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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、「設定ガイド」および「初期設定を行う」（u P .45）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。

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LTE/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。

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。

a ホーム画面■u■［Eメール］■■■

b ［切替］
表示モードが切り替わります。

《会話モード》 《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。
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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。

a

b

c
d

e

《スレッド一覧画面》

a すべて表示／お気に入り表示切替ボ
タン
すべてのスレッド一覧と、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
c （赤色）：新着Eメールあり

（青色）：未読Eメールあり
d （黄色）：お気に入り

（灰色）：お気に入り解除
e アクションバー

■■ ■スレッド内容表示画面の見かた

a

b

c

d

h

e

f

j

g

i

《スレッド内容表示画面》

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。

b 受信したEメール
c 続き表示ボタン

本文をすべて表示するときに使
用します。
閉じるときは「	 	」をタップし
ます。

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。

e フラグ付きEメール
f 保護されたEメール
g 詳細表示ボタン

Eメール詳細表示画面を表示しま
す。

h 送信したEメール
i ：送信予約Eメール

：自動再送信Eメール
j メール作成バー

l

m

o

n

k

《メール作成バー》

k 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。

l 絵文字ボタン
絵文字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
o 本文入力欄
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フォルダモードでの画面の見かた

■■フォルダ一覧画面の見かた
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。

《フォルダ一覧画面》

a
b

c

d

e

f

g

h

b
a 送信ボックス
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 フォルダ
e 未送信ボックス
f テンプレート
g フォルダ作成
h アクションバー

■■Eメール一覧画面の見かた

《受信メール一覧画面》

a

b

c

d

e

f

g

h

i

《送信メール一覧画面》

c

e

f

g

h

i

b

d

《未送信メール一覧画面》

e

c

b

k

j

f

i

《フォルダメール一覧画面》

c

b

e

i

g

l
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a ：未読のEメール
：本文を未受信のEメール
■：サーバにメールがなく本文を受信できないEメール

b 件名
c 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス

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 ：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

e 2行表示／本文プレビュー表示切替ボタン
f 添付データあり
g 保護されたEメール
h フラグ付きEメール
i アクションバー
j 送信に失敗したEメール／サーバに元のメール（受信メール）がなく
転送に失敗したEメール

k ：送信予約Eメール
：自動再送信Eメール

l 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。

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。

■■ Eメール詳細表示画面の見かた

《受信メール詳細表示画面》

a
b
c

d

e

f

g

h

j

i

《送信メール詳細表示画面》

a

c

e

f

k

j

a 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

※	宛先が複数ある場合は1件のみ表示されます。	 	をタップすると、
その他のEメールアドレスを表示できます。

b ：本文を未受信のEメール
■：サーバにメールがなく本文を受信できないEメール

c ：件名
d ：添付データ（本体メモリ保存）

：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（本体メモリ保存）
：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
※		添付データが複数ある場合は1件のみ表示されます。	 	をタップ

すると、その他の添付データを表示できます。
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e 本文
f 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。

g 添付データあり
h 保護されたEメール
i フラグ付きEメール
j アクションバー
k 送信メール

：返信のEメール
：転送のEメール

受信メール
：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

Eメールを送信する

a ホーム画面■u■［Eメール］

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
6へ進みます。

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 以下の項目をタップ

アドレス帳引用 連絡先のEメールアドレスを宛先に入力し
ます。

アドレス帳グループ引
用

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越えている場合は、
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スマートパスの「アプ
リを探す」からダウンロードしてくださ
い。
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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■
u■［選択］
•	［	 	］	u	［削除］	u	Eメールアドレス
にチェックを付ける	u	［削除］	u	［削除］
と操作すると、履歴を削除できます。

メール送信履歴引用

プロフィール引用 お客様のメールアドレス（@ezweb.ne.jp）
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■u■件名を入力
件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

g 本文入力欄をタップ■u■本文を入力
本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

h ［■ ■］■u■［送信］

■■フォルダモードでEメールを送信する場合

a フォルダ一覧画面■u■［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」（uP.95）の操作4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■u■件名を入力
件名は、全角50／半角100文字まで入力できます。

d 本文入力欄をタップ■u■本文を入力
本文は、全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。

e ［完了］■u■［送信］■u■［送信］

memo

•	 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）゙（濁点）゚（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（uP.118）。
•	 フォルダモードではメール作成画面で「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」（uP.118）をONにしておくと、メール
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
予約をすると、日時指定送信か、またはお客様の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。
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宛先を追加・削除する

■■宛先を追加する場合

a 宛先入力画面■u■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」（uP.95）の操作4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■u■入力済みのアドレスの［■ ■］をタップ

memo

•	 フォルダモードでは未入力のアドレス入力欄の［	 	］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。

