搭載アプリケーションについて

Google が提供しているメールサービス
であるGmailをいつでも、どこでも利用
Gmail™

おもなアプリケーション

することができます。
キーワードを入力しメールを検索した
り、メールにラベルを追加することに
よって、整理することができます。

アプリケーションを名前順（アルファベット→50音順）に紹介して

Googleが提供するソーシャルサービ

います。

ス。
・＜新規＞は、メジャーアップデートにより追加されたアプリケー
ションです。

アプリケーション

Google＋™（102SHⅡ

友達や家族、同じ趣味の仲間など自由

に搭載）

にグループ分けしてサークルに登録す
れば、そのサークルのユーザーとだけ

はたらき

情報を共有することも出来ます。

シャープのAndroid搭載端末専用サイ

GREEの公式アプリケーションで楽しく

ト「SH SHOW」に接続して、3Dゲー
3Dゲームリンク

友だちと遊びましょう。コミュニケー

ムのおすすめアプリケーションを確認
することができます。
ダウンロードするときは、Google

ションや無料ゲームを楽しめます。
GREE

なく、大人気のゲームや占い、便利な

Play™へ案内されます。

アプリケーションもぞくぞく登場しま

本機を水平に右に動かしながら撮影す

す。

ることで、3D画像を撮影することがで

Google アカウントでログインして、友

きます。
3D写真撮影

だち同士で、現在地や現在の状況を地

撮影した3D画像は本機の液晶のほか、
スマートファミリンクで送信して、3D
対応AQUOSなどの大画面で楽しむこと

図上で確認し合うことができます。
Latitude™

の場所でのステータスを上げたりでき

スマートフォンで書類を撮影するこ

ます。

とで、どんな書類も簡単にデータ変換
し、PDFファイルに作成できます。

に搭載）

ファイルはメールで共有、オンライン
ストレージへのアップロード、またPC
との同期化も可能です。

Documents To Go

USBやWi-Fiを通じて音楽・静止画・動
画ファイルをパソコンと端末の間で共
有したり、同期したりできます。
MediaJet

本機とパソコンをUSBで接続すれば、
自動的にインストールの手順が立ち上

パソコンなどで作成されたMicrosoft ®

がるので、ソフトのインストールも簡

Word/Excel ® /PowerPoint ® のファイ

単です。

ルを表示することに対応したアプリ

2400万人以上が利用するSNS「mixi」

ケーションです。

の公式Androidアプリケーションで

対象ファイルを閲覧・確認したいとき
に、手軽に利用することができます。
本機には、世界最大のSNSサービス

Facebook

レストランなどにチェックインし、自
分の居場所を友だちに知らせたり、そ

もできます。

CamScanner（102SH

無料ゲームがたくさん楽しめるだけで

す。いつものコミュニケーションを
mixi

mixiで新しくスマートに利用できま
す。

Facebookの公式アプリを搭載していま

写真を共有したり、つぶやいたり、友

す。

人とより楽しくコミュニケーションで

プロフィールの編集や、画像やメッ

きます。

セージの投稿もできます。イベント機

更新されたマイミク情報をすばやく、

能などもパソコンと同じように活用す

簡単にチェックすることができます。

ることもできます。
Adobe ® Flash ® Playerは、ブラウザな

更新は設定でoffにすることもできま
mixiSH

す。

どで、Adobe ® Flash ® で作成されたア

日記やmixiボイスも投稿でき、GPS情

Flash Player

ニメーションコンテンツや動画の再生

報から自分のいる場所のURLを投稿す

Settings＜102SHのみ

を可能にします。

ることもできます。

新規＞

Flash Player Settingsでは、Adobe ®

最大級の会員数を誇るMobage（モバ

Flash ® Playerの設定の変更ができま
す。
電子ブックストアサービス
「GALAPAGOS STORE」を利用できる

