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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emobileメールあり／新着SMSあり

ハングアウトのお知らせあり

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オープンネットワークが利用可能
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VPN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」にチェックを付けてUSBケーブルでパソコン
に接続

非表示の通知あり

着信中

通話保留中

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®でのファイル着信あり

データのアップロード

データのダウンロード

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

アプリケーションのインストール完了

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

Google+に共有できる新しい写真あり

Facebookの新着メッセージあり

削除した連絡先あり

スヌーズ設定中のアラームあり

DLNA起動中

Twitterに連絡先をアップロード、ツイートあり

アイコン 状態
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キーボード表示中

Yahoo! JAPANウィジェットの設置ガイド

緊急速報メールあり

データ同期失敗

GPS起動中／GPS測位中
･ GPS測位中は、中央の円が点滅表示されます。

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

※ LTE接続中

※ LTE使用中

※ HSPA接続中

アイコン 状態

※ HSPA使用中

※ EDGE接続中

※ EDGE使用中

※ GPRS接続中

※ 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

（グレ
ー）

Bluetooth®起動中

（青
色）

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

アイコン 状態
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※：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.226）。

bタップして、Wi-Fi、GPS、データ通信などの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。
･ 左右にスワイプ／スライドすると、表示されていない項目を表
示できます。

ローミング中

圏外

EM chip＜micro＞未挿入

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。

おサイフケータイ®の機能をロック中

緊急通報位置通知の測位中

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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･「その他」をタップすると、「その他」のショートカットと入れ
替えたり、表示順を変更したりできます。

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。
･ 情報によっては、ピンチの操作を行うと表示を拡大／縮小でき
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。

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

タッチパネルをご利用になる前に
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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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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。
･ 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、1～9枚の間で画面を追加／削除できます。

aUni Widget（ユニウィジェット）
天気情報や日付・時刻の確認、連絡先の貼り付け、ギャラリーの
画像の表示、音楽の再生操作ができます。

bフォルダ
タップするとフォルダ画面が表示され、アイコンをタップしてア
プリケーションや機能を起動／表示します。

cインジケーター
表示中のホーム画面の位置を示します。

dお気に入りトレイ
すべてのホーム画面に表示され、アイコンをタップしてアプリ
ケーションや機能を起動できます。最大5つのアプリケーション
アイコンやフォルダを配置できます。

eGoogle検索ボックス
文字や音声を入力して、本機内やウェブページの情報を検索できます。

fアプリケーションアイコン
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。

g「電源管理」ウィジェット
Wi-FiやBluetooth®、GPS機能、同期のオン／オフを切り替えた
り、画面の明るさを調整したりできます。

h「Pocket WiFi」ウィジェット
Pocket WiFi（Wi-Fiテザリング）のON／OFFを切り替えたり、
設定を変更したりできます。

お知らせ

･ ウィジェットとは、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たり、自動的に情報が更新されたりします。

e

f

c

d

g

b

c

d

f

ha

b

c

d
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ウィジェ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。

ホーム画面の背景の壁紙を変更できます。

1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェ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 「壁紙」→「ホーム画面の壁紙」

3 壁紙に設定する画像をタップ
■「壁紙」の画像の場合

a画像をタップ→「スクロール可」／「固定」→「固
定」をタップしたときは青枠をドラッグして表示位
置を指定→「壁紙に設定」
･「スクロール可」をタップすると、ホーム画面を切り
替えるときに壁紙がスクロール表示されます。
･「固定」をタップすると、ホーム画面を切り替えても
指定した範囲の画像が固定表示されます。

■「ライブ壁紙」の画像の場合
a画像をタップ→「壁紙に設定」

■「その他」の画像の場合
a「ギャラリー」→フォルダをタップ→画像をタップ→
画像のサイズに応じて青枠をドラッグして調整→
「保存」

お知らせ

･「ロック画面の壁紙」をタップすると、画面ロック解除画面の壁紙
を変更できます。「その他の壁紙を使用」をタップし、ホーム画面
の壁紙と同様の操作をしてください。「ホーム画面の壁紙を使用」
をタップすると、ホーム画面と同じ壁紙が設定されます。
･「シェイクして変更」をタップしてONにすると、本機を傾けたと
きに壁紙が変更されます。
･「ランダムに変更」をタップしてONにし、切り替え時間を選択す
ると、設定した時間が経過すると自動的に壁紙が変更されます。

ホーム画面を切り替えるときの視覚効果を設定できます。

1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェ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 「エフェクト」→設定する視覚効果をタップ

ホーム画面をカスタマイズする

壁紙を変更する

エフェクトを設定する
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1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェ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 「ウィジェット」→「全て」タブ／「ダウンロー
ド」タブをタップ→追加するウィジェットをロン
グタッチ