送信予約をする

■■会話モードで送信予約する

a スレッド内容表示画面■u■本文入力欄をタップ■u■本文を
入力

b ［■ ■］■u■［送信予約］■u■［OK］

c 送信する日付を入力■u■［設定］

d 送信する時間を入力■u■［設定］
スレッド内容表示画面に「	 	」が付いた送信予定のEメールが表示
されます。

■■電波が届かない状態で送信予約する場合

b ［■ ■］■u■［送信予約］

c 以下の項目をタップ

圏内復帰時に送信 圏内復帰時に自動送信します。
［OK］

日時指定 日時指定して送信予約します。
［OK］■u■日付を入力■u■［設定］■u■時間
を入力■u■［設定］

スレッド内容表示画面に「	 	」が付いた送信予定のEメールが表示
されます。

■■フォルダモードで送信予約する

a フォルダモードの送信メール作成画面■u■本文入力欄を
タップ■u■本文を入力■u■[完了]

b ［送信予約］■u■［OK］

c 送信する日付を入力■u■［設定］

d 送信する時間を入力■u■［設定］
未送信ボックスに「	 	」が付いた送信予定のEメールが保存されます。

■■電波が届かない状態で送信予約する場合

b ［送信予約］

c 以下の項目をタップ

圏内復帰時に送信 圏内復帰時に自動送信します。
［OK］

日時指定 日時指定して送信予約します。
［OK］■u■日付を入力■u■［設定］■u■時間
を入力■u■［設定］
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memo

•	 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
日時を変更しようすると、いったん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。

Eメールにデータを添付する
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。

a スレッド内容表示画面■u■［■ ■］

b 以下の項目をタップ

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

c リサイズするサイズをタップ
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あとに、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。

絵文字を利用する
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■u■［■ ■］

b ［D絵文字］■／■［ピクチャ］■u■［■ ■］

c 以下の項目をタップ

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。
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■■本体ストレージやmicroSDメモリカードの絵文字を利用する場合

b ［microSD］■u■［ダウンロード］

c 以下の項目をタップ

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。

更新 本体ストレージやmicroSDメモリカード
に保存されているデコレーション絵文字を
検索し、表示します。

本文入力中にできること

a スレッド内容表示画面■u■本文入力欄をタップ■u■［■ ■］

b 以下の項目をタップ

検索 uP.104「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。

送信予約 uP.97「送信予約をする」
•	 会話モードのときのみ選択できます。

アドレス帳引用 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。

挿入 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（uP.117）。

装飾全解除 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 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。
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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デコ
レーション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（デコレーションメール）を送付できます。

a フォルダモードの送信メール作成画面■u■本文入力欄を
タップ■u■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■u■［選択開始］■u■［■ ■／■ ■］
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。
［	 	］	u［装飾全解除］	u	［解除］と操作すると、装飾を解除できま
す。

d 以下の項目をタップ

文字サイズ 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」

文字色 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」

e ［完了］■u■［送信］■u■［送信］

memo

•	 本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KBの文字を入力で
きます。

•	 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」（u P .98）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。

•	 Eメールの「サーバ転送」では、本文を装飾できません。
•	 会話モードでは、本文を装飾できません。
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■■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■u■本文入力欄をタップ■u■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［■ 	］■u■［設定］と操作すると、速デ
コの設定を変更できます。

■■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■u■［テンプレート］
テンプレート一覧画面が表示されます。
［■ 	］■u■［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■u■［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「通知に関する設定をする」
（u P .118）または「個別の通知に関する設定をする」（u P .119）
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。

•	 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。

《通知ポップアップ》

b ホーム画面■u■［Eメール］
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。

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メールの詳細表示をタップするとEメール詳細表示画面
が表示されます。



102

メ
ー
ル

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」(u P .116)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」(u P .116)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」（uP.104）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■u■［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■u■［表示］と操作してく
ださい。

memo

•	 添付データをタップ■u■［ストレージへ保存］■u■保存先を選択■u■
［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。

•	 デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大
150KBまで受信できます。

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■u■画像が添付されているEメール
の［詳細表示］をタップ
Eメール詳細表示画面が表示されます。

b 画像をロングタッチ

c ［画像保存］

d 保存する画像にチェックを付ける
「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。

e ［保存先選択］
保存先選択画面が表示されます。

f ［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。
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•	 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。サーバから画像を受信してか
ら操作してください（uP.102）。

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

a スレッド内容表示画面／Eメール詳細表示画面を表示

■■差出人／宛先／本文中のEメールアドレスを利用する場合

b 差出人／宛先／本文中のEメールアドレスをタップ

c 以下の項目をタップ

Eメール作成 選択したEメールアドレス宛のEメールを
作成します。

アドレス帳登録 選択したEメールアドレスを連絡先に登録
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。

振分け条件に追加※ 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］■u■［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。

uP.111「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。
uP.122「迷惑メールフィルターを設定
する」

※	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

b 件名をタップ■u■［コピー］

■■本文中の電話番号を利用する場合

b 本文中の電話番号をタップ

c 以下の項目をタップ

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。
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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

SMS作成 選択した電話番号を宛先としたSMSを作
成します。
uP.124「SMSを利用する」

アドレス帳登録 選択した電話番号を連絡先に登録します。

電話番号コピー 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

b 本文中のURLをタップ

c 以下の項目をタップ

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。

新着メールを問い合わせて受信する
「メール自動受信」(uP.116)のチェックを外した場合や、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■u■［Eメール］

b ［新着問合せ］
新着のEメールがあるかどうかを確認します。

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■u■［Eメール］

b ［■ 	］■u■［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。

http://www.001.kddi.com/lineup/001mobile/au.html
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•	 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■u■［Eメール］
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■u■［■ 	］

b 以下の項目をタップ

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。

検索 uP.104「Eメールを検索する」

削除 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■
u■［削除］■u■［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	u	［削
除］	u	［削除］と操作しても削除できま
す。