ゲー）の公式アプリケーションです。
Mobage Web＜新規＞
（102SHⅡに搭載）

TVCMなどでおなじみの超有名ゲーム
が遊べたり、アバターや日記、サー
クルへの参加などを通して、他のユー

GALAPAGOS App for

アプリケーションです。電子書籍を購

ザとのコミュニケーションも楽しめま

Smartphone（102SH

入したり、閲覧したりできます。

す。

に搭載）

ブックシェルフで書籍を一覧で管理し
たり、項目別にまとめて整理すること
ができます。

動画を編集するアプリ。
Movie Studio＜新規＞

動画や画像、音楽などを組み合わせ
て、手軽に新しい動画の作成ができま
す。

音楽を楽しむすべてが詰まったアプリ

写真や動画、テキストや音声データを

ケーションです。
MUSIC BOX

いつでも簡単に保存や閲覧、公開がで

話題のランキングや最新の音楽情報を

Y!ボックス（102SHⅡ

きるストレージサービスです。

チェックしたり、お気に入りの楽曲を

に搭載）

パソコンにも対応しており、スマート

「レコチョク」でかんたんに購入でき

フォンで保存したデータを自宅のパソ

ます。購入した曲を聴くプレイヤーも

コンから閲覧することもできます。

ここから1クリックで起動できます。

欲しいコンテンツを探すときに便利

Google Playから、さまざまなアプリ

な、Yahoo! JAPANが提供する総合コ

ケーション（無料・有料）をダウン

ンテンツモールです。

Playストア＜102SHの

ロードすることができます。ダウン

み新規＞

ロードしたアプリケーションは、設定

で、気軽にアクセスしてみましょう。

を変更することによって手動または自

欲しいコンテンツがすぐに見つかるは

動で更新することができます。

ずなので、便利です。

レンタルムービーや、自分で録画した

YouTubeにアップロードされている、

動画コンテンツを管理することが出来

さまざまな動画コンテンツを視聴す

Playムービー
（102SHⅡに搭載）

ます。
AQUOS、AQUOSブルーレイとWi-Fi

Y! マーケット

YouTube™

ロードを行うこともできます。

ファミリンクに対応しています。

YouTubeにアップロードされているさ

スマートファミリンクの機能や設定方

まざまな3D動画コンテンツを検索で

ションです。

YouTube3D

ロードを行うこともできます。

ラインストレージサービスです。

今お使いのスマートフォンに対応する

マルチデバイスに対応しているので複

アクセサリーを探すことができる便利

数のPCやスマートフォンから自分の

なアプリケーションです。
アクセサリー

トフォンをもっと便利にし、もっと

Twitterを利用するための公式アプリ

楽しくするアクセサリーが勢ぞろいで

ケーションです。

す。

タイムライン表示や、ダイレクトメッ

人気・話題のアプリケーションを多数

セージの送受信ができます。ウィ

の切り口で紹介しています。自分に

ることもできます。

合ったアプリケーションがきっと見つ
@アプリ

て、初めてスマートフォンを利用する

できるアプリケーションです。
このアプリケーションで、ライブ配信

方にも便利にお使いいただけます。

や視聴をいつでもどこでも行うこと

音声案内やオートリルートなどカーナ

ができます。気になる番組をチェック

ビのように使える、ナビゲーションア

してライブ映像をすぐに楽しみましょ
う。
ウイルスの脅威からスマートフォンを

いつもNAVI（102SH
に搭載）

プリケーションです。交差点付近の案
内画像や渋滞表示も可能です。
さらに歩道橋や公園内も案内する歩行
者ナビ、電車の乗換案内なども充実し

守るためのアプリケーションです。
インストールしたアプリケーション、

ています。

メール添付ファイル、SDカードを通

様々なサイトで提供される豊富な商品

して侵入するウイルスを検出して、ス

からインターネットショッピングがで

マートフォンを守ります。
ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリア

お買い物

きるアプリケーションです。
ショッピングに応じて特別ポイントが
付与されるなど、ホワイトマーケット

で、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動
Wi-Fiスポット設定

かります。
また、初心者向け情報も充実してい

Ustreamはライブ映像を楽しむことが

VirusScan

ケースや液晶保護シールなど、スマー

す。

ジェットからダイレクトにツイートす

Ustream

きます。

ウド上にバックアップする大容量オン

データにアクセスすることができま

Twitter

き、高画質モードで再生することがで
3D以外の動画の検索や、動画のアップ

テキスト、写真、音楽、動画等をクラ

搭載）

モードで再生することができます。

トワーク機能を利用できる、スマート

法をわかりやすく案内したアプリケー

SugarSync（102SHに

ることができます。本機からも高画質
本機のカメラで撮影した動画のアップ

接続することで、手軽にホームネッ
Smart Familink

色々なコンテンツがたくさんあるの

で接続（ログイン）することができる

ならではの特典もあります。

ようになるアプリケーションです。

電子マネーとして、コンビニエンスス

ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポッ

トアなどで利用したり、チケットとし

トサービスへの加入が必要となりま
す。

おサイフケータイ

て使える、おサイフケータイ ® のサー
ビスを利用することができます。
モバイルSuica ® などのサービスが充実
しています。

スマートフォン時代の新しいお笑いが

本機のSDカードに保存されている静止

今アプリケーションでここに登場しま

画、動画、音楽、ワンセグで録画した

した。
お笑いLIFE

お笑い芸人によるアプリ企画や短編映
画などが楽しめる「お笑いLIFE」を配

音楽・動画

きます。

ソフトバンクのスマートフォンで、端

震度6弱以上の地震など、大規模災害が

末/SDカード内の音楽や動画を再生す

発生した場合に、安否情報の登録、確

るためのアプリケーションです。
直感的な操作で迷わず操作することが

災害用伝言板

緊急速報メール

レスに対して、安否情報が登録された
ことを自動送信することができます。

本機の電池カバーを自分好みにデザイ

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べ

ンし、オーダーメイドできます。

ることができます。調べた単語は、単

なパーツで、自分だけのオリジナル

辞書

語カードに登録することができます。
ネット辞書（インターネット上の辞

デザインカバーをつくることができま

書）を利用して、最新の、さまざまな

す。白戸家お父さんカバーもつくれま

情報を検索することもできます。

す。

新聞・雑誌・テレビニュースを発売当

オートフォーカスに対応したカメラで

日に誌面そのままのレイアウトで読む

撮影サイズやホワイトバランスなど

新聞 雑誌

ことができるアプリケーションです。
ビジネス・スポーツ・ファッション・

様々な設定を変更して撮影が可能で

グルメ・モノ・旅などさまざまなライ

す。連写撮影などにも対応していま

ンナップがあり、充実しています。

す。

入力したメール文書をワンタッチでデ

カレンダーを確認したり、予定を管理

コレメールに変換する「楽デコ」用の

ダー画面の表示は、日／週／月に切り

スグデコ！

アプリケーションです。
SoftBankメールの「楽デコ」ボタンと

替えることができます。

連携しているので、簡単にデコレメー

インターネット上のGoogle カレンダー

ルを作ることができます。

™と同期することもできます。

お好みのセレクトを選んで厳選アプリ

静止画や動画を管理・表示すること

ケーションとホーム画面を一括ダウン

いった編集機能にも対応しています。

ロードできます。
スマセレ

2クリックでセレクトをすばやく交換で

静止画をスライドショー表示にするこ

きます。ホーム画面とアプリケーショ

