EZ アプリ（ BREW ® ）

EZアプリ（BREW®）について
EZアプリ（BREW ®）は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。
表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリの保存領域は、データフォルダ（本体）とは別に最大26MBまで用意されています。
●本書では「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
●BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあ
ります。その場合は画面表示に従ってください。
●EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1：00を過ぎるまでEZアプリによる通
信を行うことができません。

EZアプリメニューを表示する

■ 待受画面を表示jA（アプリ）
EZアプリメニューが表示され、画面に が表示されます。
EZサービスメニューを表示jsで （EZアプリ）にカーソル移動j［EZアプリフォルダ］
を選択してもEZアプリメニューを表示できます。

Ｅ Ｚ ア プ リ︵
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EZアプリ
メニュー

●EZアプリメニュー表示中にe
（切替）を押すと、EZアプリメニューの表示方法を［アイコン表示大］
［ア
/
［一覧表示］
［縦アイコン表示］
から選択できます。●EZアプリメニューでcを押すと、終了して待
イコン表示小］
/
/
受画面に戻ります。●お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリ
。ご利用前に、
利用許諾契約をお読みください。●画面は表示例
があらかじめインストールされています（262ページ）
ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリを探そう！を利用する
「EZアプリを探そう！」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロード
するためのメニューです。
「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索し
てダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあ
ります。
なお、
EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動する

ǭ EZアプリメニューを表示jq（ 探そう）
Ǯ 検索方法から1つ選択jダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が
表示jp（はい）
タイトルで探す！

ジャンルで探す！

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード
ʌjでキーワード入力欄にカーソル移動jp（入力）jキーワードを入力
［を含む］
［と一致する］
から1つ選択j［検索］
/
/
j［で始まる］
ʍEZアプリから1つ選択jp（はい）jEZパスワードを入力j
［OK］
jダウンロード
ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード
ʌジャンルから1つ選択j EZアプリから1つ選択j p（はい）
j EZパスワードを入力
j［OK］jダウンロード

●EZアプリは
「EZアプリを探そう！」と「オープンアプリプレイヤー」のほかに最大126件（26MB）まで
ダウンロードできます
（サービスダウンロードアプリ含む）
。 ● 接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリ
の種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。 ● 接続アニメーションの表示中でも、
EZアプリ
サーバと接続せずW52S内のメモリ（キャッシュ）に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
●EZパスワード、
プレミアムEZパスワードについては、
「各種暗証番号」
（9ページ）をご参照ください。●ダウンロー
ドしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないと
きは、
EZアプリを削除してください（261ページ）。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサー
「EZアプリを探そう！」と
「オープンアプリプレイヤー」は削除できま
ビスを解除する必要がある場合があります。●
せん。

EZアプリを起動する

W52Sには、あらかじめ15件のEZアプリ（サービスダウンロードアプリ）が用意されています。
●サービスダウンロードアプリについては、
「サービスダウンロードアプリについて」
（262ページ）をご参照ください。

EZアプリが起動し、画面に

が表示されます。

一発起動に設定したEZアプリを起動するには
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■ EZアプリメニューを表示jEZアプリから1つ選択jp（起動）
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EZアプリメニューから起動する

待受画面を表示jA（アプリ）
（1秒以上）
● 削除されたサービスダウンロードアプリは、
［EZアプリを探そう！］から再度取得可能ですが、ダウン
ロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（128ページ）を行うと、
EZアプリ（サービスダウンロードアプリを含む）が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容（322ページ）は
お買い上げ時の状態に戻ります。ただし、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。●EZアプリを
起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。tを1秒以上押していった
ん電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。●［EZアプリ制限］が設定されていると起動でき
［EZアプリ制限］はロック
ません。また、
［FeliCaロック］が設定されているとFeliCa対応EZアプリを起動できません。
［FeliCaロック］はr（1秒以上）
［OFF］に設定してくだ
No.を、
jロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、
さい。
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●EZアプリの操作方法は各EZアプリのヘルプなどをご参照いただくか、
EZアプリの提供元にお問
「 まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。 ● 再
い合わせください。 ●EZアプリによっては、
生可能期限/期間が設定されているEZアプリは、 が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期
限/期間を確認しています。 が表示される場所で起動操作を行ってください。 ●EZアプリ起動中、着信があった
場合やアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、
EZアプリが中断される場合があります。
●音量調節のできないEZアプリの再生音量は通常着信音に従います。
［Step up］、
［Step down］に設定している場合
は、お買い上げ時の音量になります。

