」→設定するアカウ
ントをタップ

2 アカウントにチェックを付ける／チェックを外す

1 カレンダー画面で mM→「設定」→「全般設定」

2 項目を設定

予定の同期／表示を設定する

カレンダーを設定する

項目 説明
辞退した予定を非表示 招待を辞退した予定をカレンダーに

表示するかどうかを設定します。
第何週かを表示 カレンダー画面（月表示）の左側

に、第何週かを表示するように設定
します。

週の開始日 週の開始日として表示する曜日を設
定します。

自宅タイムゾーン タイムゾーンの異なる地域へ移動し
ている間も、設定した自宅タイム
ゾーンのままで表示します。

自宅タイムゾーン 自宅タイムゾーンを選択します。

検索履歴を消去 予定の検索履歴を消去します。
通知 予定の通知を行うかどうかを設定し

ます。
着信音の選択 予定通知時の通知音を設定します。
バイブレーション 予定通知時のバイブレーションを設

定します。
･ バイブレーションを設定する場合
は、「バイブレーションと着信音」
（rP.58）も合わせて設定する
必要があります。

ポップアップ通知 予定の通知日時になると、カレン
ダーの通知画面を表示するかどうか
を設定します。

通知時間の設定 予定の通知時間の初期値を設定します。

項目 説明
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時計
時刻を確認したり、設定した時刻にアラームを鳴らすことができま
す。

1 ホーム画面で →「時計」

a現在の日付・時刻が表示されます。
bタップするとアラーム設定画面が表示されます。アラームが
設定されている場合は、アラームの設定時刻が表示されます。

お知らせ

･ 画面をタップすると輝度を落とすことができます。また、画面をロ
ングタッチすると、卓上時計の全画面表示（日時が青色、背景が黒
色）に切り替えられます。
･ 卓上時計画面で mBをタップすると、アプリ画面（「標準ランチャー」
の場合はアプリ／ウィジェット画面）に戻ります。

1 卓上時計画面で「アラームを設定」
アラーム設定画面が表示されます。
･ アラームが設定されている場合は、「アラーム設定時刻：
XXX」をタップします。

2 「アラームの追加」

3 必要な項目を設定

卓上時計画面

a

b

アラームを設定する

項目 説明
アラームをONにする アラームのON／OFFを設定します。
時刻 時刻を設定します。
繰り返し 繰り返しの設定をします。
アラーム音 アラーム音を設定します。
バイブレーション バイブレーションのON／OFFを設

定します。
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4 「OK」
アラーム設定画面に、設定したアラームが追加されます。
ステータスバーにステータスアイコン（ ）が表示され
ます。

お知らせ

･ アラーム設定画面で各アラーム設定のチェックを付ける／外すと、
アラームのON／OFFを設定できます。
･ アラーム設定画面で mM→「卓上時計」をタップすると、卓上時計
画面に戻ります。

アラーム画面が表示されます。「スヌーズ」をタップすると、アラー
ムを停止し、後で再度アラームが鳴るように設定します。「解除」を
タップすると、アラームの設定を解除します。

お知らせ

･ アラームが鳴ったときに、 ;+／ :-を押してもスヌーズまたはアラー
ムの解除ができるように設定できます（rP.195）。
･ アラーム画面表示中やスヌーズ設定中は、ステータスバーに通知ア
イコン（ ）が表示されます。

･ アラームを設定している場合、本機の電源が切れた状態でもアラー
ム時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。

1 アラーム設定画面で変更／削除するアラームを
タップ

2 アラームの設定を変更／削除
■ 設定を変更する場合

a設定を変更→「OK」
■ 設定を削除する場合

a「削除」→「OK」

ラベル アラーム動作時に表示するメッセー
ジを入力します。

アラームが鳴ったときは

項目 説明

アラームの設定を変更／削除する
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1 アラーム設定画面で mM→「設定」