Eメール設定 uP.115「Eメールを設定する」

ヘルプ 「サービス概要」や「更新情報」を確認で
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■u■［■ 	］

b 以下の項目をタップ

検索 uP.104「Eメールを検索する」

Eメールを個別に操作する

a スレッド内容表示画面■u■操作するEメールをロングタッ
チ

b 以下の項目をタップ
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詳細表示 Eメール詳細表示画面を表示します。

本文転送 本文を転送する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。

画像保存 インライン画像を保存します。

文字コード 文字コードを変更します。

共有 本文データをBluetooth®、メール本文に
挿入などで送信したり、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。

a ホーム画面■u■［Eメール］■u■［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。

•	 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）。

■■受信メールを確認する場合

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

■■送信メールを確認する場合

b ［送信ボックス］またはフォルダを選択
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。
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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

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	u	［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	u	［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、いっ
たん送信予約は解除されます。

•	 送信予約メールをロッグタッチ	u	［送信予約解除］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
未送信メールをタップした場合、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

送信予約メールをタップした場合、送信予約メール詳細表示画面が表
示されます。送信予約メール詳細表示画面	u	［	 	］	u	［その他］	u	
［送信予約情報］／［送信予約解除］と操作すると、送信予約情報を
確認したり、送信予約を解除したりできます。
［送信予約情報］：送信予約日時を確認

［送信予約解除］：送信予約を解除

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、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、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
れたメール、送信予約メールは削除されません。

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■u■［■ 	］

b 以下の項目をタップ

検索 uP.104「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■u■
［移動］■u■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
（uP.111）。
•	「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。
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削除 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■u■
［削除］■u■［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。

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■u■［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■u■［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■u■
［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（uP.121）。

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。
uP.111「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■u■［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
設定

uP.115「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

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 以下の項目をタップ

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。

転送 本文転送 本文を転送する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。

サーバ転
送

サーバに保存されているEメールを本文の
最後に引用して転送します。
•	 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。

•	 サーバにある元のEメール（受信メール）
を転送するため、受信できなかった添
付データもすべて転送されます。

•	 デコレーションメールはサーバ転送で
きません。

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。

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。

送信失敗理由 送信に失敗したEメールの送信失敗理由を
表示します。

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（uP.111）。

拒否リスト登録 差出人の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。
uP.122「迷惑メールフィルターを設定
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	u	［	 	］

b 以下の項目をタップ

転送 本文転
送

本文を転送する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。

サーバ
転送

サーバに保存されているEメールを本文の最後に
引用して転送します。
•	 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。

•	 サーバにある元のEメール（受信メール）を転
送するため、受信できなかった添付データもす
べて転送されます。

•	 デコレーションメールはサーバ転送できませ
ん。

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
（uP.111）。

削除 Eメールを削除します。

本文選択 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■u■［選択開始］■u■［■

■］■／■［■ ■］で選択範囲を指定■u■［コピー］
•	 Eメール詳細表示画面で本文をロングタッチu
［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	u	［	 	］	／	［	 	］
をドラッグして選択範囲を指定u［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。

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。

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（uP.121）。
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その他 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」「UTF-8」「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。

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。

共有 本文データをBluetooth®やメール本文への挿入
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。

※	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■u■［	 	］

b 以下の項目をタップ

検索 uP.104「Eメールを検索する」

フォルダ編集 uP.111「フォルダを作成／編集する」

フォルダ削除 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■u■
［削除］■u■［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 uP.115「Eメールを設定する」

ヘルプ 「サービス概要」や「更新情報」を確認でき
ます。

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。

a フォルダ一覧画面■u■［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■u■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。

■■フォルダアイコンを変更する場合

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■u■カラーを選択■u■［OK］■u■［保存］
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■■フォルダ画像を設定する場合

c 画面左上のフォルダアイコンをタップ■u■［ギャラリーか
ら写真を選択］

d 画像を選択■u■切り抜き範囲を指定■u■［切り抜き］■u■
［OK］■u■［保存］

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。

a フォルダ一覧画面■u■［■ ■］■u■［フォルダ編集］■u■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。

■■振分け条件を追加する場合

b ［振分け条件追加］■u■［■ ■］

c 以下の項目をタップ

メールアドレス 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■u■［OK］■u■［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。

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■u■［OK］■u■［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。

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

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■u■［保存］
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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
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、通知LEDを設定できます。

a フォルダ一覧画面■u■［■ ■］■u■［フォルダ編集］■u■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。
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 以下の項目をタップ

着信音 OFF 着信音が鳴りません。

Eメールプ
リセット

Eメールアプリにプリセットされている着
信音を設定します。

着信音 アプリを利用して着信音を設定します。

通知音

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。

バイブレーション 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バイ
ブレーションを設定します。
［OFF］■／■パターンを選択■u■［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通知
LEDを設定します。
［OFF］■／■パターンを選択■u■［OK］
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着信音鳴動時間 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
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。

