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無線LAN（Wi-Fi®）機能

無線LAN（Wi-Fi®）機能について
家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用
して、インターネットサービスに接続できます。
Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するアクセ
スポイントの登録が必要になります。

大容量コンテンツを手軽に楽しめる

映像

外出先で

公衆無線LAN

本製品 無線LAN（Wi-Fi®）
親機

ご自宅で

音楽 電子書籍 WEBサイト

 ◎ ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセスポイン
ト（無線LAN（Wi-Fi®）親機）をご用意ください。
 ◎ 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイント設置
状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認くださ
い。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者と
の契約などが必要な場合があります。
 ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
 ◎ 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の
届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セ
キュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵
入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責
任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

無線LAN（Wi-Fi®）機能を利用する
無線LAN（Wi-Fi®）機能をONにする

1■待受画面でk→［設定］→［Wi-Fi］
Wi-Fi®設定画面が表示されます。

2■［Wi-Fiの設定］
Wi-Fi®がONに切り替わります。

 ◎ 待受画面で6（長押し）の操作でWi-Fi®のON／OFFを切り替えることも
できます。

Wi-Fi®ネットワークに接続する

1■待受画面でk→［設定］→［Wi-Fi］
Wi-Fi®が起動している場合、Wi-Fi®設定画面に接続可能なアクセスポイン
トが表示されます。

2■アクセスポイントを選択→k

3■パスワードを入力→［接続］
「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示でき
ます。

 ◎ アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もありま
す。
 ◎ お使いの環境によっては、通信速度が低下する場合やご利用になれない場
合があります。

アクセスポイントとの接続を切る

1■待受画面でk→［設定］→［Wi-Fi］

2■接続中のアクセスポイントを選択→k→［切断］

 ◎ アクセスポイントとの接続を切ると、再接続のときにパスワードの入力が
必要になる場合があります。

Wi-Fi®設定画面のサブメニューを利用する

1■待受画面でk→［設定］→［Wi-Fi］

2■u（サブメニュー）
3 ネットワークを

追加
手動でネットワークを追加します。

簡単設定 簡単設定でアクセスポイントに接続します。
スキャン 目的のアクセスポイントが表示されないときなどに、

再検索できます。
Wi-Fi Direct ▶P. 91「Wi-Fi Direct®を利用する」
詳細設定 ※ 下記以外にMACアドレスやIPアドレスが確認できま

す。
ネットワークの通知

Wi-Fi®のネットワークを検出したとき、ステータス
バーに通知するかどうかを設定します。

Wi-Fiのスリープ設定
接続を一時停止するタイミングを設定します。

スキャンを常に実行
Wi-Fi®機能がOFFの場合でも、Googleの位置情報
サービスや他のアプリケーションからネットワー
クのスキャンを行うかどうかを設定します。

Wi-Fi安定制御機能
安定したインターネット接続が可能なときのみ
Wi-Fi®を使用するかどうかを設定します。

証明書のインストール
Wi-Fi®の認証時に必要な証明書をインストールし
ます。

Wi-Fi安定制御機能について
 ◎ Wi-Fi安定制御機能が有効に設定されている場合、Wi-Fi®通信が不安定に
なったときは、Wi-Fi®通信のみに通信を制限する一部のアプリで一時的に
4G（LTE）／3Gデータ通信を行うことがあります。
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アクセスポイントを登録する
アクセスポイントを手動で登録する

1■待受画面でk→［設定］→［Wi-Fi］→u（サブメニュー）→［ネッ
トワークを追加］

2■ネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択→k

 ■ セキュリティを「なし」に設定した場合

3■［保存］
 ■ セキュリティを「WEP」「WPA／WPA2 PSK」に設定した場合

3■パスワードを入力→［保存］
「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示でき
ます。

 ■ セキュリティを「802.1x EAP」に設定した場合

3■必要な項目を設定／入力→［保存］
 ◎「詳細オプションを表示」を有効にすると、「プロキシ」「IP設定」を手動で設
定できます。
 ◎ 手動でアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめアクセスポイント
機器（無線LAN（Wi-Fi®）親機）のネットワークSSIDや認証方式などをご
確認ください。

