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ダウンロードしたりあらかじめ登録されて

いるゲームなど、ソフトバンク携帯電話専

用のアプリケーション（S!アプリ）を楽

しめます。

.操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘ

ルプやダウンロードしたインターネットの

情報画面などを参照してください。

.S!アプリをWi-Fiで利用するときは、別途

「ケータイWi-Fi」へのご契約が必要です。

1%S「S!アプリ」S%

2「S!アプリ一覧」S%

S!アプリ一覧画面

3利用するS!アプリ選択S%

1 S!アプリ起動中に"

2「終了」S%

S!アプリを利用する

リモコン操作について

.リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミ

リンクリモコン for AQUOS」を利用し

て、テレビやビデオなどの家電製品を赤

外線で操作できます。
ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

.ネットワーク（インターネット）へ接続

するかどうかの確認が表示されます。画

面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

.S!アプリは一時停止し、着信画面が表示さ

れます。

S!アプリの通知履歴を確認するとき

2で「S!アプリ通知履歴」S%

S!アプリを終了する

S!アプリを一時停止するとき

2で「一時停止」S%
,次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

%S「再開」S%
,「キャンセル」を選ぶと、一時停止のま

まメインメニューが表示されます。

（S!アプリによっては、他の機能の利用

が制限されることがあります。）

,「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ

は終了します。

使いこなしチェック !

A●S!アプリをダウンロードしたい●効果音などの音量を変更したい●サラウンドを解除したい●着信があったときの動作を設定したい●S!アプリを

待受画面に設定したい●S!アプリのセキュリティを設定したい●詳細情報を確認したい●S!アプリをメモリカードに移動したい●S!アプリの設定を

変更したい●S!アプリを削除したい●S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい●S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい

●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい●Java™のライセンス情報を表示したい（AP.10-6～P.10-7）
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さまざまなアプリケーション（ウィジェッ

ト）を待受画面に貼ることで、待受画面か

らすぐにほしい情報や機能を入手／起動で

きます。

1%S「ウィジェット」S%

モバイルウィジェット画面

2「ウィジェットストア」S%
.以降は、画面の指示に従って操作して

ください。

1モバイルウィジェット画面で

「ウィジェット一覧」S%

2ウィジェット選択SB
.「S!速報ニュース／S!ともだち状況」

は削除できません。

3「削除」S%S「はい」S%

待受画面をアレンジする

ウィジェット

S!速報ニュース／
S!ともだち状況

ウィジェットを入手する

ウィジェットをインストールするとき

.ウィジェットの入手方法によっては、手

動でインストールする必要があります。

次の操作を行ってください。

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェッ

ト一覧」S%Sウィジェット選択SB
S「インストール」S%S「はい」S%

ウィジェットを単体で起動するとき

【モバイルウィジェット画面】「ウィジェッ

ト一覧」S%Sウィジェット選択S%
S%　

ウィジェットを削除する

ウィジェットをすべて削除するとき

2で「S!速報ニュース／S!ともだち状

況」SBS「全件削除」S%S操作用

暗証番号入力S%S「はい」S%
,待受画面に登録されているウィジェット

があるときは、このあと確認画面が表示

されます。画面の指示に従って操作して

ください。

使いこなしチェック !

A●ウィジェットの詳細情報を確認したい●ウィジェット通知履歴を確認したい●自動的に更新しない●海外で自動的に通信したい●海外利用時に

確認画面を表示しない●ウィジェット通知を受信しない●Cookieを許可しない●Cookieを削除したい（AP.10-8）
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1a　

2gで「 」（OPEN）選択S%

3登録するウィジェット選択S%
.ウィジェットが表示されます。

4表示したい位置に

gでウィジェット移動S%
.ウィジェットが登録されます。

1aSgでウィジェット選択

S%　

2%　

.ウィジェットが起動します。以降は、

画面の指示に従って操作してくださ

い。

シートを利用すると、シートごとにモバイ

ルウィジェットやデスクトップショート

カットを貼り付け、切り替えて使用するこ

とができます。

1aSA　

.Aまたは)を押すたびに、シート

が切り替わります。

.シート名は画面上部に表示され、しば

らくすると消えます。

.このあと、ウィジェットを登録すると、

表示されているシートに登録されます。

待受画面にウィジェットを登録する

ポインタで操作するとき

.1のあとAを長く押すと、ポインタが表示

されウィジェット選択などを行うことが

できます。

.ポインタでの操作をやめるときはAを長

く押します。

デスクトップ
ショートカット
タブ

ウィジェット
タブ

ウィジェットを利用する シートを利用する

シートを切り替える

↓A

使いこなしチェック !