とによって、楽しむこともできます。

ンを自分好みにまるごとカスタマイズ

気象庁が配信する緊急地震速報を受信

することができます。

することができます。

赤外線を利用して、他の機器とプロ

対象エリア内にいて速報をキャッチし

フィール情報などをやりとりすること

た場合、警報音やバイブレーション、

ができます。
赤外線送受信

高速赤外線通信のIrSimple™／IrSS™規

た、国や地方公共団体からの災害・避

格に対応しており、カメラで撮影した

難情報なども受信できます。

画像などのやりとりが、スムーズに行

Google 検索を利用して、インターネッ

うことができます。

ト上の情報や、本機のアプリケーショ

本機のさまざまな設定を変更すること

ンを検索することができます。

ができます。

世界のさまざまなWebページや地図、
動画、お店の住所や乗換案内など、さ

コミックLIFE

また、あらかじめ設定したEメールアド

に設定することができます。

画面表示ですぐにお知らせします。ま

検索

認、削除ができます。

できます。また、好きな音楽を着信音

ができます。トリミング／画像回転と
ギャラリー

コンテンツマネージャーからmicroSD
と端末容量の設定を確認することもで

したりすることができます。カレン
カレンダー

認することができます。

ンライフを今すぐ体験できます。

静止画の撮影を行うことができます。
カメラ

ジャー

番組のデータやその他のファイルを確

信しています。笑いあるスマートフォ

フレームやイラスト、文字などの豊富
カバコレ

コンテンツマネー

プロフィール、省エネ設定、無線と
設定

ネットワーク、通話設定、サウンド設

まざまな関連情報が表示されます。

定、画面設定、USB接続、位置情報と

コミックLIFEは、一定の月額料金で、

セキュリティなどの確認や設定の変更

毎週様々な人気コミックの連載を読め

を行うことができます。

るサービスです。

ブラウザを利用してダウンロードした

配信予定をカレンダーに連携する機能

ファイルの履歴をリストで確認するこ

や、コミックの続きを購入するなど、
ブックストアとの連携機能がありま
す。

とができます。
ダウンロード

時間順に並べられているファイルをサ
イズ順に並べ替えたり、ダウンロード
したファイルをまとめて選択して削除
したりすることができます。

卓上ホルダーにセットして充電する
と、撮った静止画や動画を自動で表示
チャージングシアター

します。
卓上ホルダーの上に乗せた端末をフォ

どこでもコピー＜新規
＞

本体に内蔵されている3D動画コンテン

ソフトバンクスマートフォンの操作に

ツを再生します。
内蔵3D動画

アイケアとヒーリングを兼ね備えた
リフレッシュ3D映像の「Beautiful

ンです。

Silence」と「もののけ島のナキ」の予

また、ご利用のスマートフォンの取扱

告版動画を内蔵しています。

説明書も閲覧できます。FAQサイトへ

見知らぬ土地でも目的地を入力するだ
けで、現在地から目的地までの経路情

電子ブックストアサービス
「GALAPAGOS STORE」を利用できる

報や所要時間を、ナビ画面で確認する
ナビ

ことができます。

アプリケーションです。電子書籍を購

音声ガイドによる案内なども利用する

入したり、閲覧したりできます。

ことができるので、カーナビゲーショ

ブックシェルフで書籍を一覧で管理し

ンにもなります。

たり、項目別にまとめて整理すること

現在地の天気予報とニュースを確認す

ができます。
四則演算（足し算、引き算、かけ算、
割り算）、百分率（パーセント）や
電卓

なく画像の中の文字列など、さまざま
な画面でコピーできます。

も簡単にアクセスできます。

（102SHⅡに搭載）

することができます。テキストだけで

できます。

に使い方を確認できるアプリケーショ

電子書籍 GALAPAGOS

囲むだけで、簡単にテキストをコピー

トフレームのようにして楽しむことが

迷ったとき、疑問があったとき、すぐ
使い方ガイド

コピーしたい箇所をタッチまたは指で

ることができます。都市を指定して、
ニュースと天気

天気予報を確認することもできます。