3 そのまま画面上部の追加するホーム画面のサムネ
イルまでドラッグして指を離す

ホーム画面は、1～9枚の間で削除や追加ができます。また、ホーム
画面の並び順を変更できます。

1 ホーム画面の背景部分をロングタッチ
ウィジェ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 「サムネイル」
ホーム画面がサムネイル表示されます。

3 追加／移動／削除の操作を行う
■ ホーム画面を追加する場合

a

■ ホーム画面を移動する場合
a移動するホーム画面をロングタッチ→そのまま移動
先までドラッグして指を離す

■ ホーム画面を削除する場合
aホーム画面の左上に表示されている
･ アプリケーションアイコンなどが配置されている
ホーム画面には が表示されません。

お知らせ

･ ホーム画面をピンチインしても、ホーム画面の追加／移動／削除が
できます。
･ サムネイル表示のホーム画面下部の をタップすると、本機の電
源を入れたときなどに、最初に表示されるホーム画面として設定で
きます。

1 ホーム画面でアプリケーションアイコンをロング
タッチ

2 そのままフォルダとしてまとめたいアプリケー
ションアイコンまでドラッグして指を離す

ウィジェットを追加する

ホーム画面を追加／移動／削除する

フォルダを追加する
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お知らせ

･ １つのフォルダには、最大16個のアプリケーションアイコンを追
加できます。
･ フォルダを削除するには、フォルダ内のアプリケーションアイコン
などを移動してアプリケーションアイコンなどが１つだけの状態
にします。移動は、ホーム画面でフォルダをタップ→アプリケー
ションアイコンなどをロングタッチ→そのままフォルダ外までド
ラッグして指を離します。
･ 一部のウィジェット（サイズが1×1）を、フォルダに追加するこ
ともできます。

1 ホーム画面で移動するアプリケーションアイコン
やウィジェットなどをロングタッチ

2 そのままアプリケーションアイコンやウィジェッ
トなどを移動先までドラッグして指を離す

お知らせ

･ アプリケーションアイコンやフォルダをお気に入りトレイまでド
ラッグすると、お気に入りトレイに移動できます。

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 フォルダ名の部分をタップ→フォルダ名を入力
■ アプリケーションアイコンをフォルダに追加する場合

a →追加するアプリケーションアイコンをタップ
→「OK」

1 ホーム画面で削除するウィジェットをロングタッ
チ

2 そのままウィジェットを画面上部のごみ箱までド
ラッグ

3 ウィジェットが赤色に変わったら指を離す

アプリケーションアイコンやウィジェットなどを移
動する

フォルダ名を変更する

ウィジェットを削除する
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1 ホーム画面で削除するアプリケーションアイコン
をロングタッチ

2 そのままアプリケーションアイコンを画面上部の
ごみ箱までドラッグ

3 アプリケーションアイコンが赤色に変わったら指
を離す→「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。

機能の呼び出しかた

本機にインストールされているアプリケーションアイコンは、ホーム
画面またはカテゴリ分けされたフォルダ内に配置されています。

1 ホーム画面でフォルダをタップ
･ 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。
･ ホーム画面にアプリケーションアイコンが配置されている
場合は、操作1を行う必要はありません。

2 起動するアプリケーションアイコンをタップ

アプリケーションをアンインストールする

アプリケーションや機能を起動する

ホーム画面 フォルダ内のアプリ
ケーションアイコン
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1 J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

･ 最大で19件のアプリケーションが表示されます。
･ 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するか、

をタップして各記録を削除できます。また、 をタップする
と、すべての記録を削除できます。

検索のしかた
「検索」アプリケーションまたは「Google」アプリケーションを利
用して、本機内やウェブページなど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.149）。

1 ホーム画面で「Google Apps」フォルダ→「検
索」

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
･ Google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。

最近使用したアプリケーションを起動する

「検索」アプリケーションを利用する

a b

検索ボックス



53 2. 基本的な画面表示と操作

お知らせ

･「検索」ウィジェットをホーム画面に追加すると、タップするだけ
で検索ボックスを起動できます。

「Google」アプリケーションでは、Google Nowを利用することも
できます。Google Nowとは、現在時刻や現在地、本機内に登録し
た情報などを利用して、ユーザーに有益で適切だと思われる情報を
Google Nowカードで表示するサービスです。

1 ホーム画面で「Google Apps」フォルダ→
「Google」
･ 初回利用時は、Google Nowの説明画面が表示されます。
「次へ」をタップして説明を確認し、「また今度」／「使っ
てみる」をタップします。「使ってみる」をタップすると、
Google検索ボックスの下にGoogle Nowカードが表示さ
れます。

