メインメニューの使いかた
楽ボタンメニューを利用する
／

／

／

メインメニューを利用する
次の機能やサービスが利用できます。

項目

を押すと、よく使う機能のメニュー

電話帳や簡易留守録再生、短縮ダイヤルなど

（楽ボタンメニュー）が表示されます。

ボタン

電話の機能が利用できます。

機能名

電話機能

さい。

／ 目覚まし時計 ／ メモ帳 ／ 赤外線で送

メール

S!メールやSMSの送受信ができます。

受信 ／ 通知パネルを開く

インターネット

インターネットにアクセスできます。

各機能について詳しくは、「便利な機能メ

ニュー）

カメラを使って静止画や動画の撮影をした

ニューを利用する」を参照してください。
通知パネルを開く については、「本機の状
態やお知らせを確認する（通知パネル）」を

（電話メ
ニュー）

り、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ
写真やテレビ

「写真やテレビメニューを利用する」を参照
してください。

簡易留守録リスト ／ センター留守録再生

LINEや電卓などの便利なツールを利用できま
便利な機能

報メールなど安心・安全に関する機能を利用

各機能について詳しくは、「S!メール／SMSを
安心機能

る」を参照してください。

ニューを利用する」を参照してください。

／

／

項目を選択
機能が起動します。

設定

本機のさまざまな設定を変更したり確認する
ことができます。

／

便利メニュー／電話メニュー／メールメニュー／写真メニュー
画面が表示されます。

安心機能の使いかたについて詳しくは、「安
さい。

認 ／ テレビ ／ バーコード読み取り
各機能について詳しくは、「写真やテレビメ

できます。
心機能メニューを利用する」を参照してくだ

カメラ ／ ビデオカメラ ／ 写真などを確
ニュー）

便利な機能について詳しくは、「便利な機能
あんしんバックアップや緊急ブザー、緊急速

る ／ SMSを送る ／ 送信ボックス
送信する」／「送受信メールを管理／利用す

す。
メニューを利用する」を参照してください。

受信ボックス ／ 文章を送る ／ 写真を送

（写真メ

写真やテレビの使いかたについて詳しくは、

電話帳 ／ 通話履歴 ／ 自分の電話番号 ／

ニューを利用する」を参照してください。

メニュー）

放送サービスを視聴できます。

参照してください。

各機能について詳しくは、「電話機能メ

（メール

電話機能の使いかたについて詳しくは、「電
話機能メニューを利用する」を参照してくだ

LINE ／ 電卓 ／ 歩数計 ／ カレンダー

（便利メ

説明

メインメニューが表示されます。

電話機能メニューを利用する
メニューを選択

項目

説明
電話番号やメールアドレスを登録することが
できます。
メールアドレスだけではなく、誕生日、ニッ

電話帳1

クネームなどを登録することもできます。
また、登録した連絡先ごとに着信音を設定す
ることもできます。
電話帳について詳しくは、「電話帳を利用す
る」を参照してください。

メニューに対応した機能が起動／表示されます。
・メニューによっては、ダイヤルボタン（

~

発着信履歴を確認することができます。
、

、

）に対応しており、各ボタンを押すことでも機能を起動／表
示できます。
・

を押すと1つ前の画面に戻ります。

通話履歴1

通話履歴について詳しくは、「発信／着信履
歴を利用する」を参照してください。

自分の電話番

プロフィール（オーナー情報）の確認や編集

号1

ができます。
電話に出ることができないときに録音した伝

簡易留守録リス

言を再生します。

ト1

簡易留守録再生について詳しくは、「簡易留
守録を再生する」を参照してください。
留守番電話センターに発信して、お預かりし

センター留守録
再生1

た伝言を再生します。
留守番電話サービスについて詳しくは、「留
守番電話サービスを利用する」を参照してく
ださい。
迷惑電話ブロックサービスを利用すると、振
り込め詐欺や悪質な勧誘などの迷惑電話の着
信に対して、自動で警告を表示させたり、着
信を拒否することができます。また、迷惑電
話への発信に対しても警告を表示したり、発
信の中断ができます。公共施設や企業からの

迷惑電話ブロッ

着信のときも、ハローページの情報をもとに

ク

名称を表示するので、安心して電話に出られ
ます。ご利用にはサービスへのお申し込みが
必要です。
迷惑電話ブロックについて詳しくは、「迷惑
電話に関わる発着信を自動でブロックする
（迷惑電話ブロック）」を参照してくださ
い。
電話帳に登録した相手にすばやく電話をかけ

短縮ダイヤル

ることができます。
短縮ダイヤルについて詳しくは、「短縮ダイ
ヤルで電話をかける」を参照してください。

音量や着信音

機能ごとに着信音やバイブレータなどの設定
ができます。
通話に関する情報の確認や、動作を設定でき

通話設定

ます。
通話設定について詳しくは、「通話設定を変
更する」を参照してください。

1

楽ボタンメニュー（電話メニュー）で表示されます。

写真やテレビメニューを利用する
電話機能

項目

説明
静止画を撮影できます。

カメラ1

カメラについて詳しくは、「静止画を撮影す
る」を参照してください。
動画を撮影できます。

ビデオカメラ1

ビデオカメラについて詳しくは、「動画を撮
影する」を参照してください。
本体メモリ／SDカードに保存されている静止

電話機能メニューが表示されます。

写真などを確
認1

画、動画、音楽やその他のファイルをデータ
フォルダで確認することができます。
写真などを確認について詳しくは、「写真な
どを確認する」を参照してください。
モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送

