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メールを送受信する
メールについて

Eメールの表示モードを切り替える
相手先ごとにEメールをスレッドとしてまとめて表示する会話モード
と指定した条件ごとにEメールをまとめるフォルダモードの、２つの
表示モードを切り替えることができます。

本製品では、以下のメールが利用できます。

a ホーム画面で［ ］

■ Eメール（@ezweb.ne.jp）

b［切替］

Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができる
サービスです。文章のほか、
静止画や動画などのデータを送ることがで
きます。
P.34
「Eメールを利用する」

表示モードが切り替わります。

■ SMS
携帯電話同士で電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサー
ビスです。全角最大70／半角最大160文字まで送受信できます。
P.49
「SMSを利用する」

■ PCメール

メール／インターネット

パソコンなどで利用しているメールアドレスのメールを送受信できま
す。
P.51
「PCメール」

《会話モード》

■ Gmail
Gmailは、Googleが提供するメールサービスです。
本製品のGmailで
送受信したメールを、パソコンなどのブラウザからも確認できます。ま
た、ブラウザでGmailを操作すると本製品のGmailにも反映されます。
P.52
「Gmail」

Eメールを利用する
Eメール（@ezweb.ne.jp）はEメールに対応した携帯電話やパソコン
とメールのやりとりができるサービスです。文章のほか、フォトやムー
ビーなどのデータを送ることができます。
• Eメールアプリを利用するには、
あらかじめEメールアドレスの初期
設定を行う必要があります。Eメールアプリの初回起動時に、画面の
指示に従って初期設定を行ってください。
詳しくは、auホームページからダウンロードできる『設定ガイド
Android 5.0 対応版』および「Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定
を行う」
（P.20）
をご参照ください。
• Eメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。
ご購入
時にお申し込みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセ
ンターまでお問い合わせください。

《フォルダモード》

memo
◎ 本書では会話モードでの操作を基準に説明しています。フォルダモードでは、メ
ニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。

会話モードでの画面の見かた
■ スレッド一覧画面の見かた
Eメールは、
相手先ごとにまとめられたスレッドが一覧表示されます。
d

a
b
c

e

f

memo
◎ Eメールの送受信は無線LAN
（Wi-Fi®）通信で利用できますが、初期設定は
4G(LTE／WiMAX 2+)／3Gデータ通信で行ってください。
◎ Eメールは海外でもご利用になれます。
◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カ
タログおよびauホームページをご参照ください。
◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメール
の送受信に時間がかかる場合があります。

《スレッド一覧画面》
a すべて表示／お気に入り表示切替タブ
すべてのスレッド一覧、お気に入りのスレッド一覧を切り替えて表
示できます。
b スレッド
：アドレス帳に登録があるアドレスと送受信した場合
：アドレス帳未登録のアドレスと送受信した場合
※ アイコンの色はランダムで配色されます。

c

（赤色）
：新着Eメールあり
（青色）
：未読Eメールあり

d インフォボックス表示
インフォボックスメールを表示できます。
※ 新着メールや未読メールがある場合は、インフォボックスタブの右上に合計の件数が表示
されます。

e

（黄色）
：お気に入り
（灰色）
：お気に入り解除

f アクションバー
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■ スレッド内容表示画面の見かた

フォルダモードでの画面の見かた

a
d

■ フォルダ一覧画面の見かた

b

e
f

フォルダ一覧画面には、
受信ボックスや送信ボックス、フォルダなどが
表示されます。フォルダは、
［フォルダ作成］をタップしてフォルダを作
成すると表示されます。

c

g
h

a
b
c

e
b
f

b
d

g
h

i

《スレッド一覧画面》
a スレッド名称（相手先）
連絡先未登録の場合は、メールアドレスが表示されます。
i

b 受信したEメール
本文を表示しきれない場合は［ ］が表示されます。タップすると
本文がすべて表示されます。
閉じるときは［ ］をタップします。
a インフォボックス

：送信予約Eメール
：自動再送信Eメール

d 宛先一覧表示ボタン
送受信しているアドレスを一覧で表示します。宛先を追加・削除す
ると別のスレッドとして表示されます。

b フォルダに未読メールや未送信メールがある場合は、アイコンの右
上に合計の件数が表示されます。
c 受信ボックス
d テンプレート

e フラグ付きEメール

e 送信ボックス

f 保護されたEメール

f 未送信ボックス

g 送信したEメール

g フォルダ

h 送信者がBccやメーリングリストのアドレスを使用して送信した
場合に表示されるアイコンです。

h フォルダ作成

i メール作成バー

メール／インターネット

c

《フォルダ一覧画面》

i アクションバー

■ Eメール一覧画面の見かた
j
k
l

m
n

d

a
b

o

c

c

j 件名入力欄
［件名を非表示］に設定している場合は表示されません。
k コミコミボタン
「コミコミ」
アプリを起動するときに使用します。
l D絵文字ボタン
デコレーション絵文字やピクチャを入力するときに使用します。
m 添付ボタン
データを添付するときに使用します。
n 送信ボタン

d
b

e

e

f

f

《送信メール一覧画面》

《受信メール一覧画面》

o 本文入力欄

g
e

《未送信メール一覧画面》
a

《フォルダメール一覧画面》

：未読のEメール
：本文を未受信のEメール

b 件名
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c 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス
：連絡先に登録があるアドレスと送受信した場合
：連絡先未登録のアドレスと送受信した場合
※ アイコンの色はランダムで配色されます。

Eメールアドレスが連絡先に登録されている場合は、連絡先に登録
されている名前と画像が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定され
ている名前が表示されます。
連絡先に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない
場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※ 連絡先にEメールアドレスが登録されている場合は、連絡先に登録されている名前が優先
して表示されます。

d 2行表示／本文プレビュー表示切替ボタン
e アイコン
：サーバーにメールがなく本文を受信できないEメール
：返信したEメール
：転送したEメール
：返信／転送したEメール
：添付データあり
：保護されたEメール
：フラグ付きEメール
：送信予約Eメール
：自動再送信Eメール
：送信に失敗したEメール

f アイコン
：送信に失敗したEメール
：返信したEメール
：転送したEメール
：返信／転送したEメール
：複数の宛先あり
：Bccの宛先で受信したEメール
：送信予約Eメール
：自動再送信Eメール
：保護されたEメール
：フラグ付きEメール
g アクションバー

Eメールを送信する
a ホーム画面で［ ］
b［新規作成］
宛先入力画面が表示されます。
• 過去に送受信した相手先にＥメールを送信する場合はスレッドを
タップしてEメールを送信することができます。
その場合は、
操作f
へ進みます。

メール／インターネット

f アクションバー
g 受信／送信切替スライダー
フォルダ内の受信メール一覧と、送信済みメール一覧を切り替えて
表示できます。

c［

］

アドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできま
す。
• 入力中のアドレスを含むスレッドの候補が表示されます。

d アドレスの入力方法をタップ

memo
◎ 横画面表示に切り替えた場合は、本文プレビュー表示固定になります。

アドレス帳引用

アドレス帳（連絡先）
のEメールアドレス
を宛先に入力します。

■ Eメール詳細表示画面の見かた

アドレス帳グループ
引用

アドレス帳（連絡先）
のグループに登録さ
れたすべてのEメールアドレスを宛先に
入力します。
• グループに登録されているEメールア
ドレスが宛先の上限を超えている場合
は、上限まで宛先に入力します。
•［Friends Noteでグループ作成］をタッ
プすると、グループを作成することもで
きます。Friends Noteアプリがインス
トールされていない場合もしくはバー
ジョンが古い場合は、最新のFriends
Noteアプリをauスマートパスからダ
ウンロードしてください。

メール受信履歴引用

送信メール履歴／受信メール履歴の一覧
から選択して、Eメールアドレスを宛先に
入力します。
Eメールアドレスにチェックを付ける→
［選択］
•［ ］→［削除］→Eメールアドレスに
チェックを付ける→［削除］→［削除］と
操作すると、履歴を削除できます。

e
a

f

b

e
a
b
c

f

c

d

d

g

g

メール送信履歴引用

《受信メール詳細表示画面》

《送信メール詳細表示画面》

a
：件名
b 送信メール
／
／ ：宛先の名前またはEメールアドレス
受信メール
：差出人の名前またはEメールアドレス
／ ：宛先の名前またはEメールアドレス
※ 件名欄の右側にある［
表示できます。

c

］
をタップすると、差出人／宛先の名前またはEメールアドレスを

：添付データ（システムメモリ保存）
：添付データ（本体ストレージ保存）
：添付データ（本体ストレージ保存失敗）
：インライン添付データ（システムメモリ保存）
：インライン添付データ（本体ストレージ保存）
：未受信の添付データ
※ 添付データがある場合は件名欄の右側に［
データを表示できます。

］が表示されます。
［

プロフィールに登録されているEメール
アドレスを宛先に入力します。

貼り付け ※

クリップボードに記憶されたEメールア
ドレスを貼り付けます。

※ クリップボードに文字が記憶されている場合に表示されます。

e［作成］
スレッド内容表示画面が表示されます。

f 件名入力欄をタップ→件名を入力
］をタップすると、添付

d 本文
e 次のEメール／前のEメールを表示
※ 本文表示エリアを左右にフリックすることで、次のメール／前のメールを表示することも
できます。
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プロフィール引用

g 本文入力欄をタップ→本文を入力
h［

］→
［送信］

■ フォルダモードでEメールを送信する場合

memo

a フォルダ一覧画面→［新規作成］
送信メール作成画面が表示されます。

b［

］

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。
「Eメールを
送信する」
（P.36）の操作dをご参照ください。
アドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできま
す。

c 件名入力欄をタップ→件名を入力
d 本文入力欄をタップ→本文を入力

◎ メールの自動送信は20件まで設定できます。
◎ 送信予約が設定されているメールを編集しようとしたり、指定した日時を変更
しようとすると、一度送信予約が解除されます。
◎ 電波状況などにより、予約した日時に送信できない場合があります。
◎ 送信予約（日時指定）された日時に、電波が届かない状態や電源が切れていた場
合には、送信失敗になります。
◎ 日時指定したメールがローミング中に送信された場合、料金が高額となる場合
がありますのでご注意ください。
◎ 電波が届かない状態で送信予約をすると、日時指定送信か圏内復帰時に自動送
信するかを選択することができます。

Eメールにデータを添付する

e［完了］→［送信］→［送信］

送信メールには、
最大5件（合計2MB以下）
のデータを添付できます。

memo

a スレッド内容表示画面→［

b 添付するデータの種類をタップ
ストレージ

本体ストレージやmicroSDメモリカー
ドに保存しているデータを添付します。

ギャラリー（静止画） ギャラリーの静止画データを添付しま
す。
ギャラリー（動画）

ギャラリーの動画データを添付します。

カメラ（静止画）

フォトを撮影して添付します。

カメラ（動画）

ムービーを撮影して添付します。

その他

他のアプリケーションを利用してデータ
を添付します。

■ 静止画データを添付する場合

a スレッド内容表示画面→［

宛先を追加・削除する

］

b 添付する静止画データの種類をタップ

■ 宛先を追加する場合

c リサイズするサイズをタップ

a 宛先入力画面→未入力のアドレス入力欄の［

］をタップ

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。
「Eメールを
送信する」
（P.36）の操作dをご参照ください。
アドレス入力欄をタップしてアドレスを直接入力することもできま
す。

■ 宛先を削除する場合

a 宛先入力画面→入力済みのアドレスの［

静止画データをリサイズして添付することができます。

memo
◎ １データあたり2MBまでのデータを添付できます。
◎ フォルダモードではデータを添付した後に、添付データ欄をタップすると添付
したデータを再生できます。
◎ 添付データを削除するには、削除する添付データの［
］をタップすると削除す
ることができます。

