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は次のとおりで
す。
・お買い上げ時のランチャー画面では「Google」「ツール」「Sony
Service」「SoftBank」「安心・安全」の各フォルダに格納され

ホーム画面で

ているアプリケーションがあります。

アイコン
（Amazon
ショッピング）

機能・サービス
Amazon.co.jpから商品を購入できます。
ツール・エンタメ・着メロ・占い・ゲーム・

（App
Pass）

ライフスタイル・ビジネスなど、超人気＆定
番の有料アプリが取り放題のサービスです。
追加アイテムが購入できるチケットが毎月も
らえるなどの特典があります。

ランチャー画面が表示されます。

起動するアプリケーションをタップ

（Chrome）
（Eメール）

（Facebook）
（File
Commander）
（FMラジ
オ）
（Gmail）
アプリケーションが起動します。

（Google）
（Google設
定）

Google Chromeでウェブページを閲覧できま
す。
Eメールを送受信できます。複数のアカウント
を使用できます。
Facebookクライアントアプリを起動します。
静止画、動画、音楽データ、ダウンロードし
たファイルなどを探すことができます。
FMラジオを聴くことができます。
GoogleアカウントのメールやGmail以外のE
メールを送受信できます。
キーワードから本機内やウェブページを対象
に検索できます。
Googleアプリに関する設定ができます。
インターネット利用時に、ワンクリック詐

（Internet
SagiWall）

欺などの危険なサイトを検知し、お客様のス
マートフォンをお守りします。
危険なサイトを検知した場合、警告画面を表
示して、お知らせします。
歩数や消費カロリーなど、日々のさまざまな

（Lifelog）

活動を記録できます。本機での撮影や音楽視
聴なども記録されます。

（mora）
（Movie
Creator）

ソニーの高音質音楽ダウンロードストアから
音楽、ミュージックビデオを購入できます。
カメラで撮影した写真や動画を自動編集でき
るアプリケーションです。
ソフトバンクに関する、役立つ情報をご案内

（My
SoftBank＋）

するアプリケーションです。
お使いのスマートフォンのご利用料金や、便
利な使いかたのご案内、オススメ関連商品・
コンテンツをご紹介します。
世界50ヵ国、会員数6,500万人以上を誇る世
界最大級のオンラインストリーミングです。

（Netflix）

お気に入りの映画やドラマをパソコン、ス
マートテレビ、タブレット、スマートフォ
ン、その他インターネットに接続されたデバ
イスで体験できます。
Word、Excelなどのファイルを閲覧・編集で

（OfficeSuite）

きます。

本機の現在地をほかのユーザーから検索がで

PlayStationに接続して、PlayStationを操作
（PlayStation）
（Playスト
ア）
（Play
ミュージック）
（Playムー
ビー＆TV）
（PSN）
（PS
Video）

したり文字を入力できます。
Google Playからさまざまなアプリケーション

（Smart
Connect™）

Link）

をダウンロード・購入できます。
Playミュージックで音楽の再生、保存、共有
ができます。
Google Playの映画をレンタルできます。
PlayStation™ Networkの各サービスを利用
できます。
お気に入りの映像作品をレンタル・購入でき
ます。
お父さんQRは、白戸家のお父さんがQRコード

（QR）

（位置ナビ

を読み取ってくれるアプリケーションです。

（TV
SideView）
（What's
New）

（おサイフ
ケータイ）
（音声検
索）
（音声レ
コーダー）

（カレン

カレンダーを表示して、予定を管理できま

ダー）

外部機器接続時やアプリケーションの起動／
停止時などの動作を設定します。

（緊急速報
メール）

プリを分かりやすく紹介する総合ナビゲー
（公式メ
ニュー）

スマートフォン版のYahoo! JAPANが起動さ
れるアプリです。「つぶやき」がわかる「リ

また、ニュース、天気、災害など「いま知り
たい、知っておくべき」情報を確認できま
す。

（アラーム
と時計）
（アルバ
ム）

YouTubeで動画を再生できます。

た場合に、安否情報の登録、確認、削除がで
（災害用伝
言板）

イマーを利用できます。

（スケッ
チ）
（スポット
リスト）
（スマート
カスタム）

（あんしん
バックアップ）

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。
スマートフォンの機種変更時に、これまでお
使いの機種から新たな機種にデータを移動し
たい場合に便利です。