通知ポップアップ ロック画面上に新着Eメールをポップアッ
プ表示するかどうかを設定します。
uP.101「Eメールを受信する」

メール受信時の画面点
灯

Eメールを受信したときにスリープ解除し
画面を点灯するかを設定します。
uP.101「Eメールを受信する」

d ［OK］■u■［保存］

■■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」の「プライバシー設定」でフォルダロッ
ク解除パスワードを設定してください（uP.115）。

a フォルダ一覧画面■u■［■ ■］■u■［フォルダ編集］■u■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］にチェックを付ける■u■フォルダロッ
ク解除パスワードを入力■u■［OK］
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

a フォルダ一覧画面■u■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。
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Eメールを設定する

a ホーム画面■u■［Eメール］

b ［	 	］■u■［Eメール設定］
Eメール設定画面が表示されます。

c 以下の項目をタップ

受信・表示設定 uP.116「受信・表示に関する設定をす
る」

送信・作成設定 uP.117「送信・作成に関する設定をす
る」

通知設定 基本通知
設定

uP.118「通知に関する設定をする」

個別通知
設定

uP.119「個別の通知に関する設定をす
る」

添付ファ
イル保存
設定※

保存場所
の設定

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：

本体メモリに保存します。
ストレージに保存：

本体ストレージに保存します。

添付ファ
イル一括
移動

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：

本体メモリから本体ストレージに移動
します。

本体メモリへ一括移動：
本体ストレージから本体メモリに移動
します。

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■u■［OK］■u■同じパ
スワードを再度入力■u■［OK］■u■ひみつの
質問を選択■u■［OK］■u■ひみつの質問の回
答を入力■u■［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］	
u■回答を入力	u■［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■u■
［OK］■u■［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■u■［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。
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アドレス変更・その他
の設定

uP.120「アドレスの変更やその他の設
定をする」

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 uP.121「Eメールをバックアップ／復
元する」

Eメール情報 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	u■［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」
（uP.102）にてご確認ください。

受信・表示に関する設定をする

a Eメール設定画面■u■［受信・表示設定］

b 以下の項目をタップ

メール自動受信 サーバに届いたEメールを自動的に受信す
るかどうかを設定します。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メールがサーバに到着したことをお知
らせします。

メール受
信方法

全受信 差出人・件名と本文を受信します。

メール受
信方法

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：
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
します。
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
と本文を受信します。
個別アドレスリスト編集：
個別アドレスを登録します。

•	［■ ■］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。
※	「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［	 	］	u	［削除］
と操作します。

差出人・件
名受信※

差出人・件名のみを受信します。

添付自動受信 受信メールの添付データを自動的に受信
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、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。
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添付自動受信サイズ 自動受信する添付データの上限サイズを
設定します。
「100KB」「500KB」「1MB」「2MB」

アドレス帳登録名表示 連絡先に登録された名前を表示するかど
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」

テーマ設定 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
設定

背景画像
（縦画面）

背景画像を設定します。
［設定する］	u	画像を選択	u	［切り抜き］

背景画像
（横画面）

※	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、［	 	］	u	［その他］	u	［本文受信］	
u	［本文取得］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。

送信・作成に関する設定をする

a Eメール設定画面■u■［送信・作成設定］

b 以下の項目をタップ

返信先アドレス 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］■u■返信先のEメールアドレス
（半角64文字まで）を入力■u■［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］■u■差出人名称（全角12／
半角24文字まで）を入力■u■［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］■u■冒頭文（全角1,250／半
角2,500文字まで。装飾する場合は約
2.5KBまで）を入力■u■［完了］■u■［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［	 	］	u■［挿入］	u■［冒頭文］と操
作して挿入してください。
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署名 本文の末尾に挿入する文を設定します。
［設定する］■u■署名（全角1,250 ／半
角2,500文字まで。装飾する場合は約
2.5KBまで）を入力■u■［完了］■u■［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［	 	］	u■［挿入］	u■［署名］と操作
して挿入してください。

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。

通知に関する設定をする

a Eメール設定画面■u■［通知設定］■u■［基本通知設定］

b 以下の項目をタップ

着信音 OFF 着信音が鳴りません。

Eメールプ
リセット

Eメールアプリにプリセットされている着
信音を設定します。

着信音 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。通知音

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。

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

LED Eメール受信時の通知LEDを設定します。
［OFF］／パターンを選択■u■［OK］

着信音鳴動時間 Eメール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。

ステータスバー通知 Eメール受信時、ステータスバーに通知ア
イコンと共に差出人・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」

送信失敗通知 Eメール送信失敗時に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。
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通知ポップアップ ロック画面上に新着Eメールをポップアッ
プ表示するかどうかを設定します。
uP.101「Eメールを受信する」