指定した時刻に起動する（アラーム起動）
EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZ
アプリによって異なります。
●起動時刻に電源が入っていない場合やほかのEZアプリ
（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、

EZアプリが起動しないことがあります。

メールから起動する
EZアプリには、Eメール本文中のURL選択やサイトからのCメール受信により自動的に起動するもの
があります。
起動の条件などは、EZアプリにより異なります。
●Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ
（待受EZアプリを除く）が起動している場合は、
EZアプ
リが起動しないことがあります。

EZwebなどから起動する
EZwebのサイトやEZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを移動して選択することにより、EZア
プリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合
は、
EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。
操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®、
EZアプリによって異なります。

EZアプリを起動中にできること
電話をかける（Phone to）

表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動

サイトへジャンプする（URL to）

表示されているURLに接続し、情報サイトを表示

カメラを使う

Ｅ Ｚ ア プ リ︵
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表示されている電話番号に電話をかける

Eメールを送る（Mail to）

アドレス帳の内容を引用する
データフォルダを利用する

カメラを利用してバーコードなどを読み取る（267ページ）
アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。アドレス帳
への登録
データフォルダ（本体）へファイルを保存したり、データフォルダ（本体）から
ファイルを表示

EZアプリ通信をする

EZアプリによっては、サイトとの通信が可能

GPS情報を取得する

表示されている情報からGPS情報を取得

●
［ダイヤル制限］、
［メール制限］、
［EZweb制限］、
［アドレス帳制限］を設定しているときは、各操作を行え
ません。EZアプリによってはロックNo.を入力して設定を一時的に解除できます。●EZアプリでアドレス帳から引
用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字（半角24文字）までです。●サイトとの通信でEZ番号の送信を
要求された場合、EZアプリによってはEZwebの設定情報でEZ番号を［通知しない］に設定してもEZ番号を送出するこ
とがあります。●Cメールを受信した場合、着信音やバイブレータは動作しません。アイコンのみが表示されます。

EZアプリを中断/終了する
のどちらかを選択
/
■ EZアプリ起動中にtj［中断］［終了］
［中断］：EZアプリを一時停止
［終了］：EZアプリを終了

［キャンセル］：EZアプリの起動を継続

中断したEZアプリを再開するには

待受画面を表示jdで （EZアプリ）にカーソル移動jp（選択）
jjで再開するEZアプリにカーソル移動jp（再開）

●待受EZアプリ
（261ページ）に設定したEZアプリは中断できません。●EZアプリによっては中断を解
［中断］
［終了］
を表示せず、そのまま終了す
除したあとの動作が保証されないものもあります。●EZアプリによっては
/
る場合もあります。●複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると正常に動作しない場合があります。

「EZアプリを中断/終了する」について ●EZアプリによってはcで終了できる場合とEZアプリ指定
「EZアプリの設定をする」
（261ページ）で待受EZアプリに設定した
の終了キーのみで終了させる場合があります。●
EZアプリは、tを押すと待受画面に戻ります。
「中断したEZアプリを再開するには」について ●待受画面を表示j dで （EZアプリ）にカーソル移動j p（選
（終了）j［終了］を選択すると、中断中のEZアプリを終了できます。
択）jjでEZアプリにカーソル移動jA

EZアプリの設定をする

ǭ EZアプリメニューを表示jA（設定）
Ǯ 各項目を設定

アプリ自動並べ替え

EZアプリを削除
EZアプリメニューやEZ FeliCaメニューの［アプリ一覧］から最後に起動したEZア
プリをEZアプリメニューの1番目に表示する/しないを設定
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削除

