基本的な操作のしくみ

ナビゲーションバー
画面下部のアイコンが表示される領域を、「ナビゲーションバー」

ウェルカムシート（ロック画面）

と呼びます。アイコンをタップして操作できます。

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が
消灯します（画面ロック状態）。
この状態で

を押すと、ウェルカムシート（ロック画面）が表示

され、画面ロックの解除が行えます。

名称
（バック
キー）

・電源を入れたときも、ウェルカムシート（ロック画面）が表示さ
れます。

（ホーム
キー）

説明
前の画面に戻ります。キーボード表示時
は

の表示に変わり、タップするとキー

ボードを閉じます。
Feel Homeに戻ります。
クイックランチャーを起動／終了します（起

（アプリ
使用履歴キー）

動／終了する画面を、アプリ使用履歴に変更
することもできます）。
ロングタッチすると通知パネルの表示／非表
示を切り替えます。

（キー
ボードキー）
画面ロックを解除して本機を操作するときは、

／

を上にド

ラッグします。ウェルカムシート（ロック画面）について詳しく

（メ
ニューキー）

使用するキーボードを変更します。ソフト
ウェアキーボード表示中に表示されます。
メニュー画面を表示します。アプリケーショ
ンによって表示されることがあります。

は、「ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ」を参照してくだ
さい。

ナビゲーションバーからGoogle 検索を起
動する
いずれかのナビゲーションキーを上にドラッグ

が表示

されるまで左右にドラッグ

項目選択と画面移動
ホーム画面（Feel Home）

項目やアイコン、画面のキーなどをタップすると、該当する操作の
画面に移動します。

ホーム画面は、本機の操作の中心となる画面です。アプリケーショ
ンを起動したり、本機の設定変更などを行ったりすることができま
す。
お買い上げ時には、「Feel Home」と呼ばれるホーム画面が利用で
きるようになっています（変更することもできます）。
・本機のアプリケーションは、おもにFeel Homeの「アプリシー
ト」から起動します。Feel Homeについて詳しくは、「ホーム画
面（Feel Home）のしくみ」を参照してください。

・1つ前の画面に戻るときは、

・ほかの画面からFeel Homeに戻るときは、画面下部の
プします。

をタッ

をタップします。

メニュー操作
画面上部や下部の

端末設定と設定操作
をタップすると、その画面で利用できる機能

アプリシートで

（設定）をタップすると、本機の各機能のはた

の設定や項目が画面に表示されます。

らきをカスタマイズできます。

・画面をロングタッチすると、利用できる設定や項目が表示される

・設定項目には、チェックボックス（

画面もあります。

（

／

るたびに有効（

／

）や設定スイッチ

）が付いたものがあります。これらは、タップす
／

）／無効（

／

）が切り替わ

ります。

・設定項目には、バーやドラムなどをドラッグ／フリックして設定
するものもあります。また、

や

などをタップすると、さら

に細かな設定が行えるものもあります。

縦画面と横画面

片手で操作する（画面縮小）

本機を横向きに回転させると、表示画面も横表示に切り替わりま

片手で操作をしやすくするために、画面表示を縮小することができ

す。

ます。

・表示中の画面によっては、本機の向きを変えても切り替わらない
場合があります。
・本機を持っている間は、縦表示から横表示に切り替わらないよう
に設定することもできます。詳しくは、「本機を握って操作する

いずれかのナビゲーションキーを上にドラッグ

／

が表

示されるまで左右にドラッグ

（グリップマジック）」を参照してください（お買い上げ時は切
り替わらないように設定されています）。

画面表示が縮小されます（縮小画面）。
・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。

画面縮小について
表示中の画面によっては、縮小することができない場合がありま
す。
また、画面縮小時に横画面にしたり、画面が消灯したりすると、
全画面表示に戻ります。

画面縮小時の操作
縮小画面を移動する
縮小画面で

画面をドラッグして位置を移動

OK

縮小画面サイズを拡大／縮小する
縮小画面で

画面をピンチアウト／ピンチイン

OK

縮小画面を全画面に戻す
縮小画面でいずれかのナビゲーションキーを上にドラッグ
現在縮小画面が表示されている側に、

／

が表示される

までドラッグ

スクリーンショットを撮影する
と音量Downキーを同時に長押しすると、表示されている画面の
スクリーンショットを撮影できます。
・一部、利用できないアプリケーションもあります。
・撮影したスクリーンショットは、

