アプリケーションについて
アプリケーションを起動する

アプリケーション一覧
お買い上げ時に搭載されているアプリケーションを紹介します。

アプリケーション

はたらき
エンタメ・ゲーム・ツール・ライフス
タイル・ビジネスなど、超人気＆定番

アプリシートで、起動するアプリケーションをタップ
（App Pass）

アプリが取り放題のサービスです。
追加アイテム購入のチケットが毎月も
らえるなどの特典があります。
テレビやレコーダーとWi-Fi接続するこ
とで、手軽にホームネットワーク機能
を利用できる、スマートファミリンク

（AV家電リンク）

に対応しています。
スマートファミリンクの機能や設定方
法をわかりやすく案内したアプリケー
ションです。
コミック、書籍、写真集、雑誌が楽し

アプリケーションが起動します。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

める電子書籍サービスです。
（Book Reader）

ウェブサイトで電子書籍を選んで、専
用のビューアアプリでダウンロード・
購読をすることができます。
インターネットにアクセスして、検索

アプリケーションを終了する
アプリケーション起動中に

をくり返しタップし、Feel UXホー

ムに戻ると、アプリケーションは終了します（一部、終了しないア

やウェブページの閲覧が可能です。
PC版Chromeアプリとの同期にも対応
（Chrome）

し、ブックマーク等のデータを連携さ
せることができます。

プリケーションもあります）。

また、シークレットタブなどプライバ
シー機能にも対応しています。
本体の上の縁をなぞるとスクリーン
ショットが撮れます。ウェブページで
（Clip Now）

はURLも保存できます。
撮影したスクリーンショットの確認や
共有も簡単にできます。
本機には、世界最大のSNSサービス
Facebookの公式アプリを搭載していま
す。

（Facebook）

プロフィールの確認や、写真やメッ
セージの投稿ができます。また、友達
の写真や近況をチェックしたりもでき
ます。
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™）

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。
Google™ 検索を利用して、インター
ネット上の情報や、本機のアプリケー

（Google）

ションを検索することができます。
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
まざまな関連情報が表示されます。
Googleが提供するソーシャルサービ
ス。

（Google+™）

友達や家族、同じ趣味の仲間など自由
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
情報を共有することもできます。