アクセスポイントを自動で登録する

1■待受画面でk→［設定］→［Wi-Fi］→u（サブメニュー）→［簡単
設定］

2 WPSプッシュ
ボタン

WPSプッシュボタン方式で設定します。
 • アクセスポイントのWPSボタンを押してくださ
い。自動的にアクセスポイントを検出し登録が開始
されます。

WPS PIN入力 WPS PIN方式で設定します。
 • 画面に表示されるPINをアクセスポイントに入力し
てください。

 ◎ アクセスポイントを登録する場合は、アクセスポイント機器（無線LAN
（Wi-Fi®）親機）側の取扱説明書や設定をご確認ください。

Wi-Fi■Direct®を利用する
Wi-Fi Direct®を利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せず
に、他のWi-Fi Direct®規格対応機器と、簡単にWi-Fi®接続できます。

1■待受画面でk→［設定］→［Wi-Fi］→u（サブメニュー）→
［Wi-Fi■Direct］
検出したWi-Fi Direct®規格対応機器が表示されます。目的の機器が表示さ
れないときは、u（サブメニュー）→［デバイスの検索］で再検索をしてくだ
さい。
また、u（サブメニュー）→［デバイス名を変更］→k（編集）→デバイス名を
入力→k（完了）→o（確定）と操作すると、他のWi-Fi Direct®規格対応機
器から検索された場合に表示される名前を編集できます。

2■接続するWi-Fi■Direct®規格対応機器を選択→k

3■画面に従って操作

テザリング機能

テザリングについて
テザリングとは、一般に携帯電話などのモバイル機器をモデムとして使い、4G

（LTE）および3G回線などのパケット通信、無線LAN（Wi-Fi®）通信、
Bluetooth®通信を通じて無線LAN（Wi-Fi®）対応機器、USB対応機器、
Bluetooth®対応機器をインターネットに接続させることをいいます。

 ◎ テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。

USBテザリング機能を利用する
本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01（別売）で接続し、本製品を介して
パソコンをインターネットに接続できます。
 • あらかじめパソコンと本製品を接続しておいてください。パソコンとの接続
方法について詳しくは、「パソコンを使って充電する」（▶P. 23）をご参照くだ
さい。

1■n→［USBテザリング］
テザリングについての通知画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画
面に従って操作してください。

 ◎ Windows Vista／Windows 7／Windows 8以外のOSでの動作は、保
証していません。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する
本製品をモバイルWi-Fi®ルーターとして利用できるよう設定します。

1■n→［Wi-Fiテザリング］
テザリングについての通知画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画
面に従って操作してください。

 ◎ Wi-Fi®テザリング機能利用中は、Wi-Fi®接続でインターネットに接続でき
ません。
 ◎ Wi-Fi®テザリング機能利用中は、電池の消耗が激しくなります。充電しな
がらご利用になることをおすすめします。
 ◎ 待受画面でn（長押し）と操作して、Wi-Fi®テザリングのON／OFFを切
り替えることもできます。

■■Wi-Fi®テザリング機能の設定をする
無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器から本製品に接続するための設定を行います。

1■n→［Wi-Fiテザリングを設定］

2 ネットワーク
SSID

他の無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器から検索された
場合に表示される名前（ネットワークSSID）を編集で
きます。

セキュリティ セキュリティを設定します。
パスワード セキュリティのパスワードを設定します。
接続待ち時間 接続待ち時間を設定します。

3■［保存］
 ◎ セキュリティを「なし」に設定した場合、意図しない機器からの接続のおそ
れがありますので、ご注意ください。
 ◎「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示でき
ます。

Bluetooth®テザリング機能を利用する
本製品とパソコンなどをBluetooth®機能で接続し、本製品を介してインター
ネットに接続できます。

1■n→［Bluetoothテザリング］
テザリングについての通知画面が表示されます。内容をご確認のうえ、画
面に従って操作してください。
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赤外線通信

赤外線の利用について
本製品と赤外線通信機能を持つ相手側の機器との間でデータを送受信できま
す。
本製品と相手側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートが約20cm以内にまっす
ぐ向き合うようにしてください。

赤外線ポート

20cm以内

■■赤外線通信のバージョンについて
赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。
ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、データの種類に
よっては送受信できない場合があります。