］
をタップ→

［OK］

D絵文字を利用する

memo
◎ フォルダモードでは入力済みのアドレスの［
］をタップすると宛先の種類を
変更することができます。一番上の宛先の種類を変更することはできません。

Eメール作成中に、デコレーションメールの素材を簡単に探すことが
できます。

a スレッド内容表示画面→［

］

b［D絵文字を探す］

送信予約をする
■ 会話モードで送信予約する場合

a スレッド内容表示画面→本文入力欄をタップ→本文を入
力

b［ ］→［送信予約］→［OK］

c 項目をタップ
メニューリストから
探す

auスマートパスに接続して、
デコレー
ションメールアプリを検索できます。

お気に入りからコン
テンツを探す

他のアプリケーションを利用して、デコ
レーションメールの素材を検索できま
す。

c 送信する日付を入力→［設定］
d 送信する時間を入力→［設定］
スレッド内容表示画面に［
ます。

］が付いた送信予定のEメールが表示され

■ フォルダモードで送信予約する場合

a フォルダモードの送信メール作成画面→本文入力欄を
タップ→本文を入力

b［送信予約］→［OK］
c 送信する日付を入力→［設定］
d 送信する時間を入力→［設定］
未送信ボックスに［

］

メール／インターネット

◎ デコレーションアニメには対応しておりません。
◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号『−（長音）゛（濁点）゜（半濁点）、。
・
「」』
は入力できません。
◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
◎ 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件（To／Cc／Bccを含む。
1件につき半角64文字以内）
までです。
◎ 絵文字を他社携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社の絵文字に変換
されたり、受信側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯
電話に送信した場合、auの旧絵文字に変換される場合があります。
◎ 送信時確認表示は非表示に設定することもできます（P.45）。
◎ フォルダモードでは送信メール作成画面で［保存］をタップすると、作成中のE
メールを未送信ボックスに保存できます。
◎ あらかじめ「自動再送信」
（P.45）をオンにしておくと、メールの送信に失敗し
た際に自動で再送信することができます。また、
［送信予約］をタップすると、日
時指定送信か、お客様のau電話が電波の届かない場所でメールを送信したい場
合に圏内復帰時に自動送信することができます。

］が付いた送信予定のEメールが保存されます。

■ 本体ストレージの絵文字を利用する場合

a スレッド内容表示画面→［

］

b［ストレージ］
■ D絵文字パレットのカテゴリを追加する場合

a スレッド内容表示画面→［

］

b［カテゴリ追加］
c カテゴリ名称を入力→［作成］
d 作成したカテゴリに表示するデコレーション絵文字を選
択→
［追加］
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d 必要な項目を設定

■ カテゴリの並べ替えや削除を行う場合

a スレッド内容表示画面→［

］

b［カテゴリ設定］→［編集］
c［

文字の大きさを変更します。
［小さい］
［標準］
［大きい］

文字位置／効果

文字の位置や動きを指定します。
［左寄せ］
［センタリング］
［右寄せ］
［点滅
表示］
［テロップ］
［スウィング］

］をドラッグして、
カテゴリの順序を変更→
［完了］

• 追加したカテゴリは、
［削除］
をタップして削除できます。
※ カテゴリを削除してもデコレーション絵文字の元データは削除されません。

コミコミを利用する
コミコミは漫画のフキダシにあるセリフを自由に書き換えてメールで
送信できるアプリです。
コミコミを利用するには、あらかじめauス
マートパスから対応するアプリをダウンロードしてください。

a スレッド内容表示画面／送信メール作成画面→［

メール／インターネット

a スレッド内容表示画面→本文入力欄をタップ→［

］→

［ ］

b 必要な項目をタップ
検索

P.40「Eメールを検索する」
• 会話モードのときのみ選択できます。

削除

Eメールを削除します。
• 会話モードのときのみ選択できます。

送信予約

送信メール作成後、送信する日時を設定
します。
• 会話モードのときのみ選択できます。

アドレス帳引用

アドレス帳
（連絡先）から、電話番号やE
メールアドレスなどを呼び出して挿入し
ます。

プロフィール引用

プロフィールに登録している電話番号や
Eメールアドレスを呼び出して挿入しま
す。
定型文／冒頭文／署名を挿入します。
［定型文］
［冒頭文］
［署名］
• 冒頭文／署名はあらかじめ登録してく
ださい（P.45）
。

装飾全解除

文字サイズ

すべての装飾を解除します。
• フォルダモードのときのみ選択できま
す。
文字サイズを一時的に切り替えます。
［特大］
［大］
［中］
［小］
［極小］

完了

本文入力を終了し、送信メール作成画面
に戻ります。
• フォルダモードのときのみ選択できま
す。

フォルダモードで本文を装飾する
フォルダモードでは本文を装飾したり、テンプレートを使用して装飾
メールを作成することができます。

■ 本文を装飾する
本文を装飾したEメールを送付できます（デコレーションメール）。

a フォルダモードの送信メール作成画面→本文入力欄を
タップ→本文を入力

b［装飾］
デコレーションメニューが表示されます。

c 装飾の開始位置を選択→［選択開始］→［

24色のカラーパレットから文字の色を
選択します。

背景色 ※

24色のカラーパレットから背景の色を
選択します。

挿入

本体ストレージやmicroSDメモリカー
ドに保存しているデータやギャラリーの
画像、
カメラで撮影した画像を挿入した
り、
行と行の間にラインを挿入したりし
ます。
［画像挿入］
［ライン挿入］

※［冒頭文］
［署名］編集時は選択できません。

e［完了］→［送信］→［送信］
memo

本文入力中にできること

挿入

文字色

］

コミコミアプリで画像を選択し、
Eメールアイコンをタップすると添付
画像として作成画面に登録されます。
送信メール作成画面の場合は［コミコミ］をタップします。

］／［

］
で終

了位置を選択
［全選択］をタップして、すべての文字を選択することもできます。
［ ］
→
［装飾全解除］→［解除］と操作すると、
装飾を解除できます。
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文字サイズ

◎ 本文には、最大20件（合計100KB以下）の画像／デコレーション絵文字を挿入
できます。
※ 一度挿入した画像／デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
※ 挿入できる画像／デコレーション絵文字は、
拡張子が「.jpg」
「.gif」のファイルです。

◎「Eメールにデータを添付する」
（P.37）
の操作でデータを添付した場合は、添
付データと画像／デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる
場合があります。
◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメール
は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメー
ルとして受信・表示される場合があります。
◎ 会話モードでは、本文を装飾できません。

■ 速デコを利用する
本文を入力後に、自動的に絵文字を挿入したりフォント／背景色を変
更し、本文を装飾することができます。速デコを利用するには、あらか
じめauスマートパスから対応するアプリケーションをダウンロード
してください。
• フォルダモードでのみ利用できます。

a 送信メール作成画面→本文入力欄をタップ→本文を入力
b［速デコ］
装飾結果プレビュー画面が表示されます。
［次候補］
をタップするたびに次の装飾候補が表示されます。

c［確定］
memo
◎ 装飾結果プレビュー画面で［
きます。

］→［設定］と操作すると、速デコの設定を変更で

■ テンプレートを利用する
テンプレートにメッセージを挿入することで、簡単に装飾メールを作
成して送信することができます。
• フォルダモードでのみ利用できます。

a フォルダ一覧画面で→［テンプレート］
テンプレート一覧画面が表示されます。
［ ］→
［ストレージから読み込み］
と操作すると、
本体ストレージおよ
びmicroSDメモリカード内のテンプレート一覧を表示できます。本体
に読み込んでからご利用ください。

b テンプレートをタップ→［メール作成］

Eメールを受信する
a Eメールを受信
Eメールの受信が終了すると、以下の方法で新着メールをお知らせしま
す。いずれの通知もEメール設定で「基本通知設定」
（P.46）または「個
別通知設定」
（P.46）
にてOFFにすることができます。
• 端末がスリープ状態でEメールを受信すると画面が点灯します。
• ロック画面上に通知ポップアップを表示することができます。
※ お買い上げ時はOFFになっています。

《通知ポップアップ》
• ステータスバーに［
］が表示され、
Eメール受信音が鳴ります。
• ステータスバーにEメールアドレス、名前、
件名が表示されます。受信
したEメールに差出人名称が設定されている場合は、
設定されている
名前が表示されます。Eメールアドレスが連絡先に登録されている場
合は、連絡先に登録されている名前が優先して表示されます。

Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。
• 新着Eメールがあるスレッドには［ ］
（赤色）
、
未読Eメールがあるス
レッドには
［ （
］青色）が表示されます。

保存先選択画面が表示されます。

e［保存］
選択した画像が本体ストレージ、
またはmicroSDメモリカードが挿入
されている場合はmicroSDメモリカードの［MyFolder］に保存されま
す。

memo
◎ 保存先選択画面で［Up］をタップすると、1つ上の階層のフォルダを選択できま
す。
◎ 未受信の添付画像は保存できません。サーバーから画像を受信してから操作し
てください（P.39）
。

差出人／宛先／件名／電話番号／Eメールアドレ
ス／URLを利用する
■ 差出人／宛先／本文中のEメールアドレスを利用する場合

a スレッド内容表示画面／Eメール詳細表示画面を表示
b 差出人／宛先／本文中のEメールアドレスをタップ
c 項目をタップ
Eメール作成
アドレス帳登録

選択したEメールアドレスをアドレス帳
（連絡先）に登録します。

アドレスコピー

選択したEメールアドレスをコピーしま
す。

c 確認するスレッドをタップ
受信したEメールを含むスレッド内容表示画面が表示されます。
• 確認するEメールをロングタッチ→
［詳細表示］
と操作するとEメール
詳細表示画面が表示されます。

振分け条件に追加 ※

memo
◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信しま
す。ステータスバーに［
］が表示され、Eメール受信音が鳴ります。ただし、
「メール自動受信」
（P.45）を自動受信しない設定にしている場合は、バックグ
ラウンド受信しません。
◎「メール自動受信」
（P.45）を自動受信しない設定にしている場合や、受信に失
敗した場合は、Eメール受信音が鳴り［
］が表示されます。
「新着メールを問い
合わせて受信する」
（P.40）
の操作を行い、Eメールを受信してください。
◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット
通信料がかかる場合があります。
◎ 受信できる本文の最大データ量は、1件につき約１MBまでです。それを超える
場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示さ
れます。
◎ 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

添付データを受信・再生する
a スレッド内容表示画面を表示
b 添付データをタップ→［表示］
未受信の添付データは、添付データのファイル名をタップすると受信
が開始されます。
受信完了後、もう一度添付データをタップ→［表示］と操作してくださ
い。

memo
◎ 添付データをタップ→［ストレージへ保存］→保存先を選択→［保存］と操作する
と、添付データを本体ストレージやmicroSDメモリカードに保存できます。
◎ 通常のEメール（テキストメール）では、添付データがインライン再生される場
合があります。再生されるデータの種類は、拡張子が「.png」
「.jpg」
「.gif」
「.bmp」
のファイルです。
※ データによっては、インライン再生されない場合があります。

添付画像を保存する
Eメールに添付された画像を本体ストレージやmicroSDメモリカー
ドに保存できます。

a スレッド内容表示画面→本文をロングタッチ
b［画像保存］
c 保存する画像にチェックを付ける

選択したEメールアドレス宛のEメール
を作成します。

メール／インターネット

b ホーム画面で［ ］

d［保存先選択］

選択したEメールアドレスをフォルダの
振分け条件に登録します。
［新規振分けフォルダ作成］／
［「×××」
（×××はフォルダ名）に追加］→［保存］
• ロックされたフォルダを選択した場合
は、
フォルダロック解除パスワードを入
力します。
•［保存］
をタップした後、
すぐに再振分け
を行う場合は［再振分けする］
をタップ
します。
P.43
「フォルダを作成／編集する」