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カード表示エリア
情報があるときにGoogle Nowカードが表示されます。

c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

お知らせ

･ Google Nowの詳細については、Google検索ボックス表示中に
M→「ヘルプ」をタップして、ヘルプをご確認ください。
･「Google検索」ウィジェットをホーム画面に追加すると、タップ
するだけでGoogle検索ボックスを起動できます。

「Google」アプリケーションを利用する

a c

Google検索ボックス

b
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･ 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 Apps」フォルダ→「音声
検索」

2 検索する文字列を音声で入力

1 ホーム画面で「Google Apps」フォルダ→「検
索」→M→「検索設定」

2 項目を設定

1 ホーム画面で「Google Apps」フォルダ→
「Google」→M→「設定」

2 項目を設定
･ 利用状況によって、表示される項目は異なります。

音声を入力して検索する（音声検索）

「検索」アプリケーションの設定を変更する

項目 説明
検索対象 検索する対象を設定します。
ショートカットを消去 最近選択した検索候補のショート

カットを消去します。

「Google」アプリケーションの設定を変更す
る

項目 説明
Google Now Google Nowのオン／オフの切り

替えや、Google Nowカードの各
種設定を行います。

通知 Google Nowの通知のオン／オフ
の切り替えや、各種通知設定を行
います。

マイコンテンツ マイコンテンツの設定を行いま
す。



55 2. 基本的な画面表示と操作

音声 言語 Google音声検索時に入力する言
語を設定します。

音声出力 常に音声出力するか、ハンズフ
リーのときのみ音声出力するかを
設定します。

不適切な語句を
ブロック

Google音声検索時に、不適切な
語句の検索結果を表示するかどう
かを設定します。

オフライン音声
認識のダウン
ロード

オフライン時に音声入力を利用す
るときの音声認識データを管理／
ダウンロードします。

Bluetooth
ヘッドセット

可能な場合に、Bluetoothヘッド
セットで音声を録音できるように
するかを設定します。

端末内検索 検索する対象を設定します。

項目 説明
プライ
バシー
とアカ
ウント

Googleアカウ
ント

Google検索へのログアウト／ロ
グインを行います。

Googleの位置
情報設定

Googleアプリに位置情報へのア
クセスを許可するかどうかを設定
したり、「現在地送信機能」や
「ロケーション履歴」のオン／オ
フを切り替えます。

ウェブ履歴 検索履歴のオン／オフを切り替え
ます。

ウェブ履歴の管
理

ウェブ履歴の一時停止や削除がで
きます。

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。

セーフサーチ
フィルタ

制限付きコンテンツを含む検索結
果が表示されないように設定しま
す。

法的事項 利用規約やプライバシーポリ
シー、法的通知、オープンソース
ライセンスを確認します。

項目 説明
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お知らせ

･M→「サンプルカード」をタップすると、Google Nowカードが
表示されます。各カードの「サンプルカード」をタップすると、
カードのサンプル表示を確認できます。「設定」をタップすると、
カードの各種設定ができます。
･M→「更新」をタップすると、Google Nowの情報を更新します。
･M→「フィードバックを送信」をタップすると、Google 利用規
約の同意／拒否を設定できます。

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 T（電源キー）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

マナーについて

マナーモードを設定する
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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「設定」→「音」→「マナーモード」→「バイブレー
ション」／「ミュート」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 T（電源キー）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

aT（電源キー）を長押し→「機内モード」

お知らせ

･ ホーム画面で「設定」をタップし、「機内モード」をONにしても
機内モードを設定できます。

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「設定」

2 「音」→「着信音」／「通知音」
･「通知音」をタップしたときは、「Eメール」／「カレン
ダー」／「その他」をタップします。「Eメール」を選択し
た場合は、設定する着信音を選択します。「カレンダー」／
「その他」を選択した場合は、操作3へ進んでください。

3 「着信音」／「音楽ファイル」
･「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、「音楽ファイル」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」

機内モードを設定する

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
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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「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、+（音量上キー）／-（音量下キー）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-（音
量下キー）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-（音量下キー）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+（音量上キー）／-（音
量下キー）を押すと、再生音量を調節できます。

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「設定」

2 「音」→「バイブレーション」→項目にチェックを
付ける

1 ホーム画面で「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」

お知らせ

･ ホーム画面で「電源管理」ウィジェットの をタップしても、画
面の明るさを調整することができます。

音量を調節する バイブレーションを設定する

画面の明るさの調整
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1 ホーム画面で「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.179）。

1 -（音量下キー）とT（電源キー）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「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。

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。

ディスプレイの消灯時間を設定する
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