メール受信時の画面点
灯

Eメールを受信したときにスリープ解除し
画面を点灯するかを設定します。
uP.101「Eメールを受信する」

電源キー押下による着
信音鳴動停止

着信音鳴動中に、電源キー押下による画
面点灯または消灯を契機に鳴動を停止す
るかどうかを設定します。

個別の通知に関する設定をする

a Eメール設定画面	u	［通知設定］■u	［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
送信履歴引用］	u	設定するアドレスを選択	u	［選択］

d 以下の項目をタップ

着信音 OFF 着信音が鳴りません。

Eメールプ
リセット

Eメールアプリにプリセットされている着
信音を設定します。

着信音 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。通知音

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。

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

LED Eメール受信時の通知LEDを設定します。
［OFF］／パターンを選択■u■［OK］

着信音鳴動時間 Eメール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。

通知ポップアップ ロック画面上に新着Eメールをポップアッ
プ表示するかどうかを設定します。
uP.101「Eメールを受信する」

メール受信時の画面点
灯

Eメール受信時にスリープ解除し画面を点
灯させするかどうかを設定します。
uP.101「Eメールを受信する」
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アドレスの変更やその他の設定をする

a Eメール設定画面■u■［アドレス変更・その他の設定］■u■
［接続する］

b 以下の項目をタップ

Eメールアドレスの変
更

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■u■暗証番号を
入力■u■［送信］

2.［承諾する］
3.Eメールアドレス入力欄をタップ■u■E
メールアドレスの「@」の左側の部分（変
更可能部分）を入力■u■［送信］■u■［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 オススメの設定はこちら
uP.122「迷惑メールフィルターを設定
する」

自動転送先 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■u■暗証番号を
入力■u■［送信］

2.入力欄をタップ■u■Eメールアドレスを
入力■u■［送信］■u■［終了］

•	 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。
※	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。

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。
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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/external_
SD/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
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。

a Eメール設定画面■u■［バックアップ・復元］

b ［バックアップ］■u■［OK］

c バックアップするフォルダにチェックを付ける■u■［OK］
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。

バックアップデータを復元する
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ているバックアップデータを復元できます。

a Eメール設定画面■u■［バックアップ・復元］

b ［メールを復元］

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］■u■［OK］

d 復元するバックアップデータにチェックを付ける	u■
［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］■u■［OK］
「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。

•	 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
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。

•	 バックアップデータを復元する際に「上書き保存」を選択した場合
は、選択したメール種別に応じて、受信ボックス／送信ボックス／
未送信ボックスに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Eメールを復元します。

•	 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したり、
復元したEメールをサーバ転送することはできません。
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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。

a Eメール設定画面■u■［アドレス変更・その他の設定］■u■
［接続する］

■■おすすめの設定にする場合

b ［オススメの設定はこちら］■u■［登録］
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

b ［迷惑メールフィルター］■u■暗証番号入力欄をタップ■u■
暗証番号を入力■u■［送信］

c 以下の項目をタップ

オススメ
一括設定

1.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。

2.携帯
メールの
み受信

パソコンからのメール・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て、携帯電話・
PHSからのメールを受信する条件に設定
します。

詳細設定 個別設定 一括指定受信：
インターネット、携帯電話からのメール
を一括で受信／拒否します。
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）（中）（低）
の3つの設定があります。
※	指定受信リスト設定（なりすまし・

転送メール許可）により「なりすま
し規制」を回避して、自動転送メー
ルを受信することもできます。

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：
メールサーバーで受信したメールの添付
ファイルがウィルスに感染されている場
合に、受信規制を行います。
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Eメー
ルに対して、受信エラー（宛先不明）メー
ルを返信するか設定することができます。
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詳細設定 指定受信
リスト設
定

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を優
先受信します。
•	 指定受信リストに登録したアドレス以
外のEメールをブロックする場合は、
「一括指定受信」ですべてのチェックを
OFF（受信拒否）にしてください。
※	「指定受信リスト設定（なりすまし・

転送メール許可）」により「なりす
まし規制」を回避して、自動転送メー
ルを受信します。なお、本受信リス
トにezweb.ne.jpやその一部を登録
すると、すべてのメールを受信する
ためご注意ください。

指定拒否
リスト設
定

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。

アドレス
帳受信設
定

Friends	Noteもしくはau連絡先に保存
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。

設定確認／解除 迷惑メールフィルター設定状態の確認と、
設定の解除ができます。

PC設定用ワンタイム
パスワード発行

パソコンからメールフィルターを設定す
る場合のパスワードを発行します。
uP.122「迷惑メールフィルターを設定
する」

設定にあたって 迷惑メールフィルターの設定を行う際の
説明を表示します。

※	最新の設定機能は、auホームページ（http://www.au.kddi.com/）
u	［迷惑メールでお困りの方へ］	u	［迷惑Eメール防止方法］	u	［迷惑
メールフィルター機能］でご確認ください。

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。

•	 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。	
指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）>なりすま
し規制>指定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>アドレス帳受
信設定>HTMLメール規制>URLリンク規制>一括指定受信>迷惑
メールおまかせ規制>ウィルスメール規制

•	「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メール許可）」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
指定受信リスト（なりすまし・転送メール許可）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
規制」を設定している場合でも受信できます。

http://www.au.kddi.com/
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•	「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「指定受信リスト設定（なりすまし・転送メー
ル許可）」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「PCからの迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、PC
設定用ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。
PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の
「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。
PC設定用ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパ
ソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。
15分を過ぎるとPC設定用ワンタイムパスワードは無効となりま
す。