A●Yahoo!JAPANにログインしたい●ウィジェットの表示位置を変更したい●ポインタの速度を遅くしたい●シート名を変更したい●シートをロッ

クしたい　ほか（AP.10-8～P.10-9）
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1モバイルウィジェット画面で

「ウィジェット一覧」S%

2ウィジェット選択SB

3「待受画面にはる」S%

4シート選択S%

5位置選択S%

1aSgでウィジェット選択

SB　

2「操作」S%

3「待受画面からはがす」S%

4「はい」S%

本機には、あらかじめ「S!速報ニュース」

と「S!ともだち状況」と連動するウィジェッ

トが登録されています。

■表示パターンを設定する

1aSgで「S!速報ニュース／

S!ともだち状況」ウィジェット

選択SB

2「設定」S%
S「表示パターン設定」S%

3表示項目選択S%（ ）SA

■表示を切り替える

1aSgで「S!速報ニュース／

S!ともだち状況」ウィジェット

選択SB

2「操作」S%
S「表示パターン切替」S%
.操作のたびに、表示が切り替わります。

別のシートにウィジェットを登録する ウィジェットを解除する（待受画面からはがす） 「S!速報ニュース／S!ともだち状況」を利用する

「S!速報ニュース／S!ともだち状況」の操作

S!速報ニュース／
S!ともだち状況

使いこなしチェック !

A●シートごとにウィジェットをまとめて解除したい●ニュースを登録したい●ニュースの表示速度を変更したい●未読ニュースだけを表示したい

●メンバーを登録したい●メンバーを管理したい（AP.10-9）
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S!アプリ

S!アプリをダウンロー
ドしたい
［Y!ケータイで探す］

%S「S!アプリ」S%S「S!アプリ一覧」S%S
「Y!ケータイで探す」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

効果音などの音量を変
更したい

［音量］

%S「S!アプリ」S%S「設定」S%S「音量」

S%S音量選択S%

サラウンドを解除した
い

［サラウンド］

%S「S!アプリ」S%S「設定」S%S「サラ

ウンド」S%S「Off」S%

着信があったときの動
作を設定したい

［着信時優先動作］

/%S「S!アプリ」S%S「設定」S%
S「着信時優先動作」S%S下記の操作

着信があったとき通知を表示する
着信の種類選択S%S「着信通知表示」S%

メール着信があったときS!アプリを一時停止する
「メール着信」S%S「着信優先動作」S%

アラーム設定時刻になったとき通知を表示する
「アラーム」S%S「アラーム通知」S%

S!アプリ通知を表示する
「S!アプリ通知」S%S「着信通知」S%

S!アプリを待受画面に
設定したい
［S!アプリ待受設定］

/%S「S!アプリ」S%S下記の操作

S!アプリ待受の設定を有効にする
「設定」S%S「S!アプリ待受設定」S%S「On／
Off設定」S%S「On」S%

設定するS!アプリを選ぶ
「S!アプリ一覧」S%SS!アプリ選択SBS「S!
アプリ待受に設定」S%
.「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ

設定できます。

.本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続してい

るときは、S!アプリ待受が正しく起動／動作しない

ことがあります。

S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する
「設定」S%S「S!アプリ待受設定」S%S「起

動開始時間」S%S秒数入力S%

一時停止したあと自動的に再開させない
「設定」S%S「S!アプリ待受設定」S%S「一

時停止設定」S%S「On」S%

S!アプリのセキュリ
ティを設定したい
［セキュリティレベル］

/%S「S!アプリ」S%S「S!アプリ

一覧」S%SS!アプリ選択SBS「セキュリ

ティレベル」S%S下記の操作

セキュリティレベルを設定する
項目選択S%S内容選択S%

セキュリティの設定を初期化する
「設定リセット」S%S「はい」S%

詳細情報を確認したい
［プロパティ］

%S「S!アプリ」S%S「S!アプリ一覧」S%
SS!アプリ選択SBS「プロパティ」S%
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S!アプリをメモリカー
ドに移動したい
［メモリカードへ移動］