拒否リスト登録

選択したEメールアドレスを迷惑メール
フィルターの指定拒否リストに登録しま
す。
P.47
「迷惑メールフィルターを設定す
る」

迷惑メール報告 ※

選択したEメールアドレスを迷惑メール
として報告します。

※ フォルダモードのときのみ選択できます。

■ 件名をコピーする場合

a Eメール詳細表示画面を表示
b 件名をタップ→［コピー］
■ 本文中の電話番号を利用する場合

a スレッド内容表示画面／Eメール詳細表示画面を表示
b 本文中の電話番号をタップ
c 項目をタップ
音声発信

選択した電話番号に電話をかけます。

特番付加184

選択した電話番号に「184（発信者番号非
通知）」
を付加して電話をかけます。

特番付加186

選択した電話番号に「186（発信者番号通
知）」を付加して電話をかけます。

au国際電話サービス 選択した電話番号に国際電話の識別番号
「010」を付加して国際電話をかけます。
• au国際電話サービスを利用した国際電
話のかけ方については、下記のホーム
ページをご参照ください。
http://www.001.kddi.com/lineup/
001mobile/au.html

［全選択］をタップすると、表示されている画像をすべて選択できます。
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SMS作成

アドレス帳登録
電話番号コピー

選択した電話番号を宛先としたSMSを
作成します。
P.49「SMSを利用する」

b 項目をタップ

選択した電話番号をアドレス帳（連絡先）
に登録します。

件名を表示／件名を
非表示

件名の表示／非表示を設定します。

全検索

P.40
「Eメールを検索する」

削除

選択した電話番号をコピーします。

■ 本文中のURLを利用する場合

a スレッド内容表示画面／Eメール詳細表示画面を表示
b 本文中のURLをタップ
c 項目をタップ
開く

選択したURLのページをブラウザで表示
します。

URLをコピー

選択したURLをコピーします。

memo
◎ 本文中のEメールアドレス、電話番号、URLは、
表記のしかたによって正しく認
識されない場合があります。

メール／インターネット

Eメール設定

P.44
「Eメールを設定する」

ヘルプ

Eメールのサービス概要や更新情報をブ
ラウザで表示します。

新着メールを問い合わせて受信する
「メール自動受信」
（P.45）
を「自動受信しない」に設定した場合や、E
メールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する
ことができます。

a ホーム画面で［ ］
b［新着問合せ］

選択したスレッドをすべて削除します。
削除するスレッドにチェックを付ける→
［削除］→［削除］
• スレッド内のEメールはすべて削除さ
れます。
•［全選択］ですべてのスレッドを選択す
ることもできます。
• スレッド内に保護されたEメールがあ
る場合は、保護されたEメールの削除を
確認する画面が表示されます。
［削除し
ない］をタップすると、保護されたE
メールが残り、スレッドは削除されませ
ん。
• 削除するスレッドをロングタッチ→［削
除］→［削除］と操作しても削除できま
す。

スレッド内容表示画面でできること
a スレッド内容表示画面→［ ］
b

検索

P.40
「Eメールを検索する」

削除

Eメールを削除します。

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

Eメールを個別に操作する

memo
◎ スレッド内容表示画面で、メール作成バーより上の部分を上方へスクロールさ
せ、指を離しても新着メールを問合せて受信することができます。

Eメールを検索する
a ホーム画面で［ ］

a スレッド内容表示画面→操作するEメールをロングタッ
チ

b 項目をタップ
詳細表示

Eメール詳細表示画面を表示します。

転送

転送するEメールを作成します。
• 送信メール作成画面が表示されます。
• 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」
を付けた件名が入力されます。
• 元のEメールにファイルが添付されて
いる場合は、転送メールにも添付されま
す。

保護／保護解除

Eメールを保護します。
• 保護されているEメールでは［保護解
除］をタップして保護を解除します。

フラグ／フラグ解除

Eメールにフラグを付けます。
• フラグ付きのEメールでは［フラグ解
除］をタップしてフラグを外します。

削除

Eメールを削除します。

コピー

テキストをコピーします。

b［ ］→［全検索］／［検索］
c キーワードを入力
半角と全角を区別して入力してください。

d［

］

検索結果一覧画面が表示されます。
日時が新しいEメールから順に表示されます。
フォルダ一覧画面から検索する場合、
ロックされたフォルダ内のEメー
ルは検索対象から外されます。

memo
◎ キーワード検索以外にも［
］
をタップし、検索条件のアイコンをタップした
り、日付を指定して検索することができます。検索条件は複数選択できます。

Eメールを会話モードで確認する
受信したEメールは、
相手先ごとにEメールをスレッドにまとめて表示
できます。新着のEメールが既存のEメールへの返信Eメールであれ
ば、
それらは同じスレッドにまとめられます。

a ホーム画面で［ ］
Eメールのスレッド一覧画面が表示されます。
• 新着Eメールがあるスレッドには［ ］
（赤色）
、未読Eメールがあるス
レッドには［ ］
（青色）が表示されます。

b 確認するスレッドをタップ
スレッド内容表示画面が表示されEメールが確認できます。

スレッド一覧画面でできること
a スレッド一覧画面→［ ］
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画像保存

インライン画像を保存します。

迷惑メール報告

差出人のEメールアドレスを迷惑メール
として報告します。

文字コード

文字コードを変更します。

共有

データをBluetooth® や赤外線、メール添
付などで送信したり、SNSなどにアップ
ロードしたりできます。

※ Eメールにより選択できる項目は異なります。

Eメールをフォルダモードで確認する
受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメー
ルは送信ボックスに保存されます。受信したEメールや送信したEメー
ルが振分け条件に一致した場合は、設定したフォルダに保存されます。
送信せずに保存したEメール、送信に失敗したEメールは未送信ボック
スに保存されます。

■ 受信メールを確認する場合

a ホーム画面で［ ］→［切替］
Eメールのフォルダ一覧画面が表示されます。
• 受信ボックスに新着メールがある場合は赤丸と件数が表示され、新着
メールを確認すると青丸に変わります。

b［受信ボックス］またはフォルダを選択
受信メール一覧画面が表示されます。

c Eメールをタップ
受信メール詳細表示画面が表示されます。
［返信］
：返信のEメールを作成
［転送］
：転送のEメールを作成
［保護］／［保護解除］
：Eメールを保護／保護解除
［フラグ］／［フラグ解除］
：Eメールにフラグを付ける／解除
：前のEメールを表示
：次のEメールを表示

Eメール一覧画面でできること
a 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メー
ル一覧画面／検索結果一覧画面→［ ］

b 項目をタップ
検索

P.40「Eメールを検索する」

移動

Eメールを移動します。
移動するEメールにチェックを付ける→［移動］→移
動先のフォルダをタップ
• あらかじめフォルダを作成してください
（P.43）
。
•［全選択］をタップすると、
一覧表示しているE
メールをすべて選択できます。

削除

■ 送信メールを確認する場合

a ホーム画面で［ ］→［切替］
Eメールのフォルダ一覧画面が表示されます。

送信メール一覧画面が表示されます。
フォルダを選択した場合は［送信］
をタップします。

c Eメールをタップ
送信メール詳細表示画面が表示されます。
［再送信］
：同じEメールをもう一度送信
［コピー編集］
：コピーして編集
［保護］／［保護解除］
：Eメールを保護／保護解除
［フラグ］／［フラグ解除］
：Eメールにフラグを付ける／解除
：前のEメールを表示
：次のEメールを表示

■ 未送信ボックスのEメールを確認する場合

a ホーム画面で［ ］→［切替］

迷惑メール 差出人のEメールアドレスを迷惑メールとして報告
報告
します。
報告するEメールにチェックを付ける→［迷惑メー
ル報告］→
［迷惑メール報告］
•［全選択］をタップすると、
一覧表示しているE
メールをすべて選択できます。
保護／解除 Eメールが自動的に削除されないように保護した
り、
保護を解除します。
保護／解除するEメールにチェックを付ける→［保
護］／［解除］
•［全選択］をタップすると、
一覧表示しているE
メールをすべて選択できます。
• 受信メールは、受信ボックス容量の50％または
1,000件まで保護できます。
• 送信・未送信メールは、
送信ボックス容量の50％
または500件まで保護できます。
フラグ

Eメールにフラグを付けたり、
フラグを外します。
フラグを付ける／外すEメールにチェックを付ける
→［つける］／
［解除］
•［全選択］をタップすると、
一覧表示しているE
メールをすべて選択できます。

その他

ストレージ
へ保存

Eメールを保存します。
microSDメモリカードが取り付け
られている場合はmicroSDメモリ
カードに、取り付けられていない場
合は本体ストレージに保存します。
保存するEメールにチェックを付け
る→
［保存］
•［全選択］をタップすると、
一覧表示
しているEメールをすべて選択で
きます。
• 保存したEメールは、
［Eメール設
定］の［バックアップ・復元］で本製
品に読み込むことができます
（P.47）
。

フォルダ編
集

表示中の受信ボックス／フォルダを
編集します。
P.43「フォルダを作成／編集する」

選択受信

本文が未受信のEメールの本文を取
得します。
本文を受信するEメールにチェック
を付ける→［受信］
•［全選択］をタップすると、
一覧表示
している本文受信可能なEメール
をすべて選択できます。

Eメールのフォルダ一覧画面が表示されます。
• 未送信ボックスにEメールがある場合は、
青丸と件数が表示されます
（送信に失敗したEメールがある場合は、
赤丸に変わります）
。

b［未送信ボックス］
未送信メール一覧画面が表示されます。
• 送信に失敗したEメールをロングタッチ→
［送信失敗理由］
と操作す
ると、送信に失敗した理由を確認できます。
• 日時指定した送信予約メールをロングタッチ→［送信予約情報］
と操
作すると、送信日時を確認できます。
送信日時を編集すると、一度送信
予約は解除されます。
• 送信予約メールをロングタッチ→［送信予約解除］
→
［解除］
と操作す
ると、送信予約が解除されます。

c Eメールをタップ
未送信メール詳細表示画面が表示されます。
［送信］
：Eメールを送信
［編集］
：Eメールを編集
［コピー編集］
：保護されたEメールをコピーして編集
［保護］／［保護解除］
：Eメールを保護／保護解除
［フラグ］／［フラグ解除］
：Eメールにフラグを付ける／解除
：前のEメールを表示
：次のEメールを表示

memo
◎ 宛先が不明で相手に届かなかったEメールは、送信ボックスに保存されます。
◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。
ただし、未読のＥメール、保護されたＥメール、本文を未受信のEメールは削除
されません。
◎ 受信ボックスのすべてのメールが未読の状態で受信ボックスの容量を超える
と、新着メールを受信できません。
◎ 送信ボックス・未送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自
動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、送信失敗メー
ル、未送信メールの順に削除されます。ただし、保護されたEメール、送信予約
メールは削除されません。

メール／インターネット

b［送信ボックス］またはフォルダを選択

Eメールを削除します。
削除するEメールにチェックを付ける→［削除］→
［削除］
•［全選択］をタップすると、
一覧表示している削除
可能なEメールをすべて選択できます。
• 保護されたEメールは選択できません。

Eメール設定 P.44「Eメールを設定する」
※ 画面により選択できる項目は異なります。
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Eメールを個別に操作する

本文選択

a 受信メール一覧画面／送信メール一覧画面／未送信メー
ル一覧画面／検索結果一覧画面で操作するEメールをロ
ングタッチ

b 項目をタップ
返信

Eメールに返信します。
• 送信メール作成画面が表示されます。
• 件名には、元のEメールの件名に
［Re:］を付けた件
名が入力されます。
• 宛先には、差出人／返信先のEメールアドレスが
入力されます。

全員に返信 同報されている全員に返信します。
• 送信メール作成画面が表示されます。
• 宛先が複数ある場合のみ選択できます。

メール／インターネット

転送

転送するEメールを作成します。
• 送信メール作成画面が表示されます。
• 件名には、元のEメールの件名に［Fw:］を付けた件
名が入力されます。
• 元のEメールにファイルが添付されている場合
は、転送メールにも添付されます。