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。

SMSを送信する
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。

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［基本機能］■u■［■ ■］■■■
相手先別のスレッド一覧画面が表示されます。

b ［■ ■］
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4へ進みます。

c ［宛先を入力］■u■相手先電話番号を入力
［	 	］	u	［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「国コー
ド」を入力します。
「0」「1」「0」＋国コード＋相手先電話番号
※	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「国コード」を入力してください。

d ［メッセージを入力］■u■本文を入力
本文は、全角70／半角160文字まで入力できます。
•	「	 	」をタップすると絵文字を入力できます。

e ［送信］
送信したメッセージをロングタッチ	u	［送達確認結果］と操作すると
送信結果を確認できます。
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memo

•	 メッセージ作成し、送信する前に［	 	］をタップすると、スレッ
ド一覧画面に「下書き」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

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。

お預かり可能
件数

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。

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。

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。

※	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/

SMSを受信する

a SMSを受信
SMSの受信が終了すると、ステータスバーに「	 	」が表示され、メー
ル受信音が鳴ります。

b ホーム画面■u■［アプリ］■u■［基本機能］■u■［■ ■］
未読のSMSがあるスレッドには「	 	」が表示されます。

c 確認する相手先のスレッドをタップ
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。

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「	 	」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。

http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/
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SMSを返信／転送する

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［基本機能］■u■［■ ■］

b 返信／転送するスレッドをタップ

■■返信する場合

c ［メッセージを入力］■u■本文を入力

d ［送信］

■■転送する場合

c 転送するメッセージをロングタッチ
オプションメニューが表示されます。

d ［転送］

e ［宛先を入力］■u■相手先電話番号を入力
［	 	］	u	［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 ［送信］

電話番号／Eメールアドレス／URLを利用する

a スレッド内容表示画面を表示

■■本文中の電話番号を利用する場合

b 本文中の電話番号をタップ

c 以下の項目をタップ

電話 選択した電話番号に電話をかけます。

SMS 選択した電話番号にSMSを送ります。

■■本文中のEメールアドレスを利用する場合

b 本文中のEメールアドレスをタップ

c 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

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

memo

•	 本文中に電話番号やURLを含むSMSを受信するには、SMS安心ブ
ロック機能を解除する必要があります（uP.129「SMS安心ブロッ
ク機能を設定する」）。
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SMSを保護／保護解除する

a スレッド内容表示画面を表示

b 保護／保護解除するメッセージをロングタッチ

c ［保護］／［保護解除］
保護したメッセージには「	 	」が表示されます。

SMSの電話番号をアドレス帳に登録する

a スレッド内容表示画面を表示

b ［■ ■］■u■［アドレス帳への登録］
連絡先の登録画面が表示されます（u P .83「他の機能から連絡先
に登録する」）。
•	 スレッド一覧画面で登録する相手先の［	 	］→［はい］と操作し
ても連絡先の登録画面が表示されます。

SMSを検索する

a スレッド一覧画面■u■［■ ■］■u■［メッセージの検索］■u■
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。

b ［■ ■］

c 検索結果一覧画面が表示されます。

SMSを削除する

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［基本機能］■u■［■ ■］

■■１件削除する場合

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ロングタッチ

d ［削除］■u■［削除］

■■スレッドごと削除する場合

b 削除するスレッドをタップ

c ［■ ■］■u■［メッセージの全件削除］■u■［削除］

■■複数のスレッドを削除する場合

b 削除するスレッドをロングタッチ

c 続けて削除するスレッドをタップ

d ［■ ■］■u■［削除］

■■すべてのスレッドを削除する場合

b ［■ ■］■u■［全てのスレッドを削除］■u■［削除］
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SMSを設定する

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［基本機能］■u■［■ ■］

b ［■ ■］■u［設定］
SMS設定メニューが表示されます。

c 以下の項目をタップ

通知設定 SMS受信時、ステータスバーに通知アイコン
を表示するかどうかを設定します。チェックを
外してオフに設定すると、SMSを受信しても
通知アイコンは表示されません。

着信音 SMS受信時の着信音を設定します。
［OFF］／［プリセットから選択］／［SDカー
ドから選択］	u	着信音を選択	u［OK］

バイブレーション SMS受信時のバイブレーションを設定します。
［OFF］／パターンを選択	u	［OK］

LED SMS受信時に通知LEDを点滅するかどうかを
設定します。

文字サイズ 本文の文字サイズを設定します。
「特大」「大」「中」「小」「極小」

署名 SMSの新規作成時に、本文にあらかじめ署名
を挿入するかどうかを設定します。

署名編集 挿入する署名の内容を設定します。

受信フィルター uP.128「受信フィルターを設定する」

送達確認 SMSが相手に届いた際、送信したメッセージ
に「	 	」を表示させるかどうかを設定します。

テーマカラー SMSアプリのテーマカラーを設定します。カ
ラーを選択	u	［OK］

memo

•	 SMS設定画面で［	 	］	u	［初期値に戻す］と操作すると、初期値
に戻すことができます。

受信フィルターを設定する

a SMS設定メニュー■u■［受信フィルター］

b 以下の項目をタップ

指定番号 指定した番号からのSMSを受信した場合、受
信拒否するかどうかを設定します。

指定番号リスト 指定番号リストが表示されます。
入力欄をタップ	u	登録する電話番号を入力	u	
［追加］
•	「	 	」をタップすると、連絡先から、電話
番号を登録できます。