Ｅ Ｚ ア プ リ︵

●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま
［待受EZアプリ起動時
間］で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。
●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。待受EZアプリには、対応
するEZアプリのみ設定できます。
●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、
［ 待受EZアプリ解除］と表示され
ます。
●待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできま
待受EZアプリに設定
せん。待受EZアプリを設定しているときにPCサイトビューアーの待受指定を設定
すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。
●EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb
通信料がかかります。
●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。
●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、いったん待受画面に戻ってください。
待受画面でA
（アプリ）
を1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるよう
に設定
●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。
一発起動に設定
●すでに一発起動に設定されている場合は、
［一発起動解除］と表示されます。
●一発起動に設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことが
あります。
●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、また
は最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
バージョンアップ確認
●接続アニメーションの表示中でもEZアプリサーバと接続せず、W52Sのメモリ
（キャッシュ）に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認
●FeliCa対応EZアプリの場合は、上記に加え［エリア］、
［FeliCaチップ登録］の有無、
［FeliCaチップ登録状態］、
詳細情報
［メモリ使用量］も表示されます。ただし、アプリによって
表示される項目は異なります。また、
［FeliCaチップ登
FeliCaロック中は［エリア］、
録］の有無、
［FeliCaチップ登録状態］、
［メモリ使用量］は表示されません。
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アプリ並べ替え
フォルダ使用状況

EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定
ʌEZアプリから1つ選択jp（OK）j移動先を選択jp（OK）jA（保存）
EZアプリの使用状況やバージョン情報を確認
ʌEZアプリから1つ選択jp（OK）
●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま
［待受EZアプリ起動時

間］で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。
●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に
［待受EZアプリ切替］を
選択すると「待受EZアプリがありません。EZアプリを探そう！からダウンロードし
てください」と表示されます。
待受画面でA
（アプリ）を1秒以上押したときに起動されるEZアプリを設定
一発起動切替
ʌEZアプリから1つ選択jp（OK）
待受EZアプリの起動時間を設定
（編集）j起動時間を入力jp（確定）jp（OK）
待受EZアプリ起動時間 ʌA
●2〜30秒の範囲で入力できます。
待受EZアプリ切替

サービスダウンロードアプリについて
お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリ
があらかじめインストールされています。

- EZニュースフラッシュ（217ページ）
- 絵しゃべりメール（262ページ）
- LUMINES PUZZLE（263ページ）
- 数ロジック101問びっくりパックVol.1
（体験版）
（263ページ）
- ウォーニングマンワリカン電卓（264ページ）
- Myスケジュール（264ページ）
- EZテレビ 番組ガイド（266ページ）

- バーコードリーダー＆メーカー（267ページ）
- おこづかい日記（269ページ）
- QUICPay設定アプリ（270ページ）
- EZナビウォーク（229ページ）
- EZ助手席ナビ（231ページ）
- 地図ビューアー
- 安心ナビ（233ページ）
- EZ・FM（280ページ）

●サービスダウンロードアプリは、
メモリリセット、
EZアプリリセット、オールリセット（128ページ）を
行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、
［EZアプリを探そう！］からダウンロードしてください。ただし、
ダウンロードには別途通信料がかかります。
●
「地図ビューアー」は災害時ナビ（231ページ）などで地図を表示するためのアプリです。

絵しゃべりメールを利用する
Ｅ Ｚ ア プ リ︵

W52Sでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の 唇 部分に、音声に合わせた動きを付ける
ことで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、
W52S
以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送ることができます。

ǭ 待受画面を表示jA（アプリ）joで［絵しゃべりメール］にカーソル移

BREW︶®

動jp（起動）

絵しゃべり
メール画面

Ǯ［ムービーを作る］j画像から1つ選択
画像には、無料のものと有料のものがあります。

ǯ

［新規音声録音］jp（録音開始）
音声データは録音（最大15秒）して作成するほかに、あらかじめ用意された音声データを選択することもできます。
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ǰ［ムービーを作る］j［ダウンロード］
ダウンロードしたムービーはデータフォルダ（本体）の［EZムービー］に保存されます。