送信

未送信のEメールを送信します。
• 宛先がないEメールでは表示されません。

編集

未送信のEメールを編集して送信します。
• 送信メール作成画面が表示されます。

Eメールの本文を選択してコピーします。
表示される本文選択画面でコピーする文字列の開
始位置をタップする、
または［
］
／［
］
でカー
ソルを移動→［選択開始］
→［
］／
［
］で選択範
囲を指定→［コピー］
• Eメール詳細表示画面で本文をロングタッチ→
［本文選択］と操作しても本文選択画面を表示でき
ます。
• 本文選択画面をロングタッチ→［ ］
／
［ ］をド
ラッグして選択範囲を指定→［コピー］と操作する
こともできます。
•［全選択］をタップすると、
本文全体を選択できま
す。
• 絵文字やインライン画像もコピーできます。
• 一部の装飾（文字位置／効果、
背景色）
はコピーさ
れません。

迷惑メール 差出人のEメールアドレスを迷惑メールとして報告
報告
します。
その他

文字サイズ

本文の文字サイズを一時的に切り替
えます。
［特大］
［大］
［中］
［小］
［極小］
• Eメール詳細表示画面を閉じると、
［受信・表示設定］で設定した文字サ
イズに戻ります。

ストレージ
へ保存

Eメールを保存します。microSDメ
モリカードが取り付けられている場
合はmicroSDメモリカードに、取り
付けられていない場合は本体スト
レージに保存します。
• 保存したEメールは、
［Eメール設
定］の［バックアップ・復元］
で本製
品に読み込むことができます
（P.47）。

文字コード

本文を表示する文字コードを一時的
に切り替えます。
［ISO-2022-JP］
［Shift-JIS］
［UTF8］
［EUC-JP］
［ASCII］
• 変更した文字コードは、表示中のE
メール詳細表示画面でのみ一時的
に適用されます。

コピー編集 送信したEメールや保護されている未送信のEメー
ルをコピーして編集し、
送信します。
• 送信メール作成画面が表示されます。
保護／保護 Eメールを保護します。
解除
• 保護されているEメールでは
［保護解除］をタップ
して保護を解除します。
フラグ／フ Eメールにフラグを付けます。
ラグ解除
• フラグ付きのEメールでは
［フラグ解除］をタップ
してフラグを外します。
送信失敗理 送信に失敗したEメールの送信失敗理由を表示しま
由
す。
送信予約情 送信予約日時を確認します。
報

本文受信

本文未受信メールを表示した際、本
文受信を開始します。

送信予約解 送信予約を解除します。
除

共有

データをBluetooth® や赤外線、メー
ル添付などで送信したり、SNSなど
にアップロードしたりできます。

送信予約情
報

送信予約日時を確認します。

送信予約解
除

送信予約を解除します。

削除

Eメールを削除します。

移動

Eメールを移動します。
移動先のフォルダを選択
• あらかじめフォルダを作成してください
（P.43）
。

拒否リスト 差出人のEメールアドレスを迷惑メールフィルター
登録
の指定拒否リストに登録します。
P.47
「迷惑メールフィルターを設定する」
迷惑メール 差出人のEメールアドレスを迷惑メールとして報告
報告
します。
※ 画面により選択できる項目は異なります。

Eメール詳細表示画面でできること
a 受信メール詳細表示画面／送信メール詳細表示画面／未
送信メール詳細表示画面→［ ］

※ 画面により選択できる項目は異なります。

フォルダ一覧画面でできること
a フォルダ一覧画面→［ ］
b 項目をタップ
検索
フォルダ編集
フォルダ削除

b 項目をタップ

42

転送

転送するEメールを作成します。
• 送信メール作成画面が表示されます。
• 件名には、元のEメールの件名に［Fw:］を付けた件
名が入力されます。
• 元のEメールにファイルが添付されている場合
は、転送メールにも添付されます。

移動

Eメールを移動します。
移動先のフォルダを選択
• あらかじめフォルダを作成してください
（P.43）
。

削除

Eメールを削除します。

P.40
「Eメールを検索する」
P.43
「フォルダを作成／編集する」
選択したフォルダとフォルダ内のメール
をすべて削除します。
削除するフォルダにチェックを付ける→
［削除］→［削除］
• ロックされたフォルダは選択できませ
ん。
• フォルダ内に保護されたEメールがあ
る場合は、保護されたメールの削除を確
認する画面が表示されます。
［削除しな
い］をタップすると、
保護されたメール
が残り、
フォルダは削除されません。

再振分け

現在設定されているフォルダの振分け条
件で、
Eメールの再振分けを行います。
• ロックされたフォルダがある場合は、
フォルダロック解除パスワードを入力
します。

Eメール設定

P.44
「Eメールを設定する」

ヘルプ

Eメールのサービス概要や更新情報をブ
ラウザで表示します。

■ アドレス帳登録外／不正なメールアドレスを振分け条件に設定す
る場合

a フォルダ一覧画面→［ ］→［フォルダ編集］→フォルダを

フォルダを作成／編集する
フォルダを作成して、
フォルダごとにEメールの振分け条件や着信通
知を設定したり、フォルダにロックをかけたりすることができます。
■ フォルダアイコンを変更する場合

a フォルダ一覧画面→［フォルダ作成］
フォルダ編集画面が表示されます。

b フォルダ名称欄をタップ→フォルダ名を入力
フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。

c 画面左上のフォルダアイコンをタップ
d アイコンを選択→カラーを選択→［OK］→［保存］
■ フォルダ画像を設定する場合

a フォルダ一覧画面→［フォルダ作成］
フォルダ編集画面が表示されます。

フォルダ名は、全角8／半角16文字まで入力できます。

c 画面左上のフォルダアイコンをタップ→［ギャラリーから
写真を選択］

フォルダ編集画面が表示されます。
ロックされたフォルダを選択した場合は、フォルダロック解除パス
ワードを入力します。

b［アドレス帳登録外］／［不正なメールアドレス］にチェッ
クを付ける→［保存］
memo
◎ 振分け条件を設定／編集して［保存］をタップすると、フォルダの再振分けを行
うかどうかの確認画面が表示されます。すぐに再振分けを行う場合は、
［再振分
けする］をタップします。
◎ 全フォルダで［メールアドレス］
［ドメイン］
［件名］を合わせて最大400件登録
できます。
◎ 同一の振分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
◎［振分け条件設定］の一覧で、追加した条件の右横にある［
］をタップして、条
件を編集したり削除することができます。
◎ 振り分けの対象となるEメールアドレスは、受信メールの場合は差出人、送信
メールの場合は宛先です。
◎ 一致する振分け条件が複数あるEメールの場合は、メールアドレス＞ドメイン
＞件名＞その他の優先順位で振り分けられます。送信メールのメールアドレス
は、To＞Cc＞Bccの優先順位で振り分けられ、
先頭のメールアドレス／ドメイ
ン＞2番目のメールアドレス／ドメイン＞・・・＞最後のメールアドレス／ドメ
インの優先順位で振り分けられます。

■ フォルダごとに着信通知を設定する

d 画像を選択→切り抜き範囲を指定→［切り抜き］→［OK］
→［保存］

受信ボックスや作成したフォルダごとにEメール受信時の着信音やバ
イブレーション、
着信ランプを設定できます。

a フォルダ一覧画面→［ ］→［フォルダ編集］→受信ボック

memo
◎ 最大20個のフォルダを作成できます。

■ フォルダに振分け条件を設定する
作成したフォルダに「メールアドレス」
「ドメイン」
「件名」
「アドレス帳
登録外」
「不正なメールアドレス」の振分け条件を設定できます。設定し
た振分け条件に該当するEメールを受信／送信すると、自動的に設定
フォルダにEメールが振り分けられます。

ス／フォルダをタップ
フォルダ編集画面が表示されます。
ロックされた受信ボックス／フォルダを選択した場合は、
フォルダ
ロック解除パスワードを入力します。

b［フォルダ別設定］
c 必要な項目を設定
着信音

■ 振分け条件を追加する場合

OFF

タップ

着信音

フォルダ編集画面が表示されます。
ロックされたフォルダを選択した場合は、
フォルダロック解除パス
ワードを入力します。

通知音

b［振分け条件追加］→［

］

※［貼り付け］はクリップボードに文字が記憶されている
場合に表示されます。

ドメイン

ドメインを振分け条件に登録します。
ドメインを入力→［OK］→［保存］
•［ ］
をタップすると、
［アドレス帳引
用］
［メール受信履歴引用］
［メール送信
履歴引用］
［プロフィール引用］
［貼り付
け］
から入力方法を選択して、ドメイン
を登録できます。
※［貼り付け］はクリップボードに文字が記憶されている
場合に表示されます。

件名

件名を振分け条件に登録します。
件名を入力→［OK］→
［保存］
• 件名の一部が一致する場合も振り分け
られます。

アプリを利用して着信音を設定しま
す。

ストレージ
から探す

本体ストレージやmicroSDメモリ
カードの音楽を着信音に設定しま
す。

その他

他のアプリを利用して着信音を設定
します。

c 登録する振分け条件の種類をタップ
Eメールアドレスを振分け条件に登録し
ます。
Eメールアドレスを入力→［OK］→
［保存］
•［ ］
をタップすると、
［アドレス帳引
用］
［アドレス帳グループ引用］
［メール
受信履歴引用］
［メール送信履歴引用］
［プロフィール引用］
［貼り付け］から入
力方法を選択して、Eメールアドレスを
登録できます。

着信音が鳴りません。

Eメールプリ Eメールアプリにプリセットされて
セット
いる着信音を設定します。

a フォルダ一覧画面→［ ］→［フォルダ編集］→フォルダを

メールアドレス

メール／インターネット

b フォルダ名称欄をタップ→フォルダ名を入力

タップ

バイブレー 受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられ
ション
るEメールを受信したときのバイブレーションを設
定します。
［OFF］／パターンを選択→［OK］
LED

受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられ
るEメールを受信したときの着信ランプを設定しま
す。
［OFF］／パターンを選択→［OK］

着信音鳴動 受信ボックス／選択したフォルダに振り分けられ
時間
るEメールを受信したときの着信音の鳴動時間を設
定します。
［一曲鳴動］
［時間設定］
•［時間設定］を選択した場合は、1〜60秒の範囲で
指定します。
通知ポップ ロック画面上に新着Eメールをポップアップ表示す
アップ
るかどうかを設定します。
P.39「Eメールを受信する」
メール受信 Eメールを受信したときにスリープ解除し画面を点
時の画面点 灯するかを設定します。
P.39「Eメールを受信する」
灯

d［OK］→［保存］
43

■ フォルダにロックをかける
受信ボックスや作成したフォルダにロックをかけて、フォルダロック
解除パスワードを入力しないとフォルダを開いたり編集や削除ができ
ないように設定できます。
あらかじめ［Eメール設定］→［プライバシー設定］→［パスワード設定］
と操作して、フォルダロック解除パスワードを設定してください
（P.44）。

プライバ
シー設定

パスワード
設定／パス
ワード変更

フォルダロック、シークレット機能
のパスワードを設定／変更します。
フォルダロック解除パスワード（4〜
16文字の英数字）を入力→［OK］→
同じパスワードを再度入力→［OK］
→ひみつの質問を選択→［OK］
→ひ
みつの質問の回答を入力→［OK］
• パスワードを設定すると［パスワー
ド変更］が表示されます。
• フォルダロックを解除時に、パス
ワードの入力を連続3回間違える
とひみつの質問画面が表示されま
す。
［表示する］→回答を入力→
［OK］
と操作すると、新しいパス
ワードを設定できます。

パスワード
リセット

パスワードをリセットします。
フォルダロック解除パスワードを入
力→［OK］
→［リセット］
• パスワード未設定の場合は選択で
きません。
• パスワードをリセットすると、フォ
ルダロック、シークレット機能も解
除されます。