ニュースは、指定したトピックが表示

ルートの計算ができます。

されます。情報は、手動更新のほか、

メモリ機能も搭載されているので、メ

間隔を指定して自動更新できます。

モリ機能を使用してさまざまな計算を

本機のカメラで撮影した静止画や動画

行うことができます。
屋内外の電波状況を確認し、圏外で使
えなかったお店や施設などの場所を登

を人物別やイベント別に整理をして管
ピクチャー（3D対
応）

理することができます。
また、撮影した静止画や動画を地図タ

電波チェッカー

録することができます。

（102SHに搭載）

登録した電波状況をソフトバンクに電

上の任意の場所に登録することもでき

波改善要望として簡単に伝えることが

ます。

できるアプリケーションです。

オートフォーカスに対応したカメラで

電話をかけたり、受けたりすることが

動画の撮影を行うことができます。

できます。海外に電話をかけるときも
電話

使用します。

ビデオカメラ

す。セルフタイマーにも対応していま
す。

ることもできます。

ソフトバンクスマートフォンからフォ

電話番号やメールアドレスを登録する

トビジョンに写真をかんたんに送れる
専用アプリケーションです。
フォト送信

撮影した写真やアルバムに保存した写

Twitterのアカウント、誕生日、ニッ

真を、送信ボタンを押すだけで、フォ

クネームなどを登録することもできま

トビジョンにかんたんに送信できま

す。また、登録した電話帳ごとに着信

す。

音を設定することもできます。

スマートフォンで撮影した写真を30種

Google のインスタントメッセージサー

類以上の加工素材を用いてアレンジし

ビスGoogle トーク™を利用することが
できるアプリケーションです。

たり、スタンプなどでプリクラ風にで
フォト編集

きるアプリケーションです。

Google トークに登録している友だちと

簡単にSNSなどに共有ができたり、プ

メッセージをリアルタイムにやりとり

リントアプリとの連携で印刷も可能で

することができます。

す。

世界時計、アラーム、ストップウォッ

数多くラインナップされた書籍・コ

チ、タイマーを利用することができま

ミック・写真集などの電子書籍から簡

す。
時計

様々な設定を変更して撮影が可能で

を確認したり、履歴から相手に発信す

メールアドレスだけではなく、mixiや

トーク

撮影サイズやホワイトバランスなど

着信履歴や発信履歴を表示して発着信

ことができます。
電話帳

ブをタップして、地図を起動し、地図

世界時計では世界のさまざまな地域の

ブック

単に検索・購入することができます。
買った本はすぐに読むことが可能で

時間を確認することができます。ま

す。お支払いもお使いの端末の月々の

た、地域を追加して同時に複数の地域

使用料金と一緒で安心です。

を確認することができます。

ブラウザ

インターネットにアクセスし、ウェブ

ソフトバンクのメールサービス（SMS

ページを閲覧することができます。よ

／S!メール）を利用することができま

く閲覧するサイトは、ブックマークに

す。

登録することもできます。
複数のウィンドウを開き、切り替えて

ボイスメッセージ
（102SHに搭載）

ホーム切替

留守番電話のメッセージを自動的にお

をシークレット設定にすることもでき

使いの端末にダウンロードします。

ます。

ダウンロードしたメッセージはアプ

メールアカウントを登録することで、

リケーションからいつでも再生できま

外出先にいても自宅や会社のインター

す。

ネットメールを送信したり、受信する
メール

ことができます。

ションサービスへの加入が必要です。

本機には複数のインターネットメール

会議や取材などの音声を、SDカードに

のアカウントを登録することができま

録音することができます。録音した音

す。

声の再生も行うことができます。

Google＋のサークルに登録してある家

再生中には早送り、巻戻し操作が可能

族や仲間を招待して、ビデオチャット

です。また、再生画面から録音した

メッセンジャー

やテキストチャットを行えるツールで

ファイルの一覧を確認することもでき