お知らせ
 ◎ 相手側の機器やデータによっては、利用できなかったり、正しく転送され
なかったりすることがあります。
 ◎ 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているとき
は、傷付かないように柔らかい布で拭き取ってください。
 ◎ 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、こ
れらの影響によって正常に通信できないことがあります。
 ◎ データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線ポートを向き合わせたま
まにして、動かさないでください。
 ◎ 赤外線通信中に、ほかのアプリケーションが起動すると通信が終了しま
す。

赤外線ポートには目を向けない
 ◎ 赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けないでください。目に
影響を与えることがあります。
 ◎ データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
 ◎ 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機器では
再生できない場合があります。
 ◎ データ送信時は、電話帳とプロフィールはvCard形式、メモ帳はvNote形
式、ブックマークはvBookmark形式に変換されて送信されます。
 ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。ま
た、ファイル名が86文字以上のデータは正しく保存できない場合があり
ます。
 ◎ 電話帳登録時にアカウントを選択する画面が表示された場合は、内容をご
確認のうえ、画面に従って操作してください。
 ◎ 電話帳を全件受信して「削除して登録」を選択した場合、受信データの1件
目がプロフィールに上書き登録されます（自局電話番号は除く）。
 ◎ 受信したデータの登録先は、次の通りです。
 • vCard：プロフィール、電話帳
 • vNote：メモ帳
 • vBookmark：ブックマーク
 • その他のデータ：データフォルダ

赤外線でデータを送受信する
データを1件受信する

1■待受画面でk→［ツール］→［赤外線］

2■［1件受信］→［OK］
3■相手機器でデータ送信の操作を実行
4■本製品と相手機器の赤外線ポートを合わせる→［はい］／［OK］

受信完了後は画面に従って操作してください。

データを一括して受信する

1■待受画面でk→［ツール］→［赤外線］→［全件受信］

2■認証コードの入力→o（確定）
認証コードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の
数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。

3■相手機器でデータ送信の操作を実行
4■本製品と相手機器の赤外線ポートを合わせる→［OK］
5■ロックを解除
6■［追加登録］／［削除して登録］→［はい］

確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作し
てください。

データを1件ずつ送信する

1■待受画面でk→［ツール］→［赤外線］→［1件送信］

2■送信するデータを選択
送信するデータによっては操作が異なります。
画面に従って操作してください。

3■相手機器でデータ受信の操作を実行
4■本製品と相手機器の赤外線ポートを合わせる→［OK］→［はい］

データを選んで送信する
例：メモ帳の場合

1■待受画面でk→［ツール］→［メモ帳］

2■送信するメモを選択→k

3■u（サブメニュー）→［1件送信］→［赤外線送信］→［はい］→
［OK］

4■相手機器でデータ受信の操作を実行
5■［はい］→本製品と相手機器の赤外線ポートを合わせる
6■相手機器でデータ受信の操作を実行

 ◎ 待受画面で9（長押し）の操作で赤外線受信アプリを起動することもで
きます。

データを一括して送信する
例：電話帳の場合

1■待受画面でu→u（サブメニュー）→［送信］→［赤外線送信］→
［全件送信］

2■［送信する（画像なし）］／［送信する（画像付き）］
送信するデータに顔写真が登録されていない場合は「はい」を選択してく
ださい。

3■ロックを解除→アカウントを選択
4■相手機器でデータ受信の操作を実行
5■本製品と相手機器の赤外線ポートを合わせる→［OK］→［はい］
6■認証コードの入力→o（確定）

認証コードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の
数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。

92 データ通信



Bluetooth®機能

Bluetooth®機能の利用について
Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®デバイス
とワイヤレス接続できる技術です。

 ◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではあり
ません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できませ
ん。
 ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセ
キュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によっては
セキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う
際はご注意ください。
 ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきまして
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ◎ microUSBケーブル01（別売）などが接続されている場合は、Bluetooth®

機能を使用できないことがあります。

■■Bluetooth®機能使用時のご注意
良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
1. 本製品と他のBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してく

ださい。周囲の環境（壁、家具など）や建物の構造によっては、接続可能距離が
極端に短くなることがあります。

2. 他の機器（電気製品、AV機器、OA機器など）から2m以上離れて接続してく
ださい。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れて
ください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときに正常に接続
できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱
れたりすることがあります。