絵しゃべりメールを送るには
絵しゃべりメール画面を表示j
［ムービーを送る］jムービーから1つ選択j
［メールで送る］
jメールを作成jA（送信）
●Eメールの作成・送信方法については、67ページをご参照ください。
●絵しゃべりメールのご利用にあたっては、
別途お申し込み後、月額使用料がかかります。●作成したムー
ビーは、Eメールに添付することはできません。●ムービーのサイズは最大約150KBです。音声の長さによって異な
ります。●ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。●送信されたムービー
は最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。●機種によってはダウンロードできない場合や正しく表
示、再生できない場合があります。●作成したムービーは、サイトサーバー内Myフォルダに最大20件保存することが
できます。●ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。●画面は
表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

LUMINES PUZZLEを利用する
全世界70万本セールスを記録した「ルミネス」の人気モードである パズルモード や ミッションモー
ド をメインにした、頭脳プレイを楽しむ新しい「ルミネス」です。

■ 待受画面を表示jA（アプリ）joで［LUMINES PUZZLE］に
カーソル移動jp（起動）
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数ロジック101問びっくりパックVol.1（体験版）を利用する
「数ロジック101問びっくりパックVol.1（体験版）
」は101問の上質な問題にきれいなグラフィック、多
彩な補助機能をぜいたくに詰め込んだパズルアプリの決定版です。
Ｅ Ｚ ア プ リ︵

■ 待受画面を表示jA（アプリ）joで［数ロジック101問びっくり
パックVol.1
（体験版）］にカーソル移動jp（起動）
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問題制作©
Conceptis
puzzles
copyright©
G-mode all rights
reserved
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ウォーニングマンワリカン電卓を利用する
「ウォーニングマンワリカン電卓」は警告キャラクター「ウォーニングマン」が登場するワリカン電卓機
能付きアプリです。パーティーや飲み会で活躍するワリカン電卓機能では、ワリカン比率を簡単に変
えることができたり、その計算結果をその場で見せたりメールなどで送信したりすることもできます。
また、11桁まで計算可能な電卓やスクリーンセーバーとしてもご利用いただけます。

■ 待受画面を表示jA（アプリ）joで［ウォーニングマンワリカン
電卓］にカーソル移動jp（起動）

© 2004 Sony
Ericsson Mobile
Communications
Japan, Inc.
© WMP

Myスケジュールを利用する
Myスケジュールは、予定、日記などのデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ（BREW ®）
です。データをネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。
また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。
Myスケジュールには最大200件まで登録できます。

ǭ メインメニューを表示j［ツール］j［Myスケジュール］

待受画面を表示j A
（アプリ）
j oで［Myスケジュール］にカーソル移動j p（起動）を押してもMyスケ
ジュールを起動できます。

Ǯ oでスケジュールを表示する日付にカーソル移動jp（詳細）jsでタブを切り替え
情報サイトからのお知らせを選択した場合：
情報サイトに接続
誕生日を選択した場合：
［メールをする］：誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信
［電話をする］：誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信
予定を選択した場合：
予定の内容を表示
●［URL］を選択すると、
EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。
●A
（メニュー）
j［編集］を選択すると、予定の内容を編集できます。
登録した日記の内容や画像を表示
●［URL］を選択すると、
EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。
●A
（メニュー）
j［編集］を選択すると、日記の内容を編集できます。

予定
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［天気エリア設定］
（265ページ）で設定した地域の天気を表示

■カレンダー表示中の操作
操
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［アルバム投稿］
（265ページ）で登録した画像を表示

アルバム
（天気アイコン）

作

目

的

A
（メニュー）

メニューを表示（265ページ）

B（更新）

最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映

*

前月を表示

#

翌月を表示

c

選択されている日付の登録内容を表示/非表示

■Myスケジュールのメニューについて

Myスケジュールの各画面でA（メニュー）を押すと、以下のメニューが表示されます。各画面によって
表示されるメニューの項目は異なります。
更新

最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
予定

日記

新規作成

メモ

アルバム投稿

編集

ʌ項目を選択j内容を入力jA（登録）
j［はい］
ʌ項目を選択j内容を入力jA（登録）
j［はい］
●［日記］に登録できる画像は、データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］、
［ グラ
フィック］フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpgデータで
す。登録できる画像のサイズは壁紙（標準）
（240×320）以下です。
●日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
ʌ項目を選択j内容を入力jA（登録）
●メモを登録すると、メモ一覧にメモのタイトルとアイコンが表示されます。
アルバムに画像を登録
ʌ項目を選択j内容を入力jA（登録）
j［はい］
●［アルバム投稿］に登録できる画像は、データフォルダ（本体）の［フォトフォルダ］
、
［グラフィック］フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないjpgデー
タです。登録できる画像のサイズは壁紙（標準）
（240×320）以下です。
●M yフォトアルバムに画像を登録すると、カレンダーにカメラアイコンが表示され
ます。
登録したデータを編集