•	 スレッド内容表示画面で［	 	］	u	［受信
フィルター登録］	u	［追加］と操作しても登
録することができます。

•	 登録した電話番号を削除するには、［削除］	
u	削除する番号にチェックを付ける	u	［削
除］	u	［はい］と操作します。

•	 電話番号は、最大10件まで登録できます。

アドレス帳登録外 連絡先に登録されていない電話番号からの
SMSを受信拒否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、連絡先に
登録されていない電話番号からのSMSを受信
しないようになります。
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SMS安心ブロック機能を設定する
SMS安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むSMSを
受信拒否する機能です。

memo

•	 SMS安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となってい
ます。

•	 ブロック対象のSMSは、通常のSMS（ぷりペイド送信含む）です。
着信お知らせサービス、お留守番サービスEX（伝言お知らせ）、待
ちうた情報お知らせサービスは対象外です。（お留守番サービスEX
は有料オプションサービスです。）

■■ SMS安心ブロック機能の設定方法
SMS安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にSMSを送信
することで行います。

設定を解除する 本文に「解除」と入力して、09044440010
にSMSを送信する。

設定を有効にする 本文に「有効」と入力して、09044440011
にSMSを送信する。

設定を確認する 本文に「確認」と入力して、09044440012
にSMSを送信する。

※	設定時のSMS送信は無料です。
※	設定完了の案内SMSは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■■ SMS安心ブロック機能で受信拒否された場合
送信したSMSがSMS安心ブロック機能により受信拒否された場
合は、送信したメッセージに「	 	」が表示され送信されません。

PCメールを利用する
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。

PCメールのアカウントを設定する
•	 設定を手動で入力する必要がある場合は、サービスプロバイダまたはシ
ステム管理者に、正しいPCメールアカウント設定を問い合わせてくだ
さい。

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［基本機能］■u■［■ ■］■■■

b メールプロバイダーを選択

c PCメールのメールアドレスとパスワードを入力■u■［次
へ］

d 設定を完了できない場合は［手動セットアップ］をタッ
プし、手動でアカウントの設定を行う

e アカウント名を入力■u■［完了］
設定したアカウントのメールが読み込まれ、受信トレイ画面が表示さ
れます。

memo

•	 複数のPCメールアカウントが登録されていて受信トレイに表示さ
れているアカウントを切り替える場合は、受信トレイ画面の［受信
トレイ］	u	表示したいアカウントをタップします。

•	 複数のPCメールアカウントが登録されていて受信トレイにすべて
のアカウントのメールを表示する場合は、受信トレイ画面の［受信
トレイ］	u	［統合受信トレイ］をタップします。
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別のPCメールアカウントを設定する
複数のPCメールアカウントを設定できます。

a 受信トレイ画面■u■［■ ■］■u■［設定］■u■［アカウントを
追加］

b メールプロバイダーを選択

c PCメールのメールアドレスとパスワードを入力■u■［次へ］

d 設定を完了できない場合は［手動セットアップ］をタッ
プし、手動でアカウントの設定を行う

e アカウント名を入力■u■［完了］
追加したアカウントのメールが読み込まれ、受信トレイ画面が表示さ
れます。

PCメールのアカウントを削除する

a 受信トレイ画面■u■［■ ■］■u■［設定］■u■［■ ■］■u■［ア
カウントを削除］

b 削除するアカウントを選択

c ［削除］■u■［はい］

PCメールを送信する

a 受信トレイ画面■u■［■ ■］
デフォルトアカウント以外のアカウントからメールを送信する場合
は、受信トレイ画面の［受信トレイ］をタップ	u	メールを作成する
アカウントをタップと操作します。

b ［To:］■u■宛先のメールアドレスを入力
［	 	］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。

c ［件名］■u■件名を入力

d 本文入力欄をタップ■u■本文を入力
添付ファイルを追加する場合は［	 	］をタップします。

e ［■ ■］

memo

•	 メール作成中に他の画面に移ると、自動的に下書きとして保存しま
す。

■■ PCメール作成画面のメニューを利用する

a PCメール作成画面■u■［■ ■］

b 以下の項目をタップ

Cc/Bccを追加 「Cc」と「Bcc」の入力欄を追加します。

Cc/Bccの削除 「Cc」と「Bcc」の入力欄を削除します。

挿入 「イメージ」、「写真を撮影」、「連絡先」、「場所」、
「スケジュール」、「メモ」から選択して、メー
ルに挿入します。

下書きを保存 作成中のメールを下書き保存します。下書き保
存したメールを編集する場合は、受信トレイ画
面	u	［受信トレイ］	u	［下書き］	u	下書き保存
したメールの一覧がら編集するメールをタッ
プします。