（アルバム）などから確認

することができます。
・Clip Nowを利用して、本機上部の縁をなぞるだけでスクリーン
ショットを撮影することもできます。詳しくは、「スクリーン
ショットを撮影する（Clip Now）」を参照してください。

本機を握って操作する（グリップマジッ
ク）

各項目を設定

本機を握ることで画面が点灯したり、本機を持っている間は画面が

設定が完了します。

縦表示から横表示に切り替わらないように設定されています。
次の操作で、機能のON／OFFや設定の変更を行うことができます。

グリップセンサーについて
アプリシートで

グリップセンサーは左右両方に触れることで反応します。片方だ

（設定）

けに触れてもセンサーは反応しませんので、左右両方に触れるよ
うに本機を握ってご利用ください。
また、手を離すときは左右両方のセンサーから離してください。
片方だけ触れていてもセンサーは反応したままとなります。

グリップマジック有効時の操作
画面消灯時に本機を手で持ったときに、画面を点灯
させるかどうかを設定する
グリップマジック画面で 持つと画面点灯

便利機能

・ 持つと画面点灯 をタップするたびに、有効（
（
・

）／無効

）が切り替わります。
を押して画面を消灯させた直後（約2秒間）は、本機を

持っても、画面が表示されない場合があります。
・手や物などによって近接／明るさセンサーが覆われていると、
グリップセンサーに触れても画面が表示されない場合や操作で
きない場合があります。また、本機の設定にかかわらずディス
プレイの表示が消える場合があります。
便利機能画面が表示されます。

着信中に本機を手で持ったとき、音量を最小にして
バイブレータを動作させるかどうかを設定する
グリップマジック画面で 着信時音量ダウン

グリップマジック

・ 着信時音量ダウン をタップするたびに、有効（
（

）／無効

）が切り替わります。

本機を手で持っている間、画面を縦表示から横表示
に切り替わらないようにするかどうかを設定する
グリップマジック画面で 画面回転抑止
・ 画面回転抑止 をタップするたびに、有効（
（

グリップマジック画面が表示されます。

）／無効

）が切り替わります。

・利用中のアプリケーションによっては、正しく動作しないこと
があります。

OFF

画面消灯時、通知アイコンの表示があるときに本機
を持つとバイブレータでお知らせするかどうかを設
定する
グリップマジック画面で バイブでお知らせ

・

をタップすると有効（

無効（

）に、

／

をタップすると

）に切り替わります。

・通知アイコンを消去した場合や、通知パネルを開いた場合はバ
グリップマジックが有効になります（ ON
・グリップマジックを無効にするときは、 ON
す（ OFF

表示）。

表示）。
をタップしま

イブレータは動作しません。

バイブレータでお知らせする回数を設定する
グリップマジック画面で バイブでお知らせ
数

お知らせ回

1回 ／ 通知確認まで毎回

・ バイブでお知らせ が有効のときに設定できます。

バイブレータで知らせる対象のアプリケーションを
登録する
グリップマジック画面で バイブでお知らせ
設定

アプリ登録

通知アプリ

アプリケーションを選択

アプ

リ登録
・ バイブでお知らせ が有効のときに設定できます。

登録したバイブレータで知らせる対象のアプリケー
ションを解除する
グリップマジック画面で バイブでお知らせ
設定
リ解除

アプリ解除

通知アプリ

アプリケーションを選択

アプ

はい

・ バイブでお知らせ が有効のときに設定できます。

ケースやカバーを装着したまま使用できるようにす
るかどうかを設定する
グリップマジック画面で カバー装着設定

カバーなし

／ カバーあり
・ カバーあり に設定する場合は、あらかじめ本機にケースやカ
バーを装着しておいてください。
・ケースやカバーの種類によっては正しく動作しないこともあり
ます。

グリップマジックの使いかたを確認する
グリップマジック画面で 体験しよう！

画面に従って操作

グリップマジック利用時のご注意
次の場合はグリップマジックが正しく動作しないことがありま
す。また、誤作動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
・金属製の物がセンサーに触れたままでの操作
・本機が濡れたままでの操作
・グリップマジックが有効な場合にカバー着脱をしたとき
※一度グリップマジックを無効にしてから、再度有効にしてく
ださい。

AQUOS Xx2 mini