削除

選択しているデータを削除

休日設定/休日解除

選択した日付を休日に設定/解除

その日のメール

日記一覧

メモ一覧

My Page

BREW︶®

アプリ終了

My Pageトップへジャンプ
［週表示］
の
［月/週表示設定］：Myスケジュール起動時に表示する画面を［月表示］
/
どちらかを選択
［天気エリア設定］：天気を表示するエリアの設定
［配色パターン設定］：画面の配色パターンを7色から選択
［カレンダー開始曜日設定］
：カレンダーの週の始まりを［日曜日始まり］
［月曜日始
/
まり］のどちらかを選択
［履歴削除設定］：削除する履歴を［タイトル入力履歴］
［場所入力履歴］
［
/
/ URL入力
履歴］
［
［情報更新の初期化］
から選択
/ My地点］
/
［通信確認画面設定］：［通信する毎に確認する］
［毎回は確認しない］
のどちらかを
/
選択
［読み込み］： データフォルダ（本体）の［PIM情報］フォルダ内のvCalendarデータ
をMyスケジュールにコピー
［書き出し］： 選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの
［PIM情報］フォルダにコピー
［アプリバージョン情報］
：バージョン情報を表示

Ｅ Ｚ ア プ リ︵

各種設定

ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示
［新規作成］で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示
●p（選択）を押すと、選択した日記の内容が表示されます。
●日記の内容表示画面で［URL］を選択すると、EZwebに接続して選択したURLの
ページを表示します。
●A
（メニュー）j［編集］を選択すると、日記の内容を編集できます。
［新規作成］で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示
●p（選択）を押すと、選択したメモの内容が表示されます。
●メモの内容表示画面で［URL］を選択すると、EZwebに接続して選択したURLの
ページを表示します。
●A
（メニュー）j［編集］を選択すると、メモの内容を編集できます。

Myスケジュールを終了

●Myスケジュールのカレンダーに表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。●メモリリ
（128ページ）を行うと、本アプリが削除されます。もう一度ご利用になる
セット、EZアプリリセット、オールリセット
場合は、メインメニューを表示j［ツール］j［Myスケジュール］を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示
されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、
ストレージサー
バに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。
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EZテレビ 番組ガイドを利用する
「EZテレビ 番組ガイド」では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定や
さまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

■ メインメニューを表示j［エンタテインメント］j［EZテレビ番組ガイド］

待受画面を表示j A
（アプリ）j oで［EZテレビ番組ガイド］にカーソル移動j p（起動）を押してもEZテレ
ビ 番組ガイドを起動できます。

■「EZテレビ 番組ガイド」メニュー
「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、
EZテレビ会員登録してお使いいた
だけるメニューがあります（有料）。

番組表の閲覧

地上波放送（Gガイドモバイル対応）、BS、スカパー！の番組表の閲覧

リモコン

テレビ、ビデオ、
DVD、スカパー！のチューナーを操作するリモコンとして使用

関連情報の入手

番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ

お知らせメール
（デラックス1））

キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ

チェック機能

気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトリンクなどをまとめること
が可能

番組検索機能
（デラックス1））

タレント名やキーワードから番組を検索

番組録画予約
（デラックス1））

ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送

遠隔録画予約
（プレミアム1））

外出先からも対応機器2）に対して録画予約

1）

デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。
詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認をお願いいたします。
《アクセス方法》
EZトップメニューを表示j［EZサービスで探す］j［EZテレビ］

2）

Ｅ Ｚ ア プ リ︵

BREW︶®

266

●EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

バーコードリーダー＆メーカーを利用する
W52Sでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取っ
た内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに、
「バーコードリーダー＆メーカー」は、
プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W52Sで作成した
バーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容
を交換することができます。