2 必要な項目を設定

電卓
四則演算（＋、－、×、÷）や関数計算などができます。電卓画面で
キー部分を左／右にスワイプすると、関数機能／標準機能を切り替え
られます。

1 ホーム画面で →「電卓」
電卓画面が表示されます。

2 キーをタップして計算

お知らせ

･ 電卓画面で mM→「関数機能」／「標準機能」をタップしても、電
卓画面を切り替えられます。
･ 本機を横向きにすると、電卓画面が横画面で表示されます。縦画面
と横画面とで利用できるキーは異なります。
･ 電卓画面で計算結果の数字をロングタッチして、数字のカット／コ
ピーができます。他のアプリケーションに貼り付けて利用できま
す。

アラームの基本設定をする

項目 説明
マナーモード中
のアラーム

マナーモード設定中もアラームを鳴らすか
どうかを設定します。

アラームの音量 アラームの音量を設定します。
スヌーズ間隔 スヌーズの間隔を設定します。
自動消音 アラームを自動的に消音にする時間を設定

します。
音量ボタン動作 アラームが鳴っているときに ;+／ :-を押した

場合の動作を設定します。
デフォルトの着
信音を設定

アラーム音を設定します。
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Polaris Office
Polaris Officeを利用して、Office文書の表示や編集、新規作成が
できます。対応しているファイルの種類とバージョンは以下のとおり
です。

※1：編集や新規作成はできません。
※2：機能の一部がサポートされていない場合があります。

1 ホーム画面で →「Polaris Office」
Polaris Office画面が表示されます。

お知らせ

･ パスワード付きのファイルは利用できない場合があります。
･ 対応しているファイルの種類やバージョンでも、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。
･ ドキュメントによっては、パソコンなどで表示した内容と異なる場
合があります。

･ Polaris Office画面で mM→「設定」をタップすると、バックアッ
プファイルの生成や拡張子の表示、アプリケーションのアップデー
トなどができます。
･ Polaris Office画面でフォルダやファイルをロングタッチすると、
お気に入りへの追加やファイルの移動／コピー／削除、フォルダ名
／ファイル名の変更などができます。

1 Polaris Office画面で mM→「新規」→ドキュメン
トの種類を選択
編集モードのドキュメント画面が表示されます。

2 ドキュメントを入力→ mM→「保存」

3 ファイル名を入力→「保存場所」欄をタップ→保
存場所を選択→「選択」

4 「保存」
ドキュメントが保存され、編集モードのドキュメント画面
が表示されます。mBをタップするとPolaris Office画面に
戻ります。

種類 バージョン 拡張子
Microsoft 
Word

Word 97、2000、2003、
2007、2010※1

txt、doc、docx、
dot、dotx

Microsoft 
Excel

Excel 97、2000、2003、
2007、2010※1

xls、xlsx、xlt、
xltx

Microsoft 
PowerPoint

PowerPoint 97、2000、
2003、2007、2010※1

ppt、pptx、pot、
potx、pps、
ppsx

Adobe 
Acrobat

Acrobat 1.0～9.0（PDF
バージョン 1.0～1.7）※2

pdf

ドキュメントを新規作成する
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お知らせ

･ 編集モードのドキュメント画面で mMをタップすると、読み取りモー
ドのドキュメント画面への切り替えや表示の変更、画像の挿入、ス
タイルの変更などができます。

1 Polaris Office画面で表示／編集するドキュメン
トをタップ
読み取りモードのドキュメント画面が表示されます。
■ 保存した文書を編集する場合

a mM→「編集モード」

お知らせ

･ 読み取りモードのドキュメント画面で mMをタップすると、表示の拡
大／縮小やページの切り替え、ドキュメントの検索などができま
す。

ファイルマネージャー
microSDカードや内部SDカード内のファイルやフォルダを管理し
ます。

1 ホーム画面で →「ファイルマネージャー」

2 画面上部のタブをタップ

3 カテゴリ／フォルダをタップ
･「カテゴリ」タブの場合は、カテゴリをタップします。
･「ローカル」／「SDカード」タブで確認するファイルが
フォルダ内に保存されている場合は、フォルダをタップし
ます。「ローカル」／「SDカード」タブをタップしたとき
に、確認するファイルが表示されている場合は、操作4に
進みます。