シークレッ
ト

シークレット機能の有効、
無効を設
定します。
パスワードを入力→［OK］
• 表示されるシークレットモードの
説明をよくお読みになりご利用く
ださい。
• パスワード未設定の場合は設定で
きません。
• シークレット機能を有効／無効に
する場合やシークレット機能を一
時解除する場合に誤ったパスワー
ドを入力しても、
ポップアップなど
は表示されません。

a フォルダ一覧画面→［ ］→［フォルダ編集］→受信ボック
ス／フォルダをタップ
フォルダ編集画面が表示されます。

b［フォルダロック］→フォルダロック解除パスワードを入
力→［OK］
［フォルダロック］にチェックが付きます。
フォルダ編集画面で［フォルダロック］
のチェックを外すと、フォルダ
ロック設定が解除されます。

c［保存］
■ フォルダを並び替える
メール／インターネット

a フォルダ一覧画面→移動するフォルダをロングタッチ
画面上部に［選択したフォルダの場所を移動できます。］
が表示されま
す。

b 移動する位置にドラッグ
memo
◎ 作成したフォルダ以外は移動できません。

Eメールを設定する
a ホーム画面で［ ］

アドレス変更・その他の設 P.46
「アドレスの変更やその他の
定
設定をする」

b［ ］→［Eメール設定］
Eメール設定画面が表示されます。

設定更新

Eメールアドレスの再初期設定を行
います。

バックアップ・復元

P.47
「Eメールをバックアップ／
復元する」

c 必要な項目を設定
受信・表示設定

P.45
「受信・表示に関する設定をす
る」

送信・作成設定

P.45
「送信・作成に関する設定をす
る」

通知設定

基本通知設
定

P.46
「通知に関する設定をする」

個別通知設
定

P.46
「個別の通知に関する設定を
する」

添付ファイ 保存場所の
ル保存設定 設定

メールにファイルが添付されている
とき、添付ファイルが自動的に保存
される場所を選択します。
本体メモリに保存：
システムメモリに保存する。
ストレージに保存：
本体ストレージに保存する。

※

添付ファイ
ル一括移動

44

自動的に保存された添付ファイルを
別の場所にまとめて移動します。
ストレージへ一括移動：
システムメモリから本体ストレー
ジに移動する。
本体メモリへ一括移動：
本体ストレージからシステムメモ
リに移動する。

Eメール改善情報送信設
定

Eメール情報

Eメールや連携するサービスの品質
向上のために、Eメール改善情報を送
信するかどうかを設定します。
［Eメール改善情報送信設定］→［同意
する］
／［同意しない］→［完了］
•［同意しない］を選択した場合は
［送
信しない］をタップします。
自分のEメールアドレスやEメール
保存件数／使用容量、
ソフトウェア
バージョンを表示します。
• Eメールアドレス欄をタップ→
［ア
ドレスコピー］と操作して、Eメー
ルアドレスをコピーできます。

※ 受信／送信／未送信メールに添付されているファイルの保存場所を設定します。設定によ
りシステムメモリの負担を軽減させることができます。本操作の「添付データ」はファイル
検索を行ってもデータを確認することができません。また、削除するメールにファイルが
添付されている場合、添付ファイルも一緒に削除されます。残しておきたい添付ファイル
の保存方法は、
「添付データを受信・再生する」
（P.39）
をご参照ください。

受信・表示に関する設定をする

送信・作成に関する設定をする

a Eメール設定画面→［受信・表示設定］

a Eメール設定画面→［送信・作成設定］

b 必要な項目を設定

b 必要な項目を設定

メール自動 サーバーに届いたEメールを自動的に受信するかど
受信
うかを設定します。チェックを外してオフに設定す
ると、受信せずに新しいEメールがサーバーに到着
したことをお知らせします。

※［貼り付け］
はクリップボードに文字が記憶さ
れている場合に表示されます。

• 登録した個別アドレスを削除する
には、削除するアドレスの［ ］
→
［削除］
と操作します。

Eメールを受信した相手の方が返信する
場合に、
宛先に設定されるアドレスを設
定します。
［設定する］→返信先のEメールアドレス
（半角64文字まで）
を入力→［OK］

差出人名称

送信先で表示される名前を設定します。
［設定する］→差出人名称を入力→［OK］

冒頭文

本文の冒頭に挿入する文を設定します。
［設定する］→冒頭文（全角833／半角
2,500文字相当まで。装飾する場合は約
2.5KBまで）を入力→［完了］→［設定］
• 冒頭文には、最大10種類の画像／デコ
レーション絵文字を挿入できます。
• 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／
デコレーション絵文字の制限（最大20
種類、
または合計100KB以下）に達し
た場合は、本文入力時に画像／デコレー
ション絵文字を挿入できません。
• 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場
合でも、冒頭文と署名が本文に挿入され
ると、
画像は異なるファイルとして扱わ
れます。
• 会話モードでご利用の場合、自動的に挿
入されませんので、スレッド内容表示画
面で本文入力欄をタップ→［
］→
［ ］→［その他］→
［挿入］→［冒頭文］と
操作して挿入してください。

署名

本文の末尾に挿入する文を設定します。
［設定する］→署名
（全角833／半角
2,500文字相当まで。装飾する場合は約
2.5KBまで）を入力→［完了］→［設定］
• 署名には、最大10種類の画像／デコ
レーション絵文字を挿入できます。
• 冒頭文／署名を挿入しただけで、画像／
デコレーション絵文字の制限（最大20
種類、
または合計100KB以下）に達し
た場合は、本文入力時に画像／デコレー
ション絵文字を挿入できません。
• 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場
合でも、冒頭文と署名が本文に挿入され
ると、
画像は異なるファイルとして扱わ
れます。
• 会話モードでご利用の場合、自動的に挿
入されませんので、スレッド内容表示画
面で本文入力欄をタップ→［
］→
［ ］→［その他］→
［挿入］→［署名］
と操
作して挿入してください。

差出人・件名 差出人・件名のみを受信します。
受信 ※
添付自動受 受信メールの添付データを自動的に受信するかど
信
うかを設定します。チェックを付けてオンに設定す
ると、Eメールの受信と同時に添付データを受信し
ます。オフに設定すると、添付データを別途取得し
ます。
添付自動受 自動受信する添付データの上限サイズを設定しま
信サイズ
す。
［100KB］
［500KB］
［1MB］
［2MB］
アドレス帳 アドレス帳（連絡先）に登録された名前を表示する
登録名表示 かどうかを設定します。
文字サイズ Eメール詳細表示画面／送信メール作成画面の本文
の文字サイズを設定します。
［特大］
［大］
［中］
［小］
［極小］
外部画像表 外部のWebサイトに表示された画像を常に表示す
示アドレス るアドレスの確認、削除をします。

返信メール引用

返信時、受信メールの内容を本文に引用
するかどうかを設定します。チェックを
付けてオンに設定すると、受信メールの
行頭に「＞」を付けて引用します。受信
メールがデコレーションメールの場合
は、1行目の行頭のみ「＞」を付けて引用し
ます。
• 会話モードでご利用の場合、チェックを
付けてオンに設定していても受信メー
ルの内容は引用されません。

送信時確認表示

誤送信を防ぐために、送信時に確認画面
を表示するかどうかを設定します。

自動再送信

送信に失敗したメールを自動的に再送信
するかどうかを設定します。

宛先候補表示

宛先入力時に入力候補を表示するかどう
かを設定します。

テーマ設定 Eメールアプリの画面デザインを設定します。
背景画像設 背景画像
（縦 表示モードの背景画像を設定しま
定
画面）
す。
背景画像
（横 ［設定する］→アプリケーションを選
択→画像を選択→［切り抜き］
画面）
※ 差出人・件名のみを受信したEメールは、受信メール一覧画面でEメールをタップすると、
本文を取得できます。本文未受信のままEメール詳細表示画面が表示されたときは、
［
］
→
［その他］→［本文受信］と操作すると、本文を取得できます。本文受信は、電波状態の良い
ところで行ってください。

メール／インターネット

メール受信 全受信
差出人・件名と本文を受信します。
方法
指定全受信 ※ 指定したアドレスからのEメールは、
差出人・件名と本文を受信します。指
定していないアドレスからのEメー
ルは、
差出人・件名のみを受信しま
す。
アドレス帳：
アドレス帳（連絡先）
に登録されて
いるアドレスからのEメールは差
出人・件名と本文を受信する。
個別アドレスリスト：
［個別アドレスリスト編集］で登録
したアドレスからのEメールは差
出人・件名と本文を受信する。
個別アドレスリスト編集：
個別アドレスを登録する。
•［ ］をタップすると、
［アドレス帳
引用］
［アドレス帳グループ引用］
［メール受信履歴引用］
［メール送信
履歴引用］
［プロフィール引用］
［貼
り付け］から入力方法を選択して、
個別アドレスを登録できます。

返信先アドレス
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通知に関する設定をする
a Eメール設定画面→［通知設定］→［基本通知設定］
b 必要な項目を設定
着信音

OFF

アドレスの変更やその他の設定をする
着信音が鳴りません。

Eメールプリ Eメールアプリにプリセットされて
セット
いる着信音を設定します。
着信音
通知音

メール受信 Eメール受信時にスリープ解除し画面を点灯させる
時の画面点 かどうかを設定します。
P.39
「Eメールを受信する」
灯

端末本体にプリセットされている着
信音、通知音をセットします。

ストレージ
から探す

本体ストレージやmicroSDメモリ
カードの音楽を着信音に設定しま
す。

その他

他のアプリを利用して着信音を設定
します。

a Eメール設定画面→［アドレス変更・その他の設定］→［接
続する］

b 必要な項目を設定
Eメールアドレスの
変更へ

EメールアドレスはEメールアドレスの
初期設定を行うと自動的に決まります
が、
変更できます。
1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を
入力→［送信］
2.［承諾する］
3. Eメールアドレス入力欄をタップ→E
メールアドレスの「@」
の左側の部分
（変更可能部分）を入力→
［送信］→
［OK］
• Eメールアドレスの変更可能部分は、半
角英数小文字、
「.」
「-」
「̲」
を含め、半角30
文字まで入力できます。
ただし、
「.」
を連
続して使用したり、最初と最後に使用し
たりすることはできません。また、
最初
に数字の
「0」を使用することもできま
せん。
• 変更直後は、しばらくの間Eメールを受
信できないことがありますので、あらか
じめご了承ください。
• 入力したEメールアドレスがすでに使
用されている場合は、
他のEメールアド
レスの入力を求めるメッセージが表示
されますので、再入力してください。
• Eメールアドレスの変更は1日3回まで
可能です。

迷惑メールフィル
ターの設定／確認へ

オススメの設定はこちら
P.47
「迷惑メールフィルターを設定す
る」

自動転送先の設定へ

受信したEメールを自動的に転送するE
メールアドレスを登録します。
1. 暗証番号入力欄をタップ→暗証番号を
入力→［送信］
2. 入力欄をタップ→Eメールアドレスを
入力→［送信］→
［閉じる］
• 自動転送先のEメールアドレスは2件ま
で登録できます。
• 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで
可能です。

バイブレー Eメール受信時のバイブレーションを設定します。
ション
［OFF］／パターンを選択→［OK］
LED

Eメール受信時の着信ランプを設定します。
［OFF］／パターンを選択→［OK］

メール／インターネット

着信音鳴動 Eメール着信音の鳴動時間を設定します。
時間
［一曲鳴動］
［時間設定］
•［時間設定］
を選択した場合は、1〜60秒の範囲で
指定します。
ステータス Eメール受信時、ステータスバーに通知アイコンと
バー通知
共に差出人・件名または差出人を表示するか、また
は通知アイコンのみ表示するかを設定します。
［差出人・件名］
［差出人］
［通知のみ］
［OFF］
送信失敗通 Eメール送信失敗時にバイブレーションでお知らせ
知
するかどうかを設定します。
通知ポップ ロック画面上に新着Eメールをポップアップ表示す
アップ
るかどうかを設定します。
P.39
「Eメールを受信する」
メール受信 Eメールを受信したときにスリープ解除し画面を点
時の画面点 灯するかを設定します。
P.39
「Eメールを受信する」
灯
電源キーを押すことによる画面点
電源キー押 着信音鳴動中に、
下による着 灯または消灯を契機に鳴動を停止するかどうかを
信音鳴動停 設定します。
止