●アドレス帳に登録する ●メールを作成する
●電話をかける

●URLを参照する

●EZナビウォークを起動する

「バーコードリーダー」を
起動しバーコードを読み
込みます。

コード内の情報を表示

●JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。

JANコードの例

QRコードの例

ǭ 待受画面を表示jA（アプリ）joで［バーコードリーダー＆メーカー］にカーソル移動
jp（起動）

Ǯ［バーコード読込み］jディスプレイに表示される枠内にバーコードが入るようにW52S
を構えるjp（AF）

ǯ A（保存）jp（はい）jp（OK）
続けて読み取るには
次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
バーコードリーダー読み取り後にB（読取）

読み取りに失敗した場合は

アドレス帳に登録するには

バーコードリーダー読み取り後に［アドレス帳一括登録］jp（はい）jp（OK）

EZナビウォークを起動するには

BREW︶®

バーコードリーダー読み取り後に住所/GPS情報のどちらかを選択j［EZナビウォーク起動］
jp（はい）
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再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。
バーコードリーダー読み取り中にタイムアウト画面が表示されるjp（再読取）
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バーコードを作成するには
登録されているプロフィールやアドレス帳の内容でバーコードを作成できます。
プロフィールのバーコードを作成する場合

待受画面を表示jA（アプリ）
joで［バーコードリーダー＆メーカー］に
カーソル移動jp（起動）j
［プロフィール］jパターンから1つ選択
j背景デザインから1つ選択j項目を選択j［バーコード表示］jB（保存）
jp（はい）jp（OK）

バーコード
表示画面

バーコードの中身を確認するには
現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。
バーコード表示画面を表示jp（確認）

コメントを追加するには
現在作成しているバーコードにコメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントから選
択できます。
バーコード表示画面を表示jA（コメント）
jコメントから1つ選択
「バーコードリーダー＆メーカーを利用する」について ●バーコードが汚れているか、かすれている、薄
いなどの場合は、読み取れないことがあります。●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み
取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホ
コリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
●ディスプレイ表面が汚れていたり、
市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れな
い場合があります。
（QRコード）化する場合
「バーコードを作成するには」について ●プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード
は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。

Ｅ Ｚ ア プ リ︵

BREW︶®

268

「バーコードリーダー＆メーカーを利用する」について ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なる
ことがあります。●バーコードを読み取りにくい場合は、jでカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。
●読み取り中はバックライトは点灯したままです。●読み取り結果画面から電話をかけたり、
URLに接続したり、Eメー
ルを送信することもできます。●バーコードを読み取り中にA（メニュー）を押すと、読み取り結果や保存データなど
を表示できます。
「続けて読み取るには」について ●続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順
に上書きされます。
「アドレス帳に登録するには」について ●アドレス帳制限やダイヤル制限を［ON］に設定している場合は、アドレス帳
に登録できません。
［アドレス帳］
を選択したあと、ご利用上の注意が表示され
「バーコードを作成するには」について ●［プロフィール］
/
ます。
［次回からこの画面を表示しない］を選択することで、この画面を省略することが可能です。●パターンは最大3
通りまで保存可能です。パターンの名称は変更することができます。●作成したバーコードを他のバーコード対応機
種間で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

おこづかい日記を利用する
「おこづかい日記」を利用して、おこづかい帳を作成できます。最大500件まで登録できます。また、
Edyの利用履歴を「おこづかい日記」に反映できます。
● Edy履歴をご利用になるには、
あらかじめEdy対応EZアプリをダウンロードし、Edyへの登録を行ってください。

ǭ 待受画面を表示jA（アプリ）joで［おこづかい日記］にカーソル移動
jp（起動）

Ǯ 各項目を設定
ʌ
ʍ
ʎ
ʏ
ʐ
ʑ
支出登録

支出一覧

データ集計

お財布ごとの支出を集計
ʌ［集計対象］
jお財布から1つ選択
ʍ［集計単位］j
［月単位］
［週単位］
［日単位］
から1つ選択jA（実行）
/
/
●集計結果表示画面でAを押すと、円グラフj棒グラフjリストの順に
切り替わります。