4 ファイルをタップ
･ ファイルを再生するアプリケーションが起動し、ファイル
を確認できます。ファイルによっては、本機で再生できな
い場合があります。

ドキュメントを表示／編集する
ファイルを確認する
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お知らせ

･「ローカル」／「SDカード」タブ画面でファイルやフォルダをロ
ングタッチ→「詳細」をタップすると、ファイルやフォルダの詳細
情報を確認できます。
･「カテゴリ」／「ローカル」／「SD カード」タブ画面で →文字
列を入力すると、microSDカード／内部SDカード内のフォルダや
ファイルを検索できます。
･「カテゴリ」タブ画面でM→「ストレージ」をタップすると、
microSDカード／内部SDカード内の空き容量などを確認できま
す。

1 「ローカル」／「SDカード」タブ画面でM→「複
数選択」

2 移動／コピーするファイルやフォルダをタップ
･ 画面上部の「選択済み：X」→「全件選択」／「全ての選
択を解除」をタップすると、すべてのファイルやフォルダ
を選択／選択解除できます。

3
■ ファイルやフォルダを削除する場合

a →「OK」

4 「カット」／「コピー」
･「圧縮」をタップすると、選択したファイルやフォルダの圧
縮ファイルを作成できます。

5 移動先／コピー先を表示→

お知らせ

･「ローカル」／「SDカード」タブ画面でファイルやフォルダをロ
ングタッチ→「カット」／「コピー」／「削除」／「圧縮」をタッ
プしても、移動／コピー／削除／圧縮ができます。
･「カテゴリ」タブ画面でカテゴリをタップ→ mM →「複数選択」を
タップした場合は、ファイルの削除操作のみできます。
･ 圧縮ファイルを解凍するには、圧縮ファイルをロングタッチ→「解
凍」をタップします。

1 「ローカル」／「SDカード」タブ画面でファイル
やフォルダをロングタッチ

2 「名前の変更」→名前を入力→「OK」

ファイルを管理する

ファイルやフォルダを移動／コピー／削除する
ファイルやフォルダの名前を変更する
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お知らせ

･「カテゴリ」タブ画面の場合は、カテゴリをタップ→ファイルをロ
ングタッチ→「名前の変更」をタップすると、ファイルの名前を変
更できます。

1 「ローカル」／「SDカード」タブ画面でM→「新
規フォルダ」

2 名前を入力→「保存」

お知らせ

･「カテゴリ」タブ画面の場合は、カテゴリ内にフォルダを作成でき
ません。

1 「ローカル」／「SDカード」タブ画面でブック
マークに追加するファイルやフォルダをロング
タッチ

2 「ブックマークの追加」
ファイルやフォルダが「カテゴリ」タブ画面の「ブック
マーク」内に表示されます。

お知らせ

･ ブックマークを削除するには、「カテゴリ」タブ画面で「ブックマー
ク」→ファイルやフォルダをロングタッチ→「OK」をタップしま
す。

1 「カテゴリ」タブをタップ

2 「アプリ」→「インストール済」／「アプリスト
ア」
･「未インストール」内のアプリケーションは、管理操作がで
きません。

3 アプリケーションをタップ→「開く」／「コピー
先」／「共有」／「カテゴリに追加」／「アンイ
ンストール」

お知らせ

･ お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、「カ
テゴリ」タブ画面には表示されません。

新規フォルダを作成する

ファイルやフォルダをブックマークに追加する

アプリケーションを管理する
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DLNA
Huawei DLNAを利用して、他のDLNA（Digital Living Network
Alliance）対応機器とWi-Fi経由で画像や動画などのファイルを共有
できます。
･ DLNAを利用するには、Wi-Fiの設定が必要です。Wi-Fiの設定確
認画面が表示された場合は、「構成を行う」をタップしてWi-Fiを
ONにするか、「アクセスポイントに自動で接続する」（rP.153）
を行ってください。「続行」をタップすると、Wi-FiがOFFの状態
でDLNA画面が表示されます。