真を読み込んで加工できるアプリケーション
です。
連絡先にあるレストランなどの電話番号に、
写真や地図などのスポット情報を追加しま
す。
アプリ、ウィジェット、壁紙、着信音を
パッケージとしてダウンロード＆適用できる
Android端末向けカスタマイズサービスです。
McAfee®」はお客様のスマートフォンをウイ
ルス被害や個人情報の漏えいから守ります。

（スマート
セキュリティ）

お使いの端末のアプリケーション、メール添
付ファイル、SDカードを介して侵入したウイ
ルスを削除したり、アプリケーションが扱う
ことができる個人情報の内容を評価したりし
ます。
気軽にニュースやエンタメ情報を動画や文字

ご利用のスマートフォンの電話帳／ブック
データをクラウドサーバーやSDカードなど

画面に触れて絵やイラストを作成したり、写

「スマートセキュリティ powered by

静止画や動画を再生できます。

マーク／カレンダー／S!メールのそれぞれの

また、あらかじめ設定したeメールアドレスに
信できます。

あの名作アニメまで、充実のラインナップが
アラームや世界時計、ストップウォッチ、タ

きます。
対して、安否情報が登録されたことを自動送

テレビで放映中の最新作アニメから懐かしの
全部見放題です。

る特集記事や「カテゴリ」・「新着」・「ラ

震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生し

アルタイム検索」をはじめ、豊富な検索メ
ニューを用意しております。

どのさまざまなコンテンツを、毎日更新され

す。

ケーションです。

ケーションです。

ションサイトです。音楽、ゲーム、動画な

ンキング」などから簡単に探すことができま

グイン）することができるようになるアプリ

ソニーモバイルコミュニケーションズの製品

すぐにお知らせします。

ソフトバンクがオススメする公式サイト・ア

ビなどのリモコンとして利用できます。

ンの更新情報を確認できます。

合、警報音やバイブレーション、画面表示で

報なども受信できます。

テレビ番組表を見たり、本機をソニー製テレ

音楽や動画などの最新情報やアプリケーショ

対象エリア内にいて速報をキャッチした場

また、国や地方公共団体からの災害・避難情

アーティスト名を検索できます。

Japan）

題）

す。
受信できます。

やキャンペーン情報などを紹介するアプリ

（アニメ放

音声や音楽などを高音質で録音できます。

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を

Lounge

（YouTube）

Google音声検索を利用できます。

取ることができます。

ビスへの加入が必要となります。

（Yahoo!）

す。

URL・テキスト・連絡先・現在地などを読み

ご利用には、ソフトバンクWi-Fiスポットサー
（Xperia™

おサイフケータイ®のサービスを利用できま

写真や動画を撮影できます。

ソフトバンクWi-Fiスポットに自動で接続（ロ
ポット設定）

るユーザーが、位置ナビに関するオプション

（カメラ）

ソフトバンクWi-Fiスポット提供エリアで、
（Wi-Fiス

本アプリケーションの利用には、検索をす
サービスに加入する必要があります。

身の周りで流れている音楽を認識し、曲名や
（TrackID™）

きるようになるアプリケーションです。

（スマト
ピ）

で見ることができる情報料無料のサービスで
す。重要ニュースやスポーツ、エンタメ、芸
能情報、ここでしか見られない特別コンテン
ツなど、毎日100本以上を提供中です。