項目を選択
機能が起動します。

サービスを視聴できます。

テレビ1

テレビについて詳しくは「テレビを利用す
る」を参照してください。
JANコード（1次元コード）とQRコード（2次

バーコード読み
取り1

元コード）が読み取れます。
バーコード読み取りについて詳しくは、
「バーコードリーダーを利用する」を参照し
てください。

1

楽ボタンメニュー（写真メニュー）で表示されます。

写真やテレビ

写真やテレビメニューが表示されます。

項目を選択
機能が起動します。

便利な機能メニューを利用する
項目

説明
現在地の地図を表示したり、現在時間の雨雲

地図

情報を確認できます。

シャープのサイト「SHSHOW」に手軽に接続
メーカーサービ

することができます。

ス（SHSHOW）

おすすめの機能やウィジェットなどの最新情
報が紹介されています。

1

楽ボタンメニュー（便利メニュー）で表示されます。

地図の使いかたについて詳しくは、「地図を
利用する」を参照してください。
LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話
やメールが楽しめるコミュニケーションアプ

LINE1

便利な機能

リです。
LINEの使いかたについて詳しくは、「LINEを
利用する」を参照してください。
四則演算（足し算、引き算、かけ算、割り
算）や百分率（パーセント）の計算ができま

電卓1

す。
電卓について詳しくは、「電卓を利用する」
を参照してください。
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、消費カロリーなども表

歩数計1

示されます。これまでの履歴を確認すること
ができます。
歩数計について詳しくは、「歩数計を利用す
る」を参照してください。
カレンダーを確認したり、予定を管理したり

カレンダー1

することができます。
カレンダーについて詳しくは、「カレンダー
を利用する」を参照してください。
目覚まし時計を利用できます。

目覚まし時計1

目覚まし時計について詳しくは、「目覚まし
時計を利用する」を参照してください。
よく利用する文章や覚え書きなどを、手軽に

メモ帳1

登録することができます。
メモ帳について詳しくは、「メモ帳を利用す
る」を参照してください。

赤外線で送受
信1

赤外線通信を利用できます。
赤外線について詳しくは、「赤外線通信を利
用する」を参照してください。
タイマーを利用できます。

タイマー

タイマーについて詳しくは、「タイマーを利
用する」を参照してください。
ストップウォッチを利用できます。

ストップウォッ

ストップウォッチについて詳しくは、「ス

チ

トップウォッチを利用する」を参照してくだ
さい。
世界時計を利用できます。

世界時計

世界時計について詳しくは、「世界時計を利
用する」を参照してください。
内蔵辞書で言葉の意味を調べることができま

辞書

す。
辞書について詳しくは、「辞書を利用する」
を参照してください。

ウィジェット
シート
タッチクルー
ザーEX操作ガ
イド

便利な機能メニューが表示されます。

ウィジェットを利用できます。
タッチクルーザーEXの操作方法を確認できま
す。

項目を選択
機能が起動します。

安心機能メニューを利用する
項目

説明

本機を利用時、ご家族など登録した相手に自
動的にメールが送信されます。
元気だよメール

元気だよメールについて詳しくは、「本機を
利用したことを自動的に知らせる」を参照し
てください。

セキュリティサービス「Internet SagiWall」
により、インターネット利用時にワンクリッ
ク詐欺などの危険なサイトを検知し、お客様
インターネット

の端末をお守りします。

の保護

インターネットの保護について詳しくは、

安心機能

「危険なウェブページを事前に検知する（イ
ンターネットの保護）」を参照してくださ
い。
ご利用の端末の電話帳／ブックマーク／カレ
ンダー／S!メールなどのそれぞれのデータを
クラウドサーバーやSDカードなどに保存した
り、サーバーのデータを端末に読み込むこと
あんしんバック
アップ

ができます。
端末の機種変更時に、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。

サービスメニューが表示されます。

あんしんバックアップについて詳しくは、
「あんしんバックアップを利用する」を参照
してください。

項目を選択

外出先で急に体調に異変が起きたときなど
に、ブザーを鳴らして周囲に伝えることがで

機能が起動します。

きます。また、ご家族などに自動的に電話を
緊急ブザー

かけたり、位置情報をメールで伝えることが
できます。
緊急ブザーについて詳しくは、「緊急ブザー
を利用する」を参照してください。
気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報を
受信することができます。
対象エリア内にいて速報をキャッチした場
合、警報音やバイブレーション、画面表示で

緊急速報メール

すぐにお知らせします。
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。
緊急速報メールについて詳しくは、「緊急速
報メールについて」を参照してください。
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、確認、削除がで
きます。
また、あらかじめ設定したメールアドレスに

災害用伝言板

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。
災害用伝言板について詳しくは、「安否情報
を確認する（災害用伝言板）」を参照してく
ださい。
震度6弱以上の地震など、大規模災害が発生し
た場合に、パケット通信により音声メッセー

災害用音声お届

ジをお届けします。

けサービス

災害用音声お届けサービスについて詳しく
は、「音声メッセージを送信する（災害用音
声お届けサービス）」を参照してください。
ご家族など登録した相手からのメールを確認
すると、自動的にメールが送信されます。

読んだよメール

読んだよメールについて詳しくは、「メール
てください。

かんたん携帯9

を読んだことを自動的に知らせる」を参照し