1 ホーム画面で →「DLNA」
DLNA画面が表示されます。
初回利用時は、ユーザーガイド画面が表示されます。画面
を左／右にスワイプし、内容をご確認ください。mBをタッ
プすると、DLNA画面が表示されます。

2 カテゴリをタップ→接続するDLNA対応機器を
タップ→共有するファイルが保存されているフォ
ルダをタップ
共有できるファイルの一覧が表示されます。

3 共有するファイルをタップ
ファイルが再生／表示されます。
･ →「ダウンロード」をタップすると、ファイルを本機に
ダウンロードできます。

■ DLNAを終了する場合
aDLNA画面で mM→「終了」→「はい」

お知らせ

･ DLNA画面で mB→「最小化」をタップすると、DLNAを有効にし
たままDLNA画面を閉じることができます。ステータスバーには
が表示されます。

･ DLNAの操作方法などの詳細については、DLNA画面で mM→「ユー
ザーガイド」をタップし、ユーザーガイドをご確認ください。

1 DLNA画面で mM→「設定」

2 項目を設定

DLNAを設定する

項目 説明
自分のファイルの共有 本機のファイルの共有を許可するか

どうかを設定します。
アップロードの許可 他のDLNA対応機器からのファイル

のアップロードを許可するかどうか
を設定します。

自分のサーバーの名前 本機のプレイヤー名を設定します。
アップロード管理 他のDLNA対応機器へアップロード

したファイルを管理します。
ダウンロード管理 他のDLNA対応機器などからダウン

ロードしたファイルを管理します。
著作権について 著作権と免責条項を表示します。
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Movie Studio
本機やmicroSDカードに保存されているファイルを利用して、オリ
ジナルの映画（動画）を作成できます。

1 ホーム画面で →「Movie Studio」
Movie Studio画面が表示されます。

2 ／「新しいプロジェクト」

3 プロジェクト名を入力→「OK」
プロジェクト作成画面が表示されます。

aMovie Studioアイコン
タップすると、Movie Studio画面に戻ります。

bプレビューエリア
編集中のプロジェクトが表示されます。

c巻き戻しアイコン
再生中にタップすると、プロジェクトを巻き戻します。

d映画（動画）編集エリア
追加した動画ファイル／画像ファイル、タイトルが表示され、編
集操作ができます。

e音楽編集エリア
動画ファイル／画像ファイルを追加すると が表示され、タップ
すると音楽ファイルを追加できます。

f操作アイコン
タップするとメニューが表示され、ファイルの追加操作などがで
きます。

g再生アイコン
編集中のプロジェクトを再生して確認できます。

h早送りアイコン
再生中にタップすると、プロジェクトを早送りします。

i編集ポイントの再生時間
編集ポイントの位置までの再生時間が表示されます。

j編集ポイント
編集したい動画ファイル／画像ファイルを、この位置まで左右に
ドラッグして移動します。

k動画ファイル追加アイコン
タップすると、本機やmicroSDカードに保存されている動画ファ
イルを選択して追加できます。

プロジェクト作成画面

a

b

c

d

e

f

g

h
i

j

k
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4 動画ファイル／画像ファイルを追加
次の操作を繰り返すと、複数のファイルを選択できます。
■ 保存済みの動画ファイルを追加する場合