■■無線LAN（Wi-Fi®）との電波干渉について
Bluetooth®機能と無線LAN（Wi-Fi®）機能（IEEE802.11b/g/n）は同一周波
数帯（2.4GHz）を使用しています。そのため、本製品のBluetooth®機能と無線
LAN（Wi-Fi®）機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、雑
音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでくださ
い。
また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN（Wi-Fi®）
機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。この
ようなときは、次の対策を行ってください。
1. 本製品と無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器は、10m以上離してくださ

い。
2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器の電源

を切ってください。

Bluetooth®を利用する
Bluetooth®を起動する

1■待受画面でk→［設定］→［Bluetooth］
Bluetooth®画面が表示されます。

2■［Bluetooth］
Bluetooth®がONに切り替わります。

 ◎ 待受画面で4（長押し）の操作でBluetooth®のON／OFFを切り替える
こともできます。
 ◎ 本製品のBluetooth®機能を有効にすると、 がステータスバーに表示さ
れます。この表示を消したい場合は、ステータスパネルから項目を選択し
て「通知を表示」欄のチェックマークを外してください。

■■Bluetooth®画面のサブメニューを利用する
1■Bluetooth®画面でu（サブメニュー）

2 デバイスの検索 使用可能なデバイスを検索します。
端末の名前を変
更

他のBluetooth®機器から検索された場合に表示さ
れる名前を編集できます。

表示のタイムア
ウト

他のBluetooth®機器からの検索を受け付ける時間
を設定します。
 •「タイムアウトしない」に設定すると有効の状態の
ままになります。

常にハンズフ
リー通話

常にハンズフリー機器で通話するかどうかを設定し
ます。

受信済みファイ
ルを表示

受信履歴画面を表示します。

Bluetooth®機器と接続する
本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、Bluetooth®機器とペア設定を
行います。Bluetooth®機器との接続を解除しても、ペア設定は解除されませ
ん。

1■待受画面でk→［設定］→［Bluetooth］→u（サブメニュー）→
［デバイスの検索］
検出したBluetooth®機器一覧画面が表示されます。
Bluetooth®機器の種類に応じて、アイコンが表示されます。

2■接続するBluetooth®機器を選択→k

3■画面に従って操作し、Bluetooth®機器を認証
同じパスキーが表示されていることを確認する旨のメッセージが表示さ
れた場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されている
ことをご確認ください。
パスキー入力画面が表示された場合、本製品とBluetooth®機器で同じパ
スキー（1～16桁の数字）を入力します。ペア設定が完了すると
Bluetooth®機器に接続されます。

 ◎ オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができます。た
だし、通話中はオーディオ出力の音が自動的に流れなくなります。
 ◎ ペア設定をしたBluetooth®機器がHSP、HFP、A2DP、HID、HOGPのい
ずれのプロファイルにも対応していない場合、接続が行われません。
 ◎ Bluetooth®機器が検索拒否する設定になっている場合は検出されませ
ん。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参
照ください。
 ◎ パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けら
れています。
 ◎ 他のBluetooth®機器からの機器検索への応答を受け付けたい場合は、「端
末の名前を変更」で設定した名前を選択してください。「表示のタイムアウ
ト」で設定した時間が経過すると、自動的に応答を受け付けなくなります。

■■ペア設定したBluetooth®機器のメニューを利用する
1■Bluetooth®機器一覧画面→ペアリングされたデバイスを選
択→o（詳細設定）

2 ※ メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。

名前を変更 検出したBluetooth®機器の表示名を編集できます。
ペアを解除 Bluetooth®機器とペア設定を解除します。
電話の音声 通話をするときに、選択したBluetooth®機器を使用

するかどうかを設定します。
メディアの音声 音楽や動画を視聴するときに、選択したBluetooth®

機器を使用するかどうかを設定します。
入力デバイス HID機器を接続して入力するときに、選択した

Bluetooth®機器を使用するかどうかを設定します。
インターネット
アクセス

ネットワーク機器と接続するときに、選択した
Bluetooth®機器を使用するかどうかを設定します。
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Bluetooth®でデータを送受信する
Bluetooth®でデータを受信する