Google+やGoogle+と連携させている

2台の端末を並べて画面をなぞるだけ

アプリへのアクセス、Google マップ
（Google設定™）

（Gガイド番組表）

™やGoogle 検索など、Googleの各種

で、簡単にペアリングができます。写
（Swipe Pair）

したりなど写真の楽しみ方が広がりま

できます。

す。

地上波／BSデジタルのテレビ番組表の

音楽も映画もアニメも！さまざまな

閲覧ができます。

ジャンルの映像を月額料金定額で見放

番組詳細からSNSサービスへの投稿

題の動画配信サービスです。

や、ワンセグ視聴アプリとの連携によ
り視聴予約／録画予約ができます。

ミュージックビデオ、ライブ、カラオ
（UULA）

中。

ク詐欺などの危険なサイトを検知し、
SagiWall）

UULAオリジナル番組もぞくぞく登場し

お客様のスマートフォンをお守りしま
す。

ます。まずはおためし1週間無料！

危険なサイトを検知した場合、警告画

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリア

面を表示して、お知らせします。

で、ソフトバンクWi-Fiスポットに自動

ソフトバンクに関する、役立つ情報を
ご案内するアプリケーションです。
（My SoftBank

お使いのスマートフォンのご利用料金

（Wi-Fiスポット設
定）

す。

設定した地域または現在地の天気予報

パソコンなどで作成された

を確認できます。ステータスバーに天
（Y!天気 for SH）

ます。

対象ファイルを閲覧・確認したいとき

写真や動画、テキストや音声データを

に、手軽に利用することができます。

いつでも簡単に保存や閲覧、公開がで
（Y!ボックス）

コンから閲覧することもできます。

が簡単に行えます。

スマートフォン版のYahoo!が起動され

Google Playから、さまざまなアプリ

るアプリです。「つぶやき」がわかる
「リアルタイム」をはじめ、豊富な検
（Yahoo!）

ま知りたい、知っておくべき」情報を
確認することができます。

動または自動で更新することができま
す。
お気に入りの書籍や著者の作品をどこ
にいても読むことができます。
Google Playより、新作、New York

索メニューを用意しております。
また、ニュース、天気、災害など「い

ダウンロードしたアプリケーション
は、設定を変更することによって手

Yahoo!検索を利用して、インターネッ
（Yahoo! JAPAN

ト上の情報を検索することができま

ウィジェット for

す。

SoftBank）

また、Yahoo! JAPANトップページを

Timesのベストセラー、将来有望な著

開くこともできます。

者、無料書籍など、数百万もの書籍の

YouTubeにアップロードされている、

中から選ぶことができます。

さまざまな動画コンテンツを視聴する

Google Playから動画をレンタルした
り、ダウンロード・インストールした

ことができます。
（YouTube™）

本機のカメラで撮影した動画のアップ
ロードを行うこともできます。

静止画や動画の撮影を行うことができ

アラーム、世界時計、ストップウォッ

ます。

チ、タイマーを利用することができま

撮影サイズやホワイトバランスなど
様々な設定を変更して撮影が可能で
す。連写撮影などにも対応していま
す。また、各設定アイコンを表示させ
れば、簡単に設定を変更することがで
きます。