a

･ →「動画クリップをインポート」をタップしても、
保存済みの動画ファイルを選択できます。

bアプリケーションをタップ→使用する動画ファイル
をタップ

■ 保存済みの画像ファイルを追加する場合
a →「画像をインポート」
bアプリケーションをタップ→使用する画像ファイル
をタップ

■ 動画や画像を撮影して追加する場合
a →「動画を撮影」／「写真を撮影」
b動画／画像を撮影→「OK」

5 プロジェクトの編集を行う
■ 音楽ファイルを追加する場合

a音楽編集エリアの →アプリケーションをタップ
b音楽ファイルをタップ→「OK」
c音楽編集エリアの音楽ファイルをタップ
･ 音楽ファイルに緑色の枠が表示されます。

d を左／右にドラッグして音量を設定
■ タイトルを追加する場合

a映画（動画）編集エリアのファイルをタップ
b →「タイトルを追加」
c「テンプレートを変更」→使用するタイトルテンプ
レートをタップ

dタイトルを入力→必要に応じてサブタイトルを入力
→「OK」
･ 映画（動画）編集エリアに追加したタイトルが表示さ
れます。

eタイトルをタップ
･ タイトルに青色の枠が表示されます。

f をドラッグ
･ タイトルを表示する範囲までドラッグします。
･ タイトルをロングタッチして左／右にドラッグする
と、表示位置を移動できます。
･ をタップするとタイトル編集、 をタップすると
削除ができます。

g

■ 表示効果を編集する場合
a映画（動画）編集エリアのファイルをタップ
b →使用する効果をタップ
c

■ 追加したファイルを削除する場合
a映画（動画）編集エリア／音楽編集エリアのファイ
ルを編集ポイントまでドラッグ

b削除するファイルをタップ
･ ファイルに青色の枠が表示されます。

c →「削除」→「はい」

6 ／ mB

プロジェクトが保存され、Movie Studio画面に戻ります。
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■ プロジェクトを映画（動画）ファイルとして保存する場
合
a mM→「映画をエクスポート」
b「映画サイズ」や「映画の画質」を設定
･ 使用している動画ファイルによっては、設定できない
項目があります。

c「エクスポート」

お知らせ

･ 他のアプリケーションで映画（動画）を再生するには、プロジェク
トをエクスポートしてください。
･ 作成したプロジェクトを編集するには、Movie Studio画面で編集
するプロジェクトをタップします。
･ プロジェクトを削除するには、Movie Studio画面でプロジェクト
をロングタッチ→「プロジェクトを削除」→「はい」をタップする
か、プロジェクト作成画面で mM→「プロジェクトを削除」→「は
い」をタップします。

メモ
覚え書きなどを入力してメモとして保存できます。

1 ホーム画面で →「メモ」
メモ一覧画面が表示されます。

2
メモ作成画面が表示されます。

3 メモを入力→ ／ mB

メモが保存され、メモ一覧画面に戻ります。

お知らせ

･ メモ一覧画面でメモをロングタッチすると、メモのコピーや削除、
タイトルの編集などができます。

メモを作成する
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1 メモ一覧画面で確認／編集／削除するメモをタッ
プ
メモ詳細画面が表示されます。
■ メモの内容を編集する場合

aメモ詳細画面をタップ
bメモを編集→ ／ mB

■ メモのタイトルを編集する場合
a mM→「タイトルの編集」
bタイトルを入力→「OK」

■ メモを削除する場合
a →「削除」

お知らせ

･ メモをまとめて削除するには、メモ一覧画面で →削除するメモ
をタップ→「削除」→「削除」をタップします。

音声レコーダー
自分の声などを録音できます。

1 ホーム画面で →「音声レコーダー」
音声レコーダー画面が表示されます。

2
録音が開始されます。

3 録音が終了したら

メモを確認／編集／削除する

音声を録音する
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1 音声レコーダー画面で
直前に録音した音声ファイルが再生されます。
■ 以前に録音した音声ファイルを再生する場合

a mM→「録音」
b再生する音声ファイルをタップ→

■ 音声を削除する場合
a mM→「削除」→「OK」

お知らせ

･ 音声レコーダー画面で mM→「共有」をタップすると、音声ファイ
ルをBluetooth®やメールなどを使って共有できます。
･ 音声レコーダー画面で mM→「着信音に設定」をタップすると、音
声ファイルを着信音や通知着信音に設定できます。
･ 音声レコーダー画面で mM→「録音」をタップし、 mMをタップ／音
声ファイルをロングタッチしても、音声ファイルの削除や共有、着
信音の設定ができます。