%S「S!アプリ」S%S「S!アプリ一覧」S%
SASS!アプリ選択S%（ ／ ）S指定完了

SBS「メモリカードへ移動」S%
.古いバージョンのS!アプリがあるときは、このあと

「はい」／「いいえ」を選び、%を押します。

.Bを押す前に、くり返し複数のS!アプリを選択す

ることもできます。

. S!アプリによっては、メモリカードに移動できない

ことがあります。

S!アプリの設定を変更
したい

［設定］

/%S「S!アプリ」S%S「設定」S%
S下記の操作

S!アプリ通知設定を有効にする
「S!アプリ通知設定」S%S「On」S%

バックライトの点灯方法を変更する
「バックライト」S%S「On／Off設定」S%S
点灯方法選択S%
.「通常設定に従う」にすると、「ディスプレイ設定」

のバックライトの設定内容に従って動作します。

パネル照明の点滅設定を無効にする
「バックライト」S%S「S!アプリ点滅制御」

S%S「Off」S%

バイブレータ設定を無効にする
「バイブ」S%S「Off」S%

S!アプリを削除したい
［削除］

%S「S!アプリ」S%S「S!アプリ一覧」S%S
削除するS!アプリ選択SBS「削除」S%S

「はい」S%
.操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。

. S!アプリ待受に設定しているS!アプリを削除すると

きは、あらかじめ設定を解除してから操作してくだ

さい。

S!アプリ設定をお買い
上げ時の状態に戻した
い
［S!アプリ設定リセット］

%S「S!アプリ」S%S「設定」S%S「S!ア
プリ設定リセット」S%S操作用暗証番号入力

S%S「はい」S%

S!アプリをすべて削除
してお買い上げ時の状
態に戻したい
［S!アプリオールリセット］

%S「S!アプリ」S%S「設定」S%S「S!ア
プリオールリセット」S%S操作用暗証番号入

力S%S「はい」S%
. ICカード内にデータがあるときは、操作できませ

ん。（ICカード内のデータの削除方法は、生活アプ

リによって異なります。詳しくは、おサイフケータ

イ®対応サービス提供者にお問い合わせください。）

.「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダ

ウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削

除されますのでご注意ください。また、ちかチャッ

トの利用制限も解除されます。

メモリカード内のS!ア
プリ情報を更新したい
［メモリカードシンクロ］

%S「S!アプリ」S%S「設定」S%S「メモ

リカードシンクロ」S%S「はい」S%

Java™のライセンス
情報を表示したい
［インフォメーション］

%S「S!アプリ」S%S「インフォメーション」

S%　
10-7
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■ウィジェット管理

■ウィジェット通知履歴

■ウィジェット設定

■待受画面での操作

モバイルウィジェット

ウィジェットの詳細情
報を確認したい

［プロパティ］

%S「ウィジェット」S%S「ウィジェット一

覧」S%Sウィジェット選択SBS「プロパ

ティ」S%
.「S!速報ニュース／S!ともだち状況」以外のウィ

ジェットを選んでください。

ウィジェット通知履歴
を確認したい
［ウィジェット通知履歴］

/%S「ウィジェット」S%S「ウィ

ジェット通知履歴」S%S下記の操作

全文表示する
通知選択SBS「全文表示」S%

削除する
通知選択SBS「削除」S%S「はい」S%

全件削除する
通知選択SBS「全件削除」S%S操作用暗証

番号入力S%S「はい」S%

自動的に更新しない
［自動更新設定］

%S「ウィジェット」S%S「設定」S%S「自

動更新設定」S%S「Off」S%

海外で自動的に通信し
たい
［海外自動通信設定］

%S「ウィジェット」S%S「設定」S%S「海

外自動通信設定」S%S「On」S%

海外利用時に確認画面
を表示しない
［海外利用確認設定］

%S「ウィジェット」S%S「設定」S%S「海

外利用確認設定」S%S「Off」S%

ウィジェット通知を受
信しない
［ウィジェット通知設定］

%S「ウィジェット」S%S「設定」S%S
「ウィジェット通知設定」S%S「Off」S%

Cookieを許可しない
［Cookie設定］

%S「ウィジェット」S%S「設定」S%S
「Cookie設定」S%S「許可しない」S%

Cookieを削除したい
［Cookie削除］

%S「ウィジェット」S%S「設定」S%S
「Cookie削除」S%S「はい」S%

ウィジェットの表示方
法を変更したい
［ウィジェット表示］

aSBS「設定」S%S「ウィジェット表示」S
%S表示方法選択S%
.「Off」にすると、aを押してもウィジェットが表示

されなくなります。

Yahoo!JAPANにロ
グインしたい
［Yahoo!JAPANログイン］

aSBS「Yahoo!JAPANログイン（Yahoo!
JAPANログアウト）」S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