本機からも高画質モードで再生するこ
とができます。

動画を視聴できます。
オートフォーカスに対応したカメラで

（SHカメラ）

パソコンにも対応しており、スマート

管理、世界中の友達とのマルチプレイ

ロードすることができます。

TV）

きるストレージサービスです。
フォンで保存したデータを自宅のパソ

新しいゲームの発見、実績やスコアの

ケーション（無料・有料）をダウン

（Playムービー＆

のアプリケーションを使用していると

です。

むことができます。

（Playブックス）

気と降水確率を表示できるので、ほか
きでも天気をチェックすることができ

することに対応したアプリケーション

Google Play™のゲームをまとめて楽し

（Playストア）

ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポッ
す。

PowerPoint ® やPDFのファイルを表示

（Play ゲーム）

ようになるアプリケーションです。

メ関連商品・コンテンツをご紹介しま

Microsoft ® Word／Excel ® ／
（OfficeSuite）

で接続（ログイン）することができる

トサービスへの加入が必要となりま

や、便利な使いかたのご案内、オスス

+）

ケなどの音楽映像に加え、映画やドラ
マなど95,000以上のコンテンツを配信

インターネット利用時に、ワンクリッ
（Internet

真を共有したり1枚の写真を大きく表示

サービスの設定をまとめて行うことが

（アラーム・時
計）

す。
世界時計では世界のさまざまな地域の
時間を確認することができます。
また、地域を追加して同時に複数の地
域を確認することができます。

本機のカメラで撮影したり、本体メモ

カメラで写した単語や文章をなぞるこ

リやSDカードに保存した静止画や動画
などを自動的に人物タブ、イベントタ
（アルバム）

ブ、地図タブに整理して表示します。

す。

／mixi等のオンライン画像を表示する

スマートフォン版公式メニューリスト
（公式メニュー）

やすく紹介します。
端末／SDカードに保存されている静止

バーやSDカードなどに保存したり、
サーバーのデータをスマートフォンに
読み込むことができます。

画、動画、音楽やその他のファイルを
（コンテンツマ
ネージャー）

索ができるようになるアプリケーショ
ンです。

震度6弱以上の地震など、大規模災害が
発生した場合に、安否情報の登録、確
（災害用伝言板）

内蔵辞書で言葉や英単語の意味を調べ

電子マネーとして、コンビニエンスス

ることができます。

トアなどで利用したり、チケットとし

調べた単語は、単語カードに登録する
（辞書）

書）を利用して、最新の、さまざまな

しています。

情報を検索することもできます。

検索キーワードをキー操作入力するこ

撮影した静止画や動画を表示・編集し
（写真）

Googleアカウントの設定やWi-Fiの設

Webサイトや地図、動画、お店の住所
（初期設定）

が表示されます。

ます。
（かざして翻訳）

また、撮影画面上の文字を選択し、

ム）

McAfee ® 」はお客さまのスマートフォ
ンをウイルス被害や個人情報の漏えい

タイム翻訳も可能です。
（スマートセキュ
リティ）

ています。

サウンド・バイブ設定、壁紙・ディス

に切り替えることができます。

プレイ設定、省エネ設定などの基本設
（設定）

気象庁が配信する緊急地震速報や津波

本機に搭載されている機能を、画面を

た場合、警報音やバイブレーション、
また、国や地方公共団体からの災害・
避難情報なども受信できます。

どの各アプリ設定など、本機のさまざ
できます。

対象エリア内にいて速報をキャッチし
画面表示ですぐにお知らせします。

定や、通話／メール／使い方ガイドな
まな設定を変更したり確認することが

警報を受信することができます。
（緊急速報メー

メール添付ファイル、SDカードを介し

内容を評価します。

カレンダー画面の表示は、日／週／月
インターネット上のGoogle カレンダー

ル）

お使いの端末のアプリケーション、

アプリが扱うことができる個人情報の

したりすることができます。

™と同期することもできます。

から守ります。

て侵入したウイルスの削除をしたり、

カレンダーを確認したり、予定を管理

（カレンダー）

用できるAndroid™端末向けカスタマイ
「スマートセキュリティ powered by

また、カメラをかざすだけで、リアル

球撮影であるPhoto Sphere™に対応し

をパッケージとしてダウンロード＆適
ズサービスです。

す。

（カメラ）

たって必要な設定を一括して行えるア
アプリ、ウィジェット、壁紙、着信音

（スマートカスタ

ネット検索や辞書検索などもできま

Google標準のカメラアプリです。全天

定など、本機をご利用いただくにあ
プリケーションです。

中国語、韓国語の単語・文章をカメラ
で撮影し日本語へ翻訳することができ

たり、Google+にバックアップするこ
とができます。

検索することができます。
や乗換案内など、さまざまな関連情報

ことができます。
ネット辞書（インターネット上の辞

モバイルSuica ® などのサービスが充実

インターネット上のさまざまな情報を

また、あらかじめ設定したeメールアド
ことを自動送信することができます。

サービスに加入する必要があります。

となく、本機に向かって話すだけで、

認、削除ができます。
レスに対して、安否情報が登録された

ザーが、位置ナビに関するオプション

ビスを利用することができます。

コンテンツマネージャーからmicroSD
きます。

本アプリの利用には、検索をするユー

て使える、おサイフケータイ ® のサー

確認することができます。
と端末容量の設定を確認することもで

本機の現在地をほかのユーザーから検

（音声検索）

気ランキングや特集コーナーで分かり

のそれぞれのデータをクラウドサー

データを移動したい場合に便利です。

イ）

です。Webサービスとアプリ情報を人

ブックマーク／カレンダー／S!メール