その他のアプリケーション音声ファイルを再生する

アプリケーション 説明
懐中電灯 本機のフラッシュを利用して、懐中電灯

として利用できます。
Riptide GP 水上バイクのレースゲームをプレイでき

ます。
アプリケーションイン
ストーラー

microSDカードに保存されているアプリ
ケーションを本機にインストールできま
す。
･「提供元不明のアプリ」（rP.206）に
チェックを付けている場合にインス
トールできます。

ダウンロード ブラウザやメールなどから本機に保存し
たデータを確認できます。

EMホーム ブラウザを起動してイー・モバイルの
ホームページを表示します。

モバゲー ゲームやコミュニティなどを楽しめる
ソーシャルネットワーキングサービス
「mobage」（モバゲー）を本機で利用す
るためのアプリケーションをインストー
ルします。

取扱説明書 本機の取扱説明書（PDF版）を確認でき
ます。

オススメアプリ Google PlayTMの中から人気・話題のア
プリケーションを紹介します。
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お知らせ

･ アプリケーションやサービスによっては、個人情報の登録や料金の
支払いが必要になる場合があります。ご利用になる場合は、各アプ
リケーションの注意事項をよくご確認ください。

アプリケーションの管理

サードパーティのアプリケーションなど、提供元が不明なアプリケー
ションのインストールを許可します。
･ 提供元が不明なアプリケーションをインストールする際は、セキュ
リティについて十分にご注意ください。

1 ホーム画面で mM→「システム設定」

2 「セキュリティ」

3 「提供元不明のアプリ」にチェックを付ける

4 注意内容を確認→「OK」

HMV ONLINE HMV ONLINEサイトにアクセスし、CD
やDVDなどの情報確認や、購入などがで
きます。

Amazon Amazon.co.jpで買い物ができます。
GREE ゲームやコミュニティなどを楽しめる

ソーシャルネットワーキングサービス
「GREE」を本機で利用するためのアプリ
ケーションをインストールします。

じゃらんnet 宿泊先の情報確認や予約などができます。
ショッピング Y! ショッピングで買い物ができます。
ヤフオク Y! オークションで買い物や出品などがで

きます。
楽天gateway 楽天gatewayで買い物やオークションな

どができます。
通話履歴 通話履歴を確認できます。

アプリケーション 説明

提供元不明のアプリケーションのインストール
を許可する
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本機にインストール済みのアプリケーションの情報を確認したり、ア
プリケーションを強制停止、データ消去、アンインストールしたりで
きます。

1 ホーム画面でmM→「システム設定」

2 「アプリ」

3 確認するタブをタップ
･「ダウンロード済み」／「すべて」タブ画面で mM→「サイ
ズ順に表示する」／「名前順に表示する」をタップすると、
表示順を変更できます。

4 アプリケーションをタップ
･ アプリケーション情報を確認したり、画面に表示されてい
る項目をタップして操作を実行したりできます。

お知らせ

･ お買い上げ時にインストールされているアプリケーションは、一部
を除きアンインストールできません。
･ 更新したアプリケーションは、「アップデートのアンインストール」
をタップすると、お買い上げ時の状態に戻ります。アプリケーショ
ンによっては、「アップデートのアンインストール」をタップする
と「アンインストール」が「無効にする」に変更されます。アンイ
ンストールする場合は、「データの初期化」（rP.219）を行う必
要があります。

･ アプリケーションを無効にすると、使用できなくなります。再度使
用する場合は「有効にする」をタップしてください。アプリケーションを確認／操作する
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