. Yahoo!JAPANログイン中は、上記の操作でログア

ウトできます。

ウィジェットの表示位
置を変更したい

［配置を変更する］

aSgでウィジェット選択SBS「操作」S%
S「配置を変更する」S%S表示位置変更S%

ウィジェットを前面／
背面に移動したい

［前面へ／背面へ］

aSgでウィジェット選択SBS「操作」S%
S「前面へ」／「背面へ」S%

表示を更新したい
［表示を更新する］

aSgでウィジェット選択SBS「操作」S%
S「表示を更新する」S%
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■シート

■「S!速報ニュース／S!ともだち状況」（S!速報ニュース表示時）

■「S!速報ニュース／S!ともだち状況」（S!ともだち状況表示時）

シートごとにウィ
ジェットをまとめて解
除したい

［全部はがす／
選択してはがす］

/aSBS「一覧から操作」S%S「待

受画面からはがす」S%S下記の操作

すべて解除する
「全部はがす」S%Sシート選択SAS「はい」

S%　

複数選択して解除する
「選択してはがす」S%Sウィジェット選択S%
（ ）Sウィジェット指定完了SAS「はい」S%

ポインタの速度を遅く
したい
［ポインタ速度設定］

aSBS「設定」S%S「ポインタ速度設定」

S%S「遅い」S%

シート名を変更したい
［シート名変更］

/aSBS「設定」S%S「シート設

定」S%S「シート名変更」S%S下記の操作

シート名を変更する
変更するシート選択S%Sシート名修正S%

変更したシート名をすべて元に戻す
BS「はい」S%

シートをロックしたい
［シートロック設定］

/aSBS「設定」S%S「シート設

定」S%S「シートロック設定」S%S操作用

暗証番号入力S%S下記の操作

シートをロックする
ロックするシート選択S%S「On」S%

シートロック一時解除方法を変更する
「ロック解除方法」S%S「パスワードなし」S%
.aを押したあと、「 」を選び%を押すだけで、シー

トロックが一時解除できるようになります。

ニュースを登録したい
［ニュース登録］

aS「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィ

ジェット選択SBS「操作」S%S「コンテン

ツメニュー」S%S「ニュース登録」S%S
「S!速報ニュース一覧」S%S「登録はこちら」

S%S「はい」S%Sリスト選択S%Sコンテ

ンツ選択S%
.以降は、画面の指示に従って操作してください。

ニュースの表示速度を
変更したい
［ニュース表示速度］

aS「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィ

ジェット選択SBS「操作」S%S「コンテン

ツメニュー」S%S「ニュース表示設定」S%
S「ニュース表示速度」S%S速度選択S%

未読ニュースだけを表
示したい
［ニュース表示対象］

aS「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィ

ジェット選択SBS「操作」S%S「コンテン

ツメニュー」S%S「ニュース表示設定」S%
S「ニュース表示対象」S%S「未読のみ」S%

メンバーを登録したい
［メンバー表示登録］

aS「S!速報ニュース／S!ともだち状況」ウィ

ジェット選択SBS「操作」S%S「コンテン

ツメニュー」S%S「メンバー表示登録」S%
S登録種別選択S%Sメンバー選択S%S「（未

登録）」S%

メンバーを管理したい
［メンバー管理］

/aS「S!速報ニュース／S!ともだち状

況」ウィジェット選択S%Sgでメンバー選択

SBS「操作」S%S「コンテンツメニュー」

S%S下記の操作

メンバーを解除する
「登録メンバーの解除」S%S「はい」S%

メンバーを並べ替える
「メンバーの移動」S%SB（上へ）／A（下へ）

S%　

メンバーのアイコンを変更する
「アイコン変更」S%Sアイコン選択S%
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3 S!アプリをメモリカードに移動でき
ない

.メモリカード内に十分な空き容量がな

いときは、移動できません。メモリ

カードの空き容量をご確認ください。

また、メモリカード内に同じS!アプリ

があるときは移動できません。

3「着信時優先動作」で設定した内容が
反映されない

. S!アプリ待受が起動していませんか。

S!アプリ待受が起動している場合に着

信などがあったときは、設定にかかわ

らず着信通知が表示されます。

3 S!アプリ起動時にケータイWi-Fiが利
用できない旨の確認画面が表示される

. Wi-Fiが圏外ではありませんか。圏内に

移動するか、Wi-Fiの「切替確認設定」

で「Wi-Fiから3Gへの切替」を「Off」
にしてから起動してください。
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