青少年を不適切なサイトや有害アプリから守
（スマホ安
心サービス）

り、安心・安全なスマートフォンの利用を

（ダウン
ロード）

を再生できます。

サポートします。また有料オプションを利用

ソフトバンクのスマートフォンでSMS／S!メー

することで、利用時間を制限したり、利用状

ルを利用するためのアプリケーションです。

況・居場所を把握することができます。
（設定）

本体メモリやSDカードに保存した音楽データ

（ミュー
ジック）

「@softbank.ne.jp」「@x.vodafone.ne.jp」

（メール）

本機の各種設定ができます。

のメールアドレスを使い、デコレメール、絵

ダウンロードしたファイルの履歴をリストで

文字などの送信や受信が可能です。

確認できます。

ケータイなんでもサポートにご加入いただい

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できます。

た方向けのアプリケーションです。

（リモート

このアプリを利用することでお客様の端末

サポート）

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。

ソフトバンクスマートフォンの操作に迷った
（使い方ガ
イド）

とき、疑問があったときなどに、取扱説明書

友人や同僚の連絡先を管理できます。

（連絡先）

を閲覧できるアプリケーションです。
また、FAQサイトへのアクセスもできます。

ランチャー画面の操作について

4G対応スマートフォンをモバイルWi-Fiルー
（テザリン
グ）

ターとして利用するためのアプリケーション
です。
ご利用にはテザリングオプションの加入が必
要です。

（テレビ）

テレビを視聴できます。

（天気）

天気を確認できます。

（電子書
籍 Reader by
Sony）
（電卓）
（電話）

アイコンをホーム画面に追加する
ランチャー画面でアイコンをロングタッチ
ホーム画面に追加 にドラッグ

画面上部の

ホーム画面の任意の場所に

ホーム画面が表示されたらドラッグしたまま任意

ドラッグ

の場所まで移動

ソニーのeBookストア「Reader Store」で書
籍などを購入できます。

アプリケーションを削除する

四則演算をはじめ、いろいろな計算ができま

アプリケーションによってはアンインストールできない場合があ

す。

ります。

電話の利用や、通話の設定をすることができ

ランチャー画面でピンチまたはロングタッチ

るアプリケーションです。

たアイコンをタップ

「×」の付い

OK

食料品・レジャー&旅行などの数量限定大特
（とく放
題）

価セール、コンビニ商品引換券や電子ギフト
コードの抽選、90万件以上の割引・優待が使
い放題！

（ドライ
ブ）
（ニュース
Socialife）

グLIVE）

（ハングア
ウト）

ランチャー画面で

アプリの並べ替え

カスタム

Googleドライブに保存したファイルを閲覧・

／ よく使うアプリ順 ／ 名前順 ／ 日付順

編集できます。

・「カスタム」に設定すると、アイコンをロングタッチして任意

SNSやニュースサイトなどをまとめて閲覧でき

の場所に並べ変えることができます。

ます。
パ・リーグ球団主催試合（セ・パ交流戦、ク

（パ・リー

アイコンの並び順を変更する

ライマックスシリーズ含む）が完全生中継で
楽しめるサービスです。試合開始から終了ま

アイコンサイズを変更する
ランチャー画面で

ホーム画面設定

で余すことなくスマホでご覧いただけます。

ズ

写真や絵文字などを使ってメッセージを送受

・ホーム画面のアイコンがない場所をロングタッチ

アイコンサイ

小 ／ 大

信できます。音声通話やビデオ通話もできま

画面設定

す。

す。

ホーム

アイコンサイズ をタップしても操作できま

本機にダウンロードしたり転送した動画を再
（ビデオ）

生できます。Wi-Fi機能を利用して、ほかの機
器に保存されている動画なども本機で再生で
きます。

アプリケーションを検索する
ランチャー画面で

アプリケーションの名前を入力

写真や動画を再生できます。Google+にログ
（フォト）

インして、バックアップすることもできま
す。

（ブック放
題）

週刊誌やファッション誌などの人気雑誌130
誌以上と、1,000作品以上の人気マンガが読み
放題のサービスです。
などGoogleマップのサービスを利用できま
す。

Xperia™ Z5

現在地の表示、ほかの場所の検索や経路検索
（マップ）