れまでお使いの機種から新たな機種に

（おサイフケータ

なぞった文字列の周辺に配置して、
検索ファインダー画面上で表示されま

スマートフォンの機種変更時に、こ

（位置ナビLink）

検索することができます。検索結果は

画を手動で再整理することやPicasa™

ご利用のスマートフォンの電話帳／

アップ）

ダー）

また、自動的に整理された静止画や動

こともできます。

（あんしんバック

とで、関連する単語／動画／静止画を
（検索ファイン

（体験しよう！）

見ながら実際に体験できます。便利だ
と思えば、設定画面に切り替えること
なく、その場ですぐに設定できます。

Chromeを利用してダウンロードした
ファイルの履歴をリストで確認するこ
とができます。
（ダウンロード）

Google ドライブ™は、Googleのオンラ
（ドライブ）

時間順に並べられているファイルをサ

したりすることができます。

写真や絵文字、ビデオハングアウトな
（ハングアウト）

ソフトバンクが提供する健康機器と連

迷ったとき、疑問があったとき、す
（使い方ガイド）

ションです。

携することで、歩数・消費カロリー・
（ヘルスケア）

ます。

説明書も閲覧できます。FAQサイトへ

会議や取材などの音声を、端末に録音

も簡単にアクセスできます。
Fiルーターとして利用するためのアプ
（テザリング）

リケーションです。

することができます。録音した音声の
（ボイスレコー
ダー）

歩数などを記録することができます。

本機では、日本国内の地上デジタルテ

（テレビ）

歩数だけでなく、歩行距離、消費カロ
（歩数計）

す。ワンセグを視聴するだけではな

カメラをかざすだけで、英語を日本語

行うこともできます。

ンです。
（電子書籍
GALAPAGOS）

へリアルタイムに翻訳することができ
（翻訳ファイン
ダー）

現在地の地図を表示したり、目的地ま

れます。

での経路を調べたりすることができま

定期配信／辞書連携機能なども使用す

す。
（マップ）

ストリートビューや立体表示のほか、

ルートの計算ができます。

コンパスモードも搭載されています。

メモリ機能も搭載されているので、メ

端末／SDカードに保存されている音楽

モリ機能を使用してさまざまな計算を

を再生することができます。

行うことができます。
電話をかけたり、受けたりすることが

（ミュージック）

できます。海外に電話をかけるときも
（電話）

シャープのAndroid搭載端末専用サイ

たり、履歴から相手に発信することも

ことができます。

ト「SHSHOW」に手軽に接続すること
（メーカーアプ
リ）

ソフトバンクのスマートフォンでSMS

もできます。

／S!メールを利用するためのアプリ

また、登録した電話帳ごとに着信音を
スマートフォンを楽しむための「お
得・安心」のサービスです。
（とくするパッ
ク）

お得で便利なYahoo!プレミアムに加
え、盗難紛失サポートや会員限定スー
パーセールなどをご利用いただけま
す。

おすすめのアプリケーションやウィ
います。

日、ニックネームなどを登録すること

設定することもできます。

ができます。
ジェットなどの最新情報が紹介されて

メールアドレスだけではなく、誕生
（電話帳）

ることができます。
を作ることもできます。

発着信履歴を表示して発着信を確認し

電話番号やメールアドレスを登録する

アルバム別、アーティスト別に表示す
また、自分で好きな曲でプレイリスト

使用します。

できます。

交通情報を表示したり、航空写真で景
色を確認したりもできます。

割り算）、百分率（パーセント）や
（電卓）

することも可能で、撮影画面上の文字
どをすることもできます。

入した書籍はネット書庫で一元管理さ

四則演算（足し算、引き算、かけ算、

ます。翻訳ファインダーの画面を撮影
を選択して、ネット検索や辞書検索な

電子書籍の購入、閲覧ができます。購

ることができます。

す。
ます。

予約を番組表からや、手動で入力して

STORE」を利用できるアプリケーショ

リー、脂肪燃焼量なども表示されま
これまでの履歴を確認することができ

く、視聴

電子書籍サービス「GALAPAGOS

は早送り、早戻し操作が可能です。ま
一覧を確認することもできます。

入が必要です。

「ワンセグ」を楽しむことができま

再生も行うことができます。再生中に
た、再生画面から録音したファイルの

ご利用にはテザリングオプションの加

レビ放送、移動体通信向けサービス

睡眠・体重といった日々の健康に関す
るデータを閲覧・管理することができ

また、ご利用のスマートフォンの取扱

4G対応スマートフォンをモバイルWi-

どを無料で使用して、1対1やグループ
での会話を楽しむことができます。

ソフトバンクスマートフォンの操作に
ぐに使いかたを確認できるアプリケー

ルをGoogle ドライブに保存したり、共
有したりすることができます。

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

インストレージサービスです。ファイ

ケーションです。
（メール）

「@softbank.ne.jp」
「@x.vodafone.ne.jp」のメールアドレ
スを使い、デコレメール、絵文字など
の送信や受信が可能です。

メールアカウントを登録することで、
外出先にいても自宅や会社のeメール
（メール）

を送信したり、受信することができま
す。
本機には複数のeメールのアカウントを
登録することができます。
よく利用する文章や覚え書きなどを、
手軽に登録することができます。

（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
したりすることができます。
ケータイなんでもサポートにご加入い
ただいた方向けのアプリケーションで

（リモートサポー
ト）

す。
このアプリをご利用することでお客さ
まの端末の画面を共有しながら、操作
や設定などのサポートを受けることが
できます。

アプリケーションの入手について
アプリケーションは、

（Playストア）から入手できます。

AQUOS CRYSTAL X