（102SHⅡに搭載）

す。

ます。

簡単に情報共有をすることが出来ま

ホーム画面用アプリケーションを切り

す。

替えるときに、利用します。

よく利用する文章や覚え書きなどを、

ホーム画面用アプリケーションは、

手軽に登録することができます。

きます。

メモ帳

登録したメモは、後から確認したり、
メールの本文へ挿入したり、メールに
添付したり、テキストファイルに変換

歩数などを記録することができます。
歩数だけでなく、歩行距離、消費カ

したりすることができます。

ロリー、脂肪燃焼量なども表示されま

最大級の会員数を誇るMobage（モバ

す。

ゲー）の公式アプリケーションです。

設定した目標に対しての達成率を確認
したり、これまでの履歴を確認するこ
ともできます。

モバゲー（102SHに搭
載）

TVCMなどでおなじみの超有名ゲーム
が遊べたり、アバターや日記、サー
クルへの参加などを通して、他のユー
ザとのコミュニケーションも楽しめま

現在地の地図を表示したり、目的地ま

マップ

メールも送信できます。メールをフォ
ルダに自動振り分けしたり、フォルダ

Google Playなどから入手することがで

歩数計

S!メールなら、ファイル添付やデコレ

閲覧することもできます。

ご利用には留守番電話に関するオプ

ボイスレコーダー

メール

での経路を調べたりすることができま

す。

す。

バーコードや文字（テキスト）などを

交通情報を表示したり、航空写真で景

読み取り、メモ帳へ登録するなどして

色を確認したりもできます。ストリー
トビューや立体表示のほか、コンパス

読取カメラ

利用できます。
名刺内の文字を読み取って電話帳に登

モードも搭載されています。

録したり、熟語や英単語を読み取って

本機のSDカードに保存されている音楽

辞書で意味を調べることができます。

を再生することができます。

国内最大級の品揃えを誇る、スマート

ミュージックプレー

アルバム別、アーティスト別、ジャン

フォン向け音楽配信アプリケーション

ヤー

ル別に表示することができます。ま
た、自分で好きな曲でプレイリストを

ムービーLIFE

です。1曲毎の楽曲購入のほか、アルバ
レコチョク

ソフトバンクまとめて支払いに対応し

ムービーLIFEは、一定の月額料金で人

ており、お客様に合わせた支払方法を

気・話題の映画や海外ドラマ、アニメ

選べます。

が見放題になるサービスです。

レストランやATM、観光スポット、ガ

ダウンロード可能なコンテンツを保存

ソリンスタンドなどの、現在地付近の

しておけば、いつでもお気に入りの作
品を視聴することができます。

ローカル

情報を入手することができます。
地図上に表示したり、情報から電話を
かけたり、その場所までの経路を検索

シャープのAndroid搭載端末専用サイ

メーカーアプリ

ム単位での購入が可能です。

作ることもできます。

ト「SH SHOW」に、手軽に接続するこ

したりすることもできます。

とができます。

本機では、日本国内の地上デジタルテ

おすすめのアプリケーションやウィ

レビ放送、移動体通信向けサービス

ジェットなどの最新情報が紹介されて
います。

「ワンセグ」を楽しむことができま
ワンセグ

す。
ワンセグを視聴するだけではなく、視
聴予約を番組表からや、手動で入力し
て行うこともできます。

変更／削除されるアプリケーション
メジャーアップデートにより、次のアプリケーションが変更されま
す。

アプリケーション
音声検索

変更内容
（検索）に統合されました。

を

タップすると起動できます。
次の方法で起動できます。

エコ技設定

アプリケーションシートで
定）

（設

省エネ設定

次の方法で起動できます。
動画編集

ビデオプレーヤー（3D対応）で動画再
生中に

方位計

編集

削除されます。
次の操作で起動できます。

フォントマネージャー

アプリケーションシートで
定）

（設

壁紙・画面設定

文字

フォント切替
プレイス
マーケット（102SHに
搭載）

（ローカル）に移行します。
（Playストア）に移行します。

SoftBank
102SH/102SHII