本製品でデータを受信するには、Bluetooth®を起動後、相手側（送信側）のデー
タ送信を待ちます。Bluetooth®の起動方法について詳しくは、「Bluetooth®を
起動する」（▶P. 93）をご参照ください。

1■送信側のBluetooth®機器からデータ送信
2■受信通知後、待受画面でw→ステータスバーにカーソルを合わ
せる→k

3■ファイル着信の通知を選択→k

4■［承諾］
5■受信完了後、ステータスバーにカーソルを合わせる→k

6■受信したファイルの通知を選択→k

7■受信したデータを選択→k
再生／表示／登録するアプリケーションが複数存在する場合は、データを
選択するとアプリケーションの選択画面が表示されます。画面に従って操
作してください。

 ◎ 他のアプリがBluetooth®通信を行っていると、データ受信ができない場
合があります。

Bluetooth®でデータを送信する
■■データを選んで送信する

例：電話帳（顔写真なし）を1件送信する場合

1■待受画面でu→連絡先を選択→k→u（サブメニュー）→［送
信］→［Bluetooth送信］

2■［はい］
3■送信先の機器を選択→k

■■データを一括して送信する
例：電話帳（顔写真なし）を複数送信する場合

1■待受画面でu→u（サブメニュー）→［送信］→［Bluetooth送
信］

 ■ 連絡先を選択して送信する場合

2■［選択送信］→連絡先を選択→o（送信）→［はい］

3■送信先の機器を選択→k

 ■ 連絡先をすべて送信する場合

2■［全件送信］→［はい］
3■ロックを解除→アカウントを選択
4■送信先の機器を選択→k

おサイフケータイ® （FeliCa）

おサイフケータイ®（FeliCa）について
おサイフケータイ®（FeliCa）とは

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携
帯電話でご利用いただけるサービスです。本製品をリーダー／ライター（店舗の
レジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置）にかざすだけ
で、電子マネー※でのショッピングなどにご利用いただけます。
おサイフケータイ®をご利用になるには、サービスによってはおサイフケータ
イ®対応アプリをダウンロードする必要があります。
おサイフケータイ®対応サービスのご利用にあたっては、au電話に搭載された
FeliCaチップへ、サービスのご利用に必要となるデータを書き込む場合があり
ます。
なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®対応サービス ご利用の注意」

（▶P. 113）を合わせてご参照ください。
※ 一部のおサイフケータイ対応サービスのみご利用いただけます。対応状況は各サー

ビス提供事業者様にお問い合わせください。

おサイフケータイ®（FeliCa）ご利用にあたって
 • 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータ
イ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせくだ
さい。

 • 紛失・盗難などに備え、おサイフケータイ®のロックをおすすめします。紛失・
盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねま
すのでご了承ください。

 • 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご留意のう
え管理をお願いいたします。

 • ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータ
イ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。お
サイフケータイ®をロックされている場合はロックを解除したうえで電源を
お切りください。

 • おサイフケータイ®対応アプリを削除するときは、各サービスの提供画面から
サービスを解除してから削除してください。

 • FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の
修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお
客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社がFeliCaチップ
内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消
去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねます
のであらかじめご了承ください。

 • FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いか
ねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、
各サービス提供会社にお問い合わせください。

 • おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービ
ス提供会社にご確認、お問い合わせください。

 • 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。

 • 対応機種によって、おサイフケータイ®対応サービスの一部がご利用いただけ
ない場合があります。詳しくは、各サービス提供会社にお問い合わせくださ
い。

 • 電話がかかってきた場合や、アラームの時刻になるとおサイフケータイ®対応
アプリからFeliCaチップへのデータの読み書きが中断され、読み書きがされ
ていない場合があります。

 • 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ®がご利用いただけない場合が
あります。

 • おサイフケータイ®対応アプリ起動中は、おサイフケータイ®によるリー
ダー／ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

 • 次の場合は、おサイフケータイ®の一部機能を利用できません。
 ･ 機内モード中
 ･ 充電中、またはmicroUSBケーブル01（別売）接続中、シャープ 
microUSB-3.5φ変換ケーブル01（SHX11QVA）（別売）などのケーブル
類を接続中で、一度も電波を受けていない場合
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リーダー／ライターとデータをやりとりする
@マークをリーダー／ライターにかざすだけで、FeliCaチップ内のデータの
やりとりができます。