個別の通知に関する設定をする
a Eメール設定画面→［通知設定］→［個別通知設定］
b［新規設定］
c［アドレス帳引用］／［メール受信履歴引用］／［メール送信

※ 設定をクリアする操作は、回数には含まれません。

•［エラー！Eメールアドレスを確認して
ください。］
と表示された場合は、自動転
送先のEメールアドレスとして使用で
きない文字を入力しているか、指定のE
メールアドレスが規制されている可能
性があります。
• Eメールアドレスを間違って設定する
と、転送先の方に迷惑をかける場合があ
りますのでご注意ください。
• 自動転送メールが送信エラーとなった
場合、自動転送先のEメールアドレスを
含むエラーメッセージが送信元に返る
場合がありますのでご注意ください。

履歴引用］→設定するアドレスを選択→
［選択］

d 必要な項目を設定
着信音

OFF

着信音が鳴りません。

Eメールプリ Eメールアプリにプリセットされて
セット
いる着信音を設定します。
着信音
通知音

端末本体にプリセットされている着
信音、通知音をセットします。

ストレージ
から探す

本体ストレージやmicroSDメモリ
カードの音楽を着信音に設定しま
す。

その他

他のアプリを利用して着信音を設定
します。

バイブレー Eメール受信時のバイブレーションを設定します。
ション
［OFF］／パターンを選択→［OK］
LED

Eメール受信時の着信ランプを設定します。
［OFF］／パターンを選択→［OK］

着信音鳴動 Eメール着信音の鳴動時間を設定します。
時間
［一曲鳴動］
［時間設定］
•［時間設定］
を選択した場合は、1〜60秒の範囲で
指定します。
通知ポップ ロック画面上に新着Eメールをポップアップ表示す
アップ
るかどうかを設定します。
P.39
「Eメールを受信する」
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memo
◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

Eメールをバックアップ／復元する
Eメールをバックアップすることができます。また、バックアップした
データは本製品へ読み込むことができます。
memo
◎ 本製品ではバックアップしたデータは、microSDメモリカードが取り付けられ
ている場合はmicroSDメモリカード(/storage/ext̲sd/private/au/email/
BU）
に、取り付けられていない場合は本体ストレージ（/storage/emulated/
0/private/au/email/BU）
に保存されます。

Eメールをバックアップする
メールデータ（メール本文・添付ファイル）をバックアップすることが
できます。

a Eメール設定画面→［バックアップ・復元］
b［メールデータバックアップ］→［OK］
• microSDメモリカードが取り付けられている場合は、
バックアップ
データをmicroSDメモリカードに保存できます。

c 生成する文字コードを選択→［OK］
d バックアップするメール種別にチェックを付ける→
［OK］
フォルダモードではバックアップするフォルダを選択します。ロック
された受信ボックス／フォルダを選択した場合は、フォルダロック解
除パスワードを入力します。

Eメールアプリに保存されているメールデータ（メール本文・添付ファ
イル）、
Eメール設定、振分け条件を、まるごとバックアップすることが
できます。
シークレット対象のメールデータもバックアップできます。

a Eメール設定画面→［バックアップ・復元］
b［まるごとバックアップ］
バックアップしたデータは、microSDメモリカードが取り付けられて
いる場合は、
microSDメモリカードに保存されます。

まるごとバックアップデータを復元する
まるごと復元を実施すると 、現在Eメールアプリに保存されている
メールデータ（本文・添付ファイル）、Eメール設定、
振分け条件をすべ
て消去し、復元します。

a Eメール設定画面→［バックアップ・復元］
b［まるごと復元］
c 復元するバックアップデータにチェックを付ける→
［OK］
■ 復元前にメールデータがない場合

d［OK］
■ 復元前にメールデータをバックアップする場合

メール／インターネット

文字コードについては［ヘルプ］をタップして確認してください。

Eメールをまるごとバックアップする

d［バックアップ］→［OK］

バックアップデータを復元する
バックアップしたメールデータ（メール本文・添付ファイル）を復元す
ることができます。

a Eメール設定画面→［バックアップ・復元］
b［メールデータ復元］
c［受信メール］／［送信メール］／［未送信メール］／［スト
レージから探す］→［OK］

d 復元するバックアップデータにチェックを付ける→
［OK］
［全選択］をタップすると、一覧表示しているデータをすべて選択でき
ます。
［Up］をタップして1つ上の階層のフォルダを選択できます。
［MyFolder］
をタップするとMyFolderを開くことができます。

e［追加保存］／［上書き保存］→［OK］

シークレット機能を有効にしてメールデータバックアップを行うと、
シークレット対象のメールはバックアップされません。

e 生成する文字コードを選択→［OK］
文字コードについては
［ヘルプ］
をタップして確認してください。

f バックアップするメール種別にチェックを付ける→
［OK］
フォルダモードではバックアップするフォルダを選択します。ロック
された受信ボックス／フォルダを選択した場合は、
フォルダロック解
除パスワードを入力します。

g［OK］→［OK］→［OK］
■ 復元前にメールデータをバックアップしない場合

d［まるごと復元］→［OK］→［OK］
memo
◎ まるごと復元が完了するとEメールアプリが再起動します。

［上書き保存］を選択した場合は、
確認画面で［OK］
をタップします。

memo
◎ 添付されたデータもバックアップできます。
※ バックアップしたファイルサイズが端末本体に保存可能なサイズを超過した場合はバック
アップできません。不要な添付ファイル付メールを削除したうえで再度バックアップを行っ
てください。

◎ メールデータのバックアップでは、シークレット機能を有効にし、シークレット
機能が一時解除されている状態ではバックアップ、復元がご利用いただけませ
ん。シークレット機能を無効にしたうえでバックアップ、復元の操作を行ってい
ただくか、まるごとバックアップをご利用ください。
◎ シークレット機能を有効にしてバックアップを行うと、シークレット対象の
メールはバックアップされませんのでご注意ください。
◎ バックアップしたメールデータを復元する際に［上書き保存］を選択した場合
は、保存されているすべてのEメールを削除して（保護されているEメールや未
読メールも削除されます）、バックアップしたメールデータを復元します。
◎ 復元したEメールから未受信の本文や添付ファイルを取得することはできませ
ん。

迷惑メールフィルターを設定する
迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、
携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があ
ります。
■ おすすめの設定にする場合

a Eメール設定画面→［アドレス変更・その他の設定］→［接
続する］

b［オススメの設定はこちら］→［OK］
なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのある
メールを拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■ 詳細を設定する場合

a Eメール設定画面→［アドレス変更・その他の設定］→［接
続する］

b［迷惑メールフィルターの設定／確認へ］→暗証番号入力
欄をタップ→暗証番号を入力→
［送信］
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c 必要な項目を設定

memo

オススメ設定

とにかく迷惑メールでお悩みの方に
オススメします。
なりすましメール・
自動転送メールおよび迷惑メールの
疑いのあるメールを拒否します。

個別設定

個別に指定したメールアドレスやド
メイン、
「@」より前の部分を含むメー
ルを優先受信します。
• 受信リストに登録したメールアド
レス以外のEメールをすべてブ
ロックする場合は、
［携帯／PHS以
外からのメールを拒否する］を［設
定する］
に設定し、さらに［事業者毎
の設定］
ですべての事業者を［受信
しない］
に設定してください。

受信リスト
に登録／ア
ドレス帳受
信設定をす
る

※［必ず受信］にチェックを付けることにより、
［なりすまし規制］を回避して、
メーリングリス
ト、転送メールを受信することができます。

アドレス帳受信設定へ：
「auアドレス帳」、
「Friends Note」
もしくは
「データお預かり」に保存
したメールアドレスからのメール
を受信することができます。
メール／インターネット

拒否リスト
に登録する

個別に指定したEメールアドレスや
ドメイン、
「@」
より前の部分を含む
メールの受信を拒否します。

携帯／PHS
以外からの
メールを拒
否する

PCメールは拒否し、
携帯電話と
PHSからのメールのみ受信します。
また、携帯／PHS事業者ごとにメー
ルを一括で受信／拒否します。

その他の詳
細設定をす
る

迷惑メールおまかせ規制：
メールサーバーで受信したPCメー
ルの中で、迷惑メールの疑いのある
メールを自動検知して規制します。
なりすまし規制：
送信元のアドレスを偽って送信し
てくるメールの受信を拒否します。
（高）
（低）
の2つの設定を選択いた
だけます。
※ 以前ご利用の携帯電話で
（中）を設定されてい
る場合も（高）
（低）のみ選択可能です。
※「受信リスト設定」の［必ず受信］にチェックを
付けて登録することにより、
［なりすまし規制］
を回避して、メーリングリスト、転送メールを
受信することができます。

HTMLメール規制：
メール本文がHTML形式で記述さ
れているメールを拒否することが
できます。
URLリンク規制：
本文中にURLが含まれるメールを
拒否することができます。
ウィルスメール規制：
添付ファイルがウィルスに感染し
ている送受信メールをメールサー
バーで規制します。
拒否通知メール返信設定：
迷惑メールフィルターで拒否され
たメールに対して、受信エラー（宛
先不明）
メールを返信するための設
定項目です。
※ 以前ご利用の携帯電話で
［返信しない］に設定
している場合にのみ表示され、
［返信する］の選
択のみ可能です。

全ての設定
を一括解除
する

迷惑メールフィルターの設定を一括
で解除します。

※［ヘルプ］
をタップすると迷惑メールフィルターの各種機能の説明を表示します。
※ 最新の設定機能は、
auのホームページでご確認ください。
http://www.au.kddi.com/ →［迷惑メールでお困りの方へ］

48

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
◎ 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信
することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
◎ 迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。
ウィルスメール規制＞受信リスト設定（［必ず受信］チェック有り）＞なりすまし
規制＞拒否リスト設定＞受信リスト設定＞アドレス帳受信設定＞HTMLメール
規制＞URLリンク規制＞携帯／PHS以外からのメールを拒否する＞迷惑メー
ルおまかせ規制
◎ 受信リスト設定（［必ず受信］チェック有り）は、自動転送されてきたEメールが
［なりすまし規制］の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転
送設定元のメールアドレスを受信リスト設定（［必ず受信］チェック有り）に登録
することにより、そのメールアドレスがTo（宛先）もしくはCc
（同報）に含まれ
ているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
※ Bcc（隠し同報）のみに含まれていた場合（一部メルマガ含む）は、本機能の対象外となります
のでご注意ください。

◎［拒否通知メール返信設定］は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に［返
信する］に設定されます。なお、
［返信する］に設定している場合でも、
［なりすま
し規制］および［迷惑メールおまかせ規制］でブロックされたメールには返信さ
れません。
◎［URLリンク規制］
を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文
中にURLが記載されたEメールの受信や、
一部のケータイサイトへの会員登録
などができなくなる場合があります。
◎［HTMLメール規制］を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてく
るEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それ
らのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコ
レーションメールは［HTMLメール規制］を設定している場合でも受信できま
す。
◎［なりすまし規制］は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送
られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管
理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証（SPFレコード記
述）を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきまして
は、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。
※ パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインか
ら送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような
場合は自動転送元のアドレスを受信リスト設定（
［必ず受信］チェック有り）
に登録してくださ
い。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには
迷惑メールフィルターは、
お持ちのパソコンからも設定できます。
auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある
「迷惑メールフィルターの設定に進む」を選択し、au IDとパスワードを
入力してください。
※ au IDをお持ちでない場合は、au IDを取得してください。

SMSを利用する
携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができる
サービスです。海外の現地携帯電話の電話番号を宛先にしてもメッ
セージが送れます。