保存しない 作成中のメールを保存せずに破棄して、前の画
面に戻ります。

セキュリティ PCメールのセキュリティに関して設定します。

トラッキング設定 「開封確認要求」と「配信確認の要求」を設定
します。
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PCメールを受信する

a 受信トレイ画面■u■［受信トレイ］

b 確認するPCメールアカウントをタップ
受信トレイが更新されて表示されます。

■■添付ファイルを保存する

a 受信トレイ画面■u■ファイルが添付されているメールを
タップ

b ［■ ■］
添付ファイルが内部ストレージに保存されます。

PCメールを削除する

a 受信トレイ画面■u■削除するメールをロングタップ

b ［削除］

■■PCメールを複数選択して削除する

a 受信トレイ画面■u■削除するメールのチェックボックス
をタップして選択

b ［削除］

Gmailを利用する
Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品から
Gmailの確認･送信などができます。
•	 Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、（uP.45
「Googleアカウントをセットアップする」）をご参照ください。
•	 Gmailの連絡先は、本製品の連絡先と同期することができます。
•	 利用方法などの詳細については、Googleのホームページ、または受信
トレイ画面	u	［	 	］	u	［ヘルプ］でGoogleのヘルプをご参照くださ
い。

•	 サービスの内容は、予告なく変更される場合があります。

Gmailを起動する

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［Gmail］■
Gmailの受信トレイ画面が表示されます。

a 未読メール数
b メール

既読メッセージの背景色はグレーに
なります。

c 検索
d 新規作成
e 送受信メールの数

該当メールのスレッドでやり取りさ
れたメールの数が表示されます。

f 添付ファイルアイコン
ファイルが添付されているメールに
表示されます。

b

a
c

d

e

f

g
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g スターアイコン
タップするとスター付きを設定／解除できます。スター付きを設定す
ると、受信トレイ画面	u	［メイン］	u	［スター付き］で設定したメー
ルのみを表示することができます。

Gmailのアカウントを切り替える

a 受信トレイ画面■u■［メイン］

b アカウントを選択

Gmailを更新する
本製品の「Gmail」アプリケーションとサーバのGmailを同期して、
新着メールを受信できます。

a 受信トレイ画面■u■[	 	]■u■［更新］

Gmailを送信する

a 受信トレイ画面■u■［■ ■］

b 宛先入力欄を選択■u■宛先を入力
Cc、Bccを追加する場合は、［	 	］	u	［Cc/Bccを追加］をタップ
します。

c 件名入力欄を選択■u■件名を入力

d 本文入力欄を選択■u■本文を入力
画像を添付する場合は、［	 	］	u	［画像を添付］	u	画像を選択しま
す。

e ［■ ■］

送信済みGmailを表示する

a 受信トレイ画面■u■［メイン］■u■［送信済みメール］

Gmailを受信する

a Gmailを受信すると
Gmailを受信すると、ステータスバーに［	 	］が表示され、メール
受信音が鳴ります。

b ステータスバーを下にスライド

c メールの情報を選択
受信メール内容表示画面が表示されます。

スレッドを操作する

a 受信トレイで操作するスレッドをロングタッチ

b 必要な項目を選択
•	［	 	］を選択すると、スレッドをアーカイブ（保管）します。アー
カイブされたスレッドは受信トレイに表示されません。

•	［	 	］	u	［ミュート］を選択すると、スレッドを非表示にします。
•	［	 	］	u	［迷惑メールを報告］を選択すると、スレッドをスパムと
して報告します。
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•	「	 	」をタップすると、スレッドごと削除されます。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。

•	 アーカイブまたはミュートにして受信トレイに表示されなくなった
スレッドは、［メイン］	u	［すべてのメール］をタップすると表示で
きます。アーカイブまたはミュートしたスレッドを受信トレイに戻
すには、［すべてのメール］でスレッドをタップ	u	［	 	］	u	［受信
トレイに移動］をタップします。

•	 本製品ではラベルを作成できません。Gmai lのウェブサイトで作成
してください。

•	 操作したいメールのスレッドをロングタッチしていけば複数のス
レッドを選択して操作できます。

Gmailを検索する
メールアドレスやタイトルなどを入力し、本製品内やサーバ上の
Gmailアカウント内のメールを検索できます。

a 受信トレイ画面■u■［■ ■］

b 検索する文字列を入力■u■［■ ■］

Gmailを返信／転送する

a 受信メール内容表示画面■u■［■ ■］■／■［■ ■］■u■［全員に返
信］■／■［転送］

新着Gmail通知を設定する
メールを受信したときに、通知アイコンの表示や着信音、バイブレー
タでお知らせするように設定できます。

a 受信トレイ画面■u■［■ ■］■u■［設定］■u■設定を変更する
アカウントをタップ■u■［ラベルの管理］■u■［受信トレイ］

b 以下の項目をタップ

メールの同期 サーバーとの同期の設定を行います。

ラベル通知 チェックを付けると「着信音」「バイブレー
ション」「新着メールごとに通知する」の
設定ができます。

着信音 メール受信時の音を設定します。

バイブレーション メール受信時のバイブレータの動作を設定
します。

新着メールごとに通知
する

新着メッセージの通知を音/バイブレー
ションで知らせることができます。

署名を設定する
送信時の署名を設定できます。

a 受信トレイ画面■u■［■ ■］■u■［設定］■u■設定を変更する
アカウントをタップ■u■［署名］

b 署名を入力■u■［OK］
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