Edyの利用履歴データを取得/更新しておこづかい日記に反映
［お財布追加/編集］：お財布の追加や、お財布のタイトル、アイコンを変更
［週単位］
［日単
［集計単位］：おこづかい日記画面や支出一覧で表示する単位を［月単位］
/
/
位］から選択
［Edy履歴自動取得］：Edy履歴を自動的に取得する/しないを設定
［確認画面設定］： データフォルダ
（本体）にファイルの読み込み/書き込みを行うときに確
認画面を表示する/しないを設定
［オールリセット］
：おこづかい日記アプリで設定したすべての設定やデータをお買い上
げ時の状態に戻す
お財布を追加するには
ʌ［お財布追加/編集］j［新規作成］
ʍ［分類アイコン］j7種類のアイコンから1つ選択j［タイトル］jタイトルを入力（全角/半
角8文字以内）jp（確定）jA（確定）

BREW︶®

設定

●明細は21個の項目から選択できます。お買い上げ時は12個の項目が登録されています。
●金額は0円〜 999,999円の範囲で入力できます。
●画像にはフォト/ピクチャー（拡張子jpg/png）のみ登録できます。また、360×360ドッ
トより大きな画像や、100KBより大きい画像は登録できません。
明細の項目を編集するには
ʌ明細選択画面を表示jjで編集する項目にカーソル移動jA（編集）
ʍ項目名を入力（全角/半角8文字以内）jp（確定）
すべてのお財布の支出を表示し、項目ごとに詳細を表示または編集
●支出項目を選択すると詳細を確認できます。
●A
（切替）を押すと、すべてのお財布の支出一覧j現金の支出一覧j Edyの支出一覧j追
加したお財布の支出一覧の順に切り替わります。

Ｅ Ｚ ア プ リ︵

Edy履歴取得

（日付）j年月日を入力jp（決定）
（お財布）jお財布から1つ選択
（明細）j項目から1つ選択jp（決定）
（金額）j金額を入力jp（決定）
（画像）j取得方法から1つ選択j画像を登録
（メモ）jメモを入力（全角/半角50文字以内）jp（確定）jA
（登録）
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QUICPay™（クイックペイ）を利用する
QUICPay（クイックペイ）は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・ス
）
ピーディなポストペイ1（後払い）
方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供
するサービスです。

1）

ポストペイ： クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前に
チャージ（入金）する必要がありません。
●ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
●利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
●1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
●1台の携帯電話には、
QUICPayを複数登録することはできません。

ǭ 待受画面を表示jA（アプリ）joで［QUICPay設定アプリ］にカーソル移動jp（起動）
Ǯ 初期設定を実施
ǯ 各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロード
j各種申請、登録を実施
■サービスの主な内容
●ポストペイ（後払い）方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
●ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
●万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象1）になります。
1）
補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayについてのお問い合わせ
各クレジットカード会社へお問い合わせください。
※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay（クイックペイ）ホームページ（http://www.quicpay.jp/）から確認で
きます。
（2007年4月末時点における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコー
ポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイ
（50音順））
ナンス株式会社、三菱UFJニコス株式会社の7社です。
◎提供：株式会社オーエムシーカード ◎お問い合わせ先：OMCサービスセンター
TEL：東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084
受付時間：9:15 〜 20:00
（月〜土・祝）10:00 〜 20:00
（日）
※QUICPayでご利用いただけるOMCカードは、JCBブランドの付いたカードのみとなります。
◎提供：株式会社オリエントコーポレーション ◎お問い合わせ先：オリコQUICPayデスク
TEL：049-271-3166
受付時間：9:30 〜 17:30 年中無休
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◎提供：株式会社クレディセゾン ◎お問い合わせ先：インフォメーションセンター
TEL：東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577
受付時間：9:00 〜 18:00 年中無休（1/1を除く）
※QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、一部の提携カードのみとなります。
◎提供：株式会社ジェーシービー ◎お問い合わせ先：JCBインフォメーションセンター
TEL：東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411
受付時間：9:00 〜 17:00 年中無休（年末年始を除く）
◎提供：株式会社セントラルファイナンス ◎お問い合わせ先：CFアンサーセンター
TEL：0120-086-315（一般電話から）/052-300-1515（携帯電話・PHSから）
（土・日・祝日休み）
受付時間：9:30 〜 17:30
◎提供：トヨタファイナンス株式会社 ◎お問い合わせ先：トヨタファイナンスインフォメーションデスク
TEL：東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511
受付時間：9:00 〜 17:30 年中無休（年末年始を除く）
◎提供：三菱UFJニコス株式会社 ◎お問い合わせ先：UFJカードコールセンター
TEL：東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330
受付時間：9:00 〜 17:30
（土・日・祝日も営業）
「KDDI THE CARD」のみとなります。
※QUICPayでご利用いただけるUFJカードは、
（50音順）