マーク

 • @マークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意
ください。

 • @マークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてくださ
い。

 • @マークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、本
製品を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。

 • @マークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことが
あります。また、@マークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影
響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

 • @マークを強い力で押さないでください。通信に障害が発生するおそれがあ
ります。

 ◎ おサイフケータイ®対応のアプリを起動せずに、リーダー／ライターとの
データの読み書きができます。
 ◎ 本製品の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、おサイフケー
タイ®をロックしている場合は、ご利用いただけません。

他の携帯電話とデータをやりとりする
IC通信機能を搭載した携帯電話との間でデータを送受信できます。

マーク

 • 2台の携帯電話を平行にして@マークを重ね合わせ、送受信が終了するまで
動かさないようにしてください。

 • 送受信の操作や送受信されるデータについては、対応するアプリケーション
の動作に依存します。画面に従って操作してください。

 • @マークを重ね合わせても、送受信を失敗する場合があります。失敗した場
合は、送受信の操作を再度行ってください。

 • @マークをゆっくりと重ね合わせると送受信を失敗することがあります。

おサイフケータイ®（FeliCa）を利用する
おサイフケータイ®対応サービスを利用する

1■待受画面でk→［ツール］→［おサイフケータイ］→［サービスサ
イト一覧］
確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作し
てください。

2■サービスサイト一覧からサービスを選択→k
表示されたショートカット、またはサービス紹介サイトから、ご利用にな
りたいサービスを選択してください。
 • サービスによっては初期登録が必要です。画面に従って操作してくださ
い。

■■おサイフケータイ®をロックする
おサイフケータイ®をロックすると、おサイフケータイ®対応サービス、FeliCa
データ通信の利用を制限できます。

1■待受画面でk→［ツール］→［おサイフケータイ］

2■［おサイフケータイ■ロック］→k（次へ）→ロックを解除→k

（OK）
おサイフケータイ®がロックされ、サービス一覧が非表示になります。

 ◎ 待受画面で7（長押し）の操作でロック／解除を切り替えることもでき
ます。
 ◎「おサイフケータイ ロック」ご利用中に電源が切れると、ロックが解除で
きなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後
にロックを解除してください。
 ◎ おサイフケータイ®をロックするとステータスバーに が表示されます。

IC通信でデータを送受信する
IC通信機能を搭載した携帯電話との間でデータを送受信できます。
 • おサイフケータイ®をロックしている場合は、IC通信をご利用できません。
 • すべてのIC通信機能を搭載した携帯電話との通信を保証するものではありま
せん。

 • 送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証コードは、送
受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受
ける側で同じ番号を入力します。

■■データを送信する
各機能のメニューから、データをIC送信することができます。

例：電話帳（顔写真なし）を1件送信する場合

1■待受画面でu→u（サブメニュー）→［送信］→［IC送信］

2■［選択送信］
3■連絡先を選択→o（送信）→［はい］

4■本製品と相手機器の@を合わせる→［OK］

例：電話帳（顔写真なし）を複数送信する場合

1■待受画面でu→u（サブメニュー）→［送信］→［IC送信］

 ■ 連絡先を選択して送信する場合

2■［選択送信］→連絡先を選択→o（送信）→［はい］

3■本製品と相手機器の@を合わせる→［OK］

 ■ 連絡先をすべて送信する場合

2■［全件送信］→［はい］
3■ロックを解除→アカウントを選択
4■認証コードを入力→［OK］

認証コードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の
数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。

5■本製品と相手機器の@を合わせる→［OK］

■■データを受信する
1■送信側の端末と@マークを向かい合わせる

2■認証コードを入力→［OK］
送信側で認証コードが設定されていない場合は、認証コードの入力は不要
です。

3■受信完了後、待受画面でw→ステータスバーにカーソルを合わ
せる→k

4■受信したデータを選択→k
再生／表示／登録するアプリケーションが複数存在する場合は、データを
選択するとアプリケーションの選択画面が表示されます。画面に従って操
作してください。
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