］
→［auサービス］→
［SMS］

相手先別のスレッド一覧画面が表示されます。

］

SMS作成画面が表示されます。
• 同じ相手にSMSを送信するときは、スレッドをタップしてもSMSを
作成できます。その場合は、操作dへ進みます。

c 画面上部のボックスに相手の電話番号を入力

※ 相手先電話番号が「0」で始まる場合は、
「0」を除いて入力してください。
※ 連絡先などから相手先電話番号を引用した場合は、もう一度宛先をタップして「010」
と「国番号」を入力してください。

d［テキストを追加］→本文を入力
本文は、
全角70／半角160文字まで入力できます。
•［記号］をタップすると絵文字を入力できます。

］

送信したメッセージをタップ→［メッセージの詳細を表示］と操作する
と送信結果を確認できます。
［保留］
：メッセージが未送信／送信中の場合は、スレッド内容表示画面
に［ ］
が表示されます。メッセージがSMSセンターに蓄積済みの場
合は、スレッド内容表示画面に［ ］が表示されます。
［失敗］
：スレッド一覧／スレッド内容表示画面に［ ］が表示されま
す。
memo
◎ メッセージ作成中に［
］をタップして、相手側のスレッド一覧画面に戻ると
［メッセージを下書き保存しました。］が表示され、メールを送信せずに保存でき
ます。
◎ SMSセンターは、次の通りSMSをお預かりします。
お預かり（蓄積）可能時
間
お預かり可能件数

］→［auサービス］→［SMS］

72時間まで
※ 蓄積されてから72時間経過したSMSは、自動的に消去
されます。

制限なし
※ 受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様
の電話機の種類により、
SMSセンターでお預かりできな
い場合があります。

◎ 蓄積されたSMSが配信されるタイミングは、次の通りです。
SMS蓄積後すぐに配信 新しいSMSがSMSセンターに蓄積されるたび
に、SMSセンターでお預かりしていたSMSがす
べて配信されます。

memo
◎ SMSの受信は、無料です。
◎ 受信したSMSでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
◎ スレッド内容表示画面で［ ］→［ダイヤル］をタップすると相手先に電話をかけ
ることができます。
◎ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

SMSを返信／転送する
■ 返信する場合

a ホーム画面で［

］→［auサービス］→［SMS］

b 返信／転送するスレッドをタップ
c［テキストを追加］→本文を入力
d［

］

■ 転送する場合

a ホーム画面で［

］→［auサービス］→［SMS］

b 返信／転送するスレッドをタップ
c 転送するメッセージをタップ
オプションメニューが表示されます。

d［転送］
e 画面上部のボックスに相手の電話番号を入力
［ ］
→連絡先などから相手先電話番号を選択して宛先を入力すること
もできます。

f 本文を入力
g［

］

電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する
■ 本文中の電話番号を利用する場合

a スレッド内容表示画面を表示
b 本文中の電話番号をタップ
c［ダイヤル］
選択した電話番号に電話をかけます。

リトライ機能による配
信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電
源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配
信できなかった場合は、最大72時間、
相手先へ
SMSを繰り返し送信するリトライ機能により
SMSを配信します。

■ 本文中のEメールアドレスを利用する場合

通話を終了したときに
配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が
本製品で通話を終了したときに、SMSセンター
にお預かりしていたSMSをすべて配信します。

c［メールを送信する］

※ 国際SMSの場合、配信タイミングが異なる場合があります。

◎ 発信者番号通知をせずにSMSを送信することはできません。
◎ 絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他社の絵文字に変換されたり、受信
側で正しく表示されないことがあります。また、auの異なる携帯電話に送信し
た場合は、auの旧絵文字に変換される場合があります。
◎ SMSの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに送信したメッセージ
に［
］
が表示される場合があります。
国際SMSの詳細につきましては、
auホームページをご覧ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/

メール／インターネット

［ ］
→連絡先などから相手先電話番号を選択して宛先を入力すること
もできます。
• 海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」
と
「国番号」を
入力します。
［0］
［1］
［0］＋国番号＋相手先電話番号

e［

b ホーム画面で［

］
が表示され、メール

受信したSMSを含むスレッド内容表示画面が表示されます。

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ
（メール本文）を送信できます。

b［

SMSの受信が終了すると、
ステータスバーに［
受信音が鳴ります。

c 確認する相手先のスレッドをタップ

SMSを送信する

a ホーム画面で［

SMSを受信する
a SMSを受信

a スレッド内容表示画面を表示
b 本文中のEメールアドレスをタップ
d アプリケーションを選択してEメールを作成
■ 本文中のURLを利用する場合

a スレッド内容表示画面を表示
b 本文中のURLをタップ
c アプリケーションを選択してURLのページを表示
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SMSを保護／保護解除する

SMSを設定する

a スレッド内容表示画面を表示

a ホーム画面で［

b 保護／保護解除するメッセージをタップ

b［ ］→［設定］

c［メッセージをロック］／［メッセージのロック解除］
保護したメッセージには［

］が表示されます。

SMSの電話番号を連絡先に登録する
a スレッド内容表示画面を表示

SMS設定メニューが表示されます。

c 必要な項目を設定
通知
（受信した
メッセー
ジ）

b［ ］→［連絡先を保存］→［新しい連絡先を作成］
連絡先の登録画面が表示されます。
• 既存の連絡先に保存する場合は、
［既存の連絡先に保存］
→連絡先を
タップします。
• スレッド一覧画面で登録する相手先の［ ］→［連絡先に保存］と操作
しても連絡先の登録画面が表示されます。

c 各項目を入力→［保存］

］
→［auサービス］→
［SMS］

通知
（送信
済みメッ
セージ）

メール／インターネット

受信通知

新着SMSを受信したときに、ステー
タスバーに［ ］
を表示させるかどう
かを設定します。

通知音を鳴
らす

新着SMSを受信したときに、通知音
を鳴らすかどうかを設定します。

通知音

新着SMSを受信したときの通知音
を設定します。

マナー

新着SMSを受信したときのバイブ
レーションを設定します。

送信通知

SMSが送信されたときに、ステータ
スバーに［ ］を表示させるかどうか
を設定します。

エラー通知

SMS送信が失敗したときに、ステー
タスバーに通知を表示させるかどう
かを設定します。

通知音を鳴
らす

SMSを送信したときの通知音を鳴
らすかどうかを設定します。

通知音

SMSを送信したときの通知音を設
定します。

マナー

SMSを送信したときのバイブレー
ションを設定します。

SMSを検索する
a スレッド一覧画面→［

］
→［メッセージを検索］→キー

ワードを入力
半角と全角を区別して入力してください。
検索結果一覧画面が表示されます。

SMSを削除する

画面にメッ
セージを表
示

■ １件削除する場合

a ホーム画面で［

］→［auサービス］→［SMS］

b 削除するメッセージがあるスレッドをタップ
c 削除するメッセージをタップ
d［メッセージを削除］→［OK］
■ スレッドごと削除する場合

a ホーム画面で［

］→［auサービス］→［SMS］

b 削除するスレッドをロングタッチ

テキスト
受取確認通
メッセージ 知
（SMS）
全般

■ 複数のスレッドを削除する場合

a ホーム画面で［

］→［auサービス］→［SMS］

SMS作成画面で、画面上部のボック
スに相手の電話番号を入力する際、
送受信したSMSの電話番号を宛先
候補として表示させるかどうかを設
定します。

通話履歴を
表示

SMS作成画面で、画面上部のボック
スに相手の電話番号を入力する際、
通話履歴の電話番号を宛先候補とし
て表示させるかどうかを設定しま
す。

メッセージのプレビュー表示の行数
メッセージ
を設定します。
のプレ
［1行］
［2行］
［3行］
ビュー
古いメッ
セージを削
除

スレッドごとに保存できる上限件数
に達した場合、古いメッセージを消
去するかどうかを設定します。

d［削除］

テキスト
メッセージ
の制限件数

スレッドごとに保存できる上限件数
を設定します。

■ すべてのスレッドを削除する場合

パスワード

セキュアボックスを開くときのパス
ワードを設定／変更します。
パスワードを入力→同じパスワード
を再度入力→［OK］

c［ ］→［すべて選択］

ブロック
メッセージ
を保存

ブロックボックスへブロックした
メッセージを保存するかどうかを設
定します。

d［削除］

署名を使う

本文の末尾に署名を挿入するかどう
かを設定します。

署名

本文の末尾に挿入する文を設定しま
す。

b［ ］→［スレッドを削除］
c 削除するスレッドをタップ

a ホーム画面で［

］→［auサービス］→［SMS］

b［ ］→［スレッドを削除］
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SMSが相手に届いたときに、ステー
タスバーに［ ］
を表示させるかどう
かを設定します。

送信済み
メッセージ
の履歴を表
示

c［削除］→［OK］
• ロックされたメッセージがあるスレッドを削除する場合は、
［ロック
されたメッセージを削除］をタップしてチェックを付けます。

送信したSMSの状態をポップアッ
プ表示させるかどうかを設定しま
す。
［送信成功のみ］
［送信失敗のみ］
［送
信成功と失敗］
［なし］

全般

カラース
キーマ

メッセージの色と背景色を設定しま
す。

バックグラ
ウンド

メッセージの背景画像を設定しま
す。

既定に戻す

メッセージの色と背景色、背景画像
を初期設定に戻します。

スレッド表示の文字サイズを設定し
スレッド表
ます。
示の文字サ
［小］
［中］
［大］
［特大］
［極大］
イズ
※ 設定により選択できる項目は異なります。

memo
◎ 操作bの後、
［
ます。

］→［初期設定に戻す］と操作すると、初期値に戻すことができ

PCメール
普段パソコンなどで利用しているメールアカウントを本製品に設定
し、
パソコンと同じようにメールを送受信できます。

PCメールのアカウントを設定する
PCメールをご利用になるには、
あらかじめPCメールのアカウントを
設定する必要があります。
• アカウント情報については、サービスプロバイダまたはシステム管
理者にお問い合わせください。

a ホーム画面で［

］→［メール］

b メールプロバイダを選択→メールアドレスとパスワード
を入力→［次へ］
自動的にメールサーバーの設定が行われます。
［手動設定］
をタップした場合や、
［次へ］
をタップしても自動的に設定
できない場合は、
手動で設定します。

c アカウント名とあなたの名前を入力→［設定を完了］

◎「あなたの名前」は、メールを送信したときに相手の方に差出人として表示され
る名前です。
◎ メールプロバイダによっては、操作が異なる場合があります。

メール／インターネット

受信トレイが表示され、
設定したアカウントのメールが受信されます。

memo

別のPCメールアカウントを設定する
a ホーム画面で［

］→［メール］
→［ ］
→［アカウントを追

加］
詳しくは、
「PCメールのアカウントを設定する」
（P.51）をご参照く
ださい。

アカウントを削除する
a ホーム画面で［

］→［メール］
→画面左上のアカウント名

をタップ

b 削除するアカウントをタップ
c［ ］→［設定］→［アカウントの削除］→［OK］

PCメールを送る
a ホーム画面で［

］→［メール］

別のメールアカウントでメールを作成する場合は、
画面左上のアカウ
ント名をタップ→メールを作成するアカウントをタップします。

b［

］

c［To:］→宛先を入力
［ ］
をタップすると、連絡先からメールアドレスを選択できます。
CCまたはBCCを追加するには、
［ ］
→
［CC／BCCを表示］
をタップ
してCC欄とBCC欄に宛先を入力します。

d［件名］→件名を入力
e 本文入力欄をタップ→本文を入力
必要に応じて［

f［

］→添付するファイルを選択します。

］

memo
◎ メール作成中に［ ］→［保存］と操作すると、メールを送信せずに下書きとして
保存できます。
◎ 下書きとして保存したメールは、PCメール一覧画面で
［ ］→［フォルダ］→［下
書き］→下書きメールをタップすると表示できます。
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PCメールを受け取る
a ホーム画面で［

Gmail

］→［メール］

PCメール一覧画面が表示されます。
別のメールアカウントのPCメールを受信する場合は、
画面左上のアカ
ウント名をタップ→PCメールを受信するメールアカウントをタップ
します。

b 画面中央から下へスライド
画面左上の［離すと更新します］
が表示されるまでスライドします。

c 画面から指を離す
d 受信したPCメールをタップ
memo
◎ PCメール一覧画面以外を表示中にPCメールを受信すると、
ステータスバーに
［
］が表示されます。
メールを確認するには、ステータスバーを下方向にスライドする→PCメールの
情報をタップ→受信したPCメールをタップします。