オープンアプリプレイヤーについて
オープンアプリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ
（主に携帯電
話向けに作成されたJavaTMアプリケーション）をダウンロードし利用することができる機能です。
●オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
●オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまで通
信を行うことができません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます
（その他の要
因により3MB以下の利用となる場合があります）。
●接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載
されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
●JavaTMおよびその他のJavaTMを含む商標は、
米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJavaTMブランド
の技術を使用した製品を指します。
●オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
●お買い上げ時は、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリ（「もん太の説明」）がインストールされています。
●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット（128ページ）を行うと、
「 もん太の説明」とダウンロードした
オープンアプリはすべて消去されます。オープンアプリプレイヤーは削除されません。
●オープンアプリの操作方法や内容については各オープンアプリのヘルプなどをご参照いただくか、オープンアプリ
の提供元にお問い合わせください。

オープンアプリプレイヤーを起動する

■ EZアプリメニューを表示joで［オープンアプリプレイヤー］に
カーソル移動jp（起動）

オープンアプリ
プレイヤー画面

オープンアプリをダウンロードする
EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

ǭ EZトップメニューを表示jキーワード入力欄を選択jキーワードを入力j［検索］
Ǯ 検索結果からオープンアプリのサイトを選択j画面の表示に従って操作jダウンロード
オープンアプリを削除するには

「オープンアプリをダウンロードする」について ●EZアプリの保存容量に十分な空きがない場合やオー
プンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なEZアプリやオープンアプリを削除してください。
「オープンアプリを削除するには」について ●［すべて削除する］を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリが
すべて削除されますのでご注意ください。
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オープンアプリプレイヤー画面を表示jjで削除するオープンアプリにカーソル移動
［すべて削除する］
のどちらかを選択
/
jA（メニュー）j［削除］j［はい］
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キーワードには、オープンアプリ、ゲーム、パズルなどを入力します。

オープンアプリを再生する

■ オープンアプリプレイヤー画面を表示jオープンアプリから1つ選択jp（起動）
●オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
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オープンアプリプレイヤーを中断/終了する
のどちらかを選択
/
■ オープンアプリプレイヤー起動中にtj［中断］［終了］
［中断］：オープンアプリプレイヤーを一時停止
［終了］：オープンアプリプレイヤーを終了

［キャンセル］：オープンアプリプレイヤーの起動を継続

中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには
待受画面を表示jdで （EZアプリ）にカーソル移動jp（選択）jjでオープンアプリプ
レイヤーにカーソル移動jp（再開）
「中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには」について ●待受画面を表示j dで （EZアプ
リ）
にカーソル移動jp
（選択）
jjでオープンアプリプレイヤーにカーソル移動jA（終了）j［終了］を選択すると、
中断中のオープンアプリプレイヤーを終了できます。

オープンアプリプレイヤーの設定をする

ǭ オープンアプリプレイヤー画面を表示jA（メニュー）j［システム設定］
Ǯ 各項目を設定
BGM再生設定
バックグラウンド
受信設定
自動一時停止設定
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au Music PlayerなどのBGM再生のON/OFFを設定
●［ON］に設定すると、BGM再生が優先されてオープンアプリの音は鳴らなくなります。
オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信ON/OFFを設定
●［ON］に設定すると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅
くなる場合があります。
オープンアプリ起動中に自動的にオープンアプリを一時停止させる時間を設定
●［OFF］に設定すると一時停止しません。