PCメールに返信／転送する
メール／インターネット

a PCメール一覧画面で返信／転送するPCメールをタップ

Gmailは、Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmail
の送受信などができます。
• Gmailを利用するには、Googleアカウントが必要です。Googleアカ
ウントの設定方法については、
「Googleアカウントを設定する」
（P.20）をご参照ください。
• 利用方法の詳細については、Gmail画面で［
］→
［ヘルプとフィー
ドバック］と操作してGmailのヘルプをご確認ください。

メイントレイを表示する
a ホーム画面で［

］
→［Gmail］

• メイントレイが表示されない場合は［
］
を何回かタップします。
• 複数のメールアカウントを登録している場合は、画面左上の［
］
を
タップ→操作するアカウントをタップすると、
指定したアカウントの
メイントレイが表示されます。

Gmailを更新する
（新着メールを問い合わせ
る）

b［転送］／［全員へ返信］／［返信］

Gmailアカウントの同期をオフに設定している場合や、メールの受信
に失敗した場合はGmailを更新します。

c メールを作成して送信

a メイントレイで画面中央から下へスライド

詳しくは、
「PCメールを送る」
（P.51）
をご参照ください。

memo
◎ PCメール一覧画面で返信／転送するPCメールをロングタッチ→
［返信］／［全
員へ返信］／［転送］と操作しても、返信／転送できます。

PCメールを削除する

memo
◎ 更新すると、本製品のGmailとWebサイトのGmailを同期してメイントレイを
更新します。そのため、WebサイトのGmailで削除したメールが本製品の
Gmailから削除されるなど、新着メールの問い合わせ以外の動作も発生します。
◎ Gmailを自動で更新するには、ホーム画面で［
］
→［設定］→［アカウントと同
期］→［自動的に同期］をタップして
［ON］
にする→［Google］→Googleアカウ
ントをタップ→［Gmail］をタップしてチェックを付けます。

a PCメール一覧画面で削除するPCメールをロングタッチ
→［削除］
memo
◎ PCメール一覧画面で削除するPCメールをタップ→
［削除］と操作しても削除で
きます。
◎ 複数のメールを削除するには、PCメール一覧画面で削除するPCメールに
チェックを付ける→［削除］と操作します。

送信済みや下書き保存したGmailを確認する
a 画面左上の［

Gmailを送る
a Gmail画面で［

メールアカウントごとに受信設定を行う
a PCメール一覧画面で画面左上のアカウント名をタップ
→受信設定を行うメールアカウントをタップ

b［ ］→［設定］→［同期、送受信］→受信設定（同期設定）を行
う

］をタップ→確認するメールのラベル（種

類）をタップ

］

b［To］→宛先を入力
c［件名］→件名を入力
d［メールを作成します］→本文を入力
e［

］

memo
◎ メールの作成画面で［
］をタップすると、ファイルを添付できます。
◎ [To]の右側の
［
］をタップすると、Cc／Bccを追加できます。
◎ メールの作成画面で［ ］をタップすると、[下書きを保存]、[破棄]などのオプ
ションを選択できます。
◎ 送信したメールは、本製品からのメールでもパソコンからのメールとして扱わ
れます。受信する機器でパソコンからの受信を拒否する設定にしていると、メー
ルが届きません。

Gmailを受信する
a Gmailを受信
Gmailを受信すると、
ステータスバーに［
音が鳴ります。

］が表示され、メール受信

b ステータスバーを下方向にスライドする→Gmailの情報
をタップ
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Gmailに返信／転送する
a メイントレイで返信／転送するメールを含むスレッドを

メール受信時の動作を設定する
メールがメイントレイに届いたときの動作を設定します。

a 画面左上の［

タップ

b メール表示画面を上へスクロールする→［返信]／［全員に

b 必要な項目を設定

返信］
／［転送］
メールの作成画面が表示されます。

c 件名、本文を入力→［

メールの同期

スレッドを操作する

ラベル通知

着信音

新着メールをお知らせする着信音を設定
します。

バイブレーション

新着メールを受信したときに振動でお知
らせするかどうかを設定します。

新着メールごとに通
知する

新着メールごとに着信音やバイブレー
ションでお知らせするかどうかを設定し
ます。

インターネットに接続する

a メイントレイでスレッドをロングタッチ
スレッドが選択されます。

b 画面上部のアイコンで「アーカイブ」などのオプションを
選択
主なオプションは次の通りです。

スレッドをアーカイブして非表示にしま
す。
• 非表示にしたスレッドに新しいメール
が届くと、スレッドが再表示されます。

（削除）

スレッドを削除します。スレッドの中の
一部のメールだけを選択して削除するこ
とはできません。

（未読にする）／
（既読にする）

スレッドの未読／既読を切り替えます。

チェックを付けると、新着メールを受信
したときに画面上部のステータスバーに
［
］が表示されます。

本製品では、次のいずれかの方法でインターネットに接続できます。
• パケット通信（LTE NET、LTE NET for DATA）
（P.85
「パケット
通信」
）
「無線LAN（Wi-Fi®）機能を利用す
• 無線LAN
（Wi-Fi®）機能（P.85
る」
）

メール／インターネット

Gmailでは、返信ごとにメールをスレッドにまとめて表示します。新着
のメールが既存のメールへの返信メールであれば、それらは同じス
レッドにまとめられます。新規のメールや既存のメールの件名を変更
した場合は、新しいスレッドが作成されます。

（メニュー）

新着メールを受信したときに過去のメー
ルを同期するかどうかを設定します。

］

• 転送する場合は、
［To］
（宛先）も入力します。
• 元のメールを引用しながら返信するときは、
メールの作成画面で
［引
用返信］をタップします。
• 送信するメールの末尾に元のメールを挿入するときは、
［元のメッ
セージ］をタップしてチェックを付けます。

（アーカイブ）

］→
［設定］→アカウントをタップ→［受信

トレイの音とバイブレーション］

memo
◎ LTE NETまたはLTE NET for DATAに加入していない場合は、パケット通信
を利用することができません。

ブラウザを利用する
インターネットのWebページを閲覧できます。

ラベルを変更：スレッドのラベルを変更
します。
ミュート：スレッドをアーカイブして非
表示にします。非表示にしたスレッドに
新しいメールが届くと、スレッドが再表
示されます。ただし、ミュートした場合
は、自分のメールアドレスがTo／Cc欄に
入っていないメールが届いても非表示の
ままです。
迷惑メールを報告：スレッドを迷惑メー
ルとして報告します。

memo
◎ アーカイブ／ミュートして非表示にしたスレッドは、画面左上の［
］をタッ
プ→［すべてのメール］と操作すると表示できます。
メイントレイに再表示する場合は、スレッドをロングタッチ→［ ］→［受信トレ
イに移動］と操作します。
◎ 本製品ではラベルを作成できません。GmailのWebサイトで作成してくださ
い。
◎ スレッドを表示したときに白丸数字が表示されたときは、その件数分の既読
メールが省略されています。
白丸数字→表示された既読メールをタップすると、既読メールを表示できます。

Webページを表示する
a ホーム画面で［

］

■ URL表示欄を利用する
画面上部に表示されるURL表示欄にURLを入力してサイトを表示し
たり、キーワードを入力して検索できます。URL表示欄が表示されて
いない場合は、画面を下にスライドして表示します。

a Webページ表示中にURL表示欄をタップ→URL／キー
ワードを入力
入力した文字を含む検索候補などがURL表示欄の下に一覧表示されま
す。

b 一覧表示から項目を選択
memo
◎ URL表示欄にキーワードを入力した場合、
［検索エンジンの設定］で設定した検
索エンジンで検索します。
検索エンジンは、Webページ表示中に［ ］→［設定］→［高度な設定］→［検索エ
ンジンの設定］→検索エンジンをタップして設定します。

■ Webページの表示位置を移動する
上下左右、斜めにスライドすると、
ページの表示位置を移動できます。

■ Webページを拡大表示する
ダブルタップすると拡大表示できます。もう一度ダブルタップすると
元の表示に戻ります。
ピンチイン／ピンチアウトで拡大／縮小することもできます。
memo
◎ Webページによっては操作できない場合があります。
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ブックマーク／履歴を利用する

YouTubeを利用する

履歴の確認やブックマークの保存ができます。

■ ブックマークに登録する

a 登録するWebページ表示中に［ ］→［

］→［ブックマー

ク］

YouTubeは、Googleが提供する動画共有サービスです。
動画の視聴、
検索、アップロードなどができます。
• 動画をアップロードする場合など、一部の機能を利用するには
YouTubeアカウントが必要です。

a ホーム画面で［

b ブックマークの内容を確認→［完了］
■ ブックマークを利用する

a Webページ表示中に［ ］→［ブックマーク］
ブックマーク画面が表示されます。

b 利用するブックマークをタップ
memo
◎ ブックマーク画面で削除するブックマークをロングタッチ→［削除］→［OK］
と
操作すると、ブックマークを削除できます。

］
→［YouTube］

YouTube画面が表示されます。

b 再生する動画を選択
動画再生中に画面をタップすると、
一時停止／再生の切り替えができ
ます。

memo
◎ YouTubeアカウントを取得する場合は、YouTubeのサイトにアクセスしてく
ださい。
◎ YouTubeの詳細については、
YouTube画面で
［ ］→［ヘルプとフィードバッ
ク］と操作して確認してください。

天気を利用する

■ 履歴を確認する
メール／インターネット

a Webページ表示中に［ ］→［履歴］
履歴画面が表示されます。

現在地に加えて世界都市の天気予報も確認できます。

a ホーム画面で［

］
→［天気］

b 表示するWebページをタップ
memo
◎ 履歴画面で
［
できます。

］→［すべてを消去］→［OK］
と操作すると、すべての履歴を削除

ブラウザを設定する

確認したい都市をタップします。
さらに左右にフリックして、天気
予報を表示する期間を切り替えら
れます。

a Webページ表示中に［ ］→［設定］
b 必要な項目を設定
全般

ホームページを設定（P.54）したり、
Webフォームに自動入力するテキストを
設定します。

プライバシーとセ
キュリティ

Webページ閲覧時のキャッシュや履歴の
消去、フォームに入力したデータやパス
ワードの保存／消去、
位置情報アクセス
の許可／クリアなどを行います。

ユーザー補助

Webページの文字サイズや最小フォント
サイズ、
テキスト／ダブルタップの倍率
などを設定します。

■ 天気を表示する都市を並び替える

検索エンジンの設定（P.53）や
JavaScriptの有効／無効、ページコンテ
ンツに関する設定、リセットなどを設定
します。

b 並び替える都市の［

高度な設定

帯域幅の管理

検索結果やWebページをバックグラウン
ドで読み込むかどうかを設定したり、
Webページの画像を表示するかどうかを
設定します。

Labs

画面の左端または右端からスライドし
て、
クイックコントロールを表示するか
どうかを設定します。

HTC ブラウザにつ
いて

HTC ブラウザのバージョンやオープン
ソースライセンスなどの情報を確認でき
ます。

ホームページを設定する
新しいブラウザウィンドウを開いたときに表示されるホームページを
設定します。

a Webページ表示中に［ ］→［設定］→［全般］
b［ホームページを設定］→［その他］
表示中のWebページを設定するときは、
［現在のページ］
をタップしま
す。

c ホームページに設定するURLを入力→［OK］
54

■ 天気を表示する都市を追加する

a ホーム画面で［

］
→［天気］→
［

］

b 都市名を入力（例：札幌）→見つかった都市をタップ
a ホーム画面で［

］
→［天気］→
［

］→
［都市を編集］

］をドラッグ

c［完了］
■ 天気を表示する都市を削除する

a ホーム画面で［
b 削除する都市の［
c［削除］

］
→［天気］→
［
］をタップ

］→［都市を編集］

