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■ 本製品のお買い上げ後、初めに電源を入れスライド解除で画面ロックを解除すると、Androidの
ロボットのイラストが表示されます。ロボットのイラストをタップして使用を開始します。

■ ［開始］をタップするとIS06のセットアップに関する説明を見ることができます。必要でなけれ
ば［スキップ］をタップします。

■ すでにGoogleアカウントを持っている場合は、［ログイン］にタップして本製品にGoogleアカ
ウントを登録できます。［作成］をタップしてGoogleアカウントを新規作成することもできま
す。Gmail、Googleトーク、GoogleカレンダーなどのGoogleオンラインサービスを利用した
り、Androidマーケットでアプリケーションなどをダウンロードするには、Googleアカウント
を必ず登録してください。

■ Googleアカウントを後で登録する場合、［スキップ］をタップします。Googleオンラインサー
ビスを最初に利用するとき、またはシステム設定の｢アカウントと同期」（▶P.238）で登録で
きます。（Googleアカウント登録の詳しい内容はP.134をご参照ください。）

■ 画面の指示に従ってGoogleアカウント設定を行った後、Google位置情報利用設定とデータの
バックアップ設定を行い、［次へ］をタップします。［セットアップを完了］をタップするとホーム
画面が表示されて、本製品を使用することができるようになります。

▶ ▶ ▶

 Androidを
使う

▶  初めて使用する
とき

▶  （電源）を
長押し ▶

Googleアカウントの設定方
法の詳細については、別紙『設
定ガイド』をご参照ください。

注意事項
■ 複数のアカウントを登録
した場合、連絡先などは各
アカウントごとに同期が
可能です。

■ Googleアカウント未登録
時、連絡先のデータが復旧
できないことがあります。
必ずアカウントを登録し
てからご使用ください。

ロボットのイラ
ストをタップ

使用方法を確認 セットアップ
方法を確認

Google
アカウント設定
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■ 他のアプリケーションや機能を使用中に （ホーム）を押すと、いつでもホーム画面を表示でき
ます。

■ ホーム画面は、自由に壁紙を変更したり、各種機能のウィジェット、アプリケーションや機能、
フォルダのショートカットアイコンを作成し、配置することができます。

■ ホーム画面を左右にフリックすると、ホーム画面を切り替えることができます。左右に3つず
つ、合計7つのホーム画面を表示することができます。各ホーム画面にお好みのアイコンとウィ
ジェットを配置して使用することができます。

❶ 通知アイコン、ステータスアイコンと現在時
刻が表示されます。

❷ ホーム画面に登録することで利用できるア
プリケーションです。お買い上げ時に登録さ
れているウィジェットの他、ウィジェットを
ダウンロードして登録することもできます。
（▶P.48）

❸ ホーム画面で表示する壁紙を変更すること
ができます。（▶P.67）

❹ タップするとフォルダが開きます。
❺ アプリケーションや機能を実行します。
❻ ダイヤラーを実行します。（▶P.72）
❼ ブラウザを表示します。（▶P.167）
❽ 電話帳を利用できます。（▶P.83）
❾ アプリケーションや機能の一覧を表示しま
す。（▶P.69）

❶  ステータスバー

❷ ウィジェット
❸ 壁紙
❹ フォルダアイコン

❺ ショートカット
アイコン 

❻ ダイヤラー
❼ ブラウザ
❽ 電話帳
❾ メニュー

 ホーム画面

▶ 機能使用中
▶ （ホーム） ▶ 

ホーム画面とは？
本製品の電源を入れると一番
最初に表示される画面で、す
べてのアプリケーションや
機能、メニューの使用を始め
る画面です。
アプリケーションや機能の
アイコン、メニューアイコン、
ウィジェット、壁紙をお好み
で設定できます。

 ホーム画面を利用する
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■ 不在着信やメール受信などがあったとき、通知アイコンが表
示されます。また、電波状況や電池残量など本製品の状態や
設定を確認できるステータスアイコンが表示されます。

■ 各アイコンの説明は、「アイコン一覧」（▶P.31）をご参照
ください。

ステータスバーを下へドラッグ
■ 通知パネルが開き、通知アイコンの詳細内容とかんたん設定アイコンが
表示されます。

■ 詳細内容が多い場合、画面を上下にスクロールすることができます。
■ 詳細内容をタップすると、その機能を利用、または設定することができ
ます。

■ 画面上部の［通知を消去］をタップすると、通知アイコンをすべて消去で
きます。

■ かんたん設定アイコンをタップするだけでマナーモード、Bluetooth®、
Wi-Fi、GPS、3G機能を簡単にON／OFFできます。

かんたん設定
アイコン  マナーモード  Bluetooth  Wi-Fi  GPS  3G

■ 通知パネルを閉じるには、画面下部の△を上にドラッグするか、  （戻
る）をタップします。

▶ 機能使用中
▶ （ホーム） ▶ 

  ステータスバーを確認する

  通知パネルを表示する／ かんたん設定を利用する
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▶ 機能使用中
▶ （ホーム） ▶ 

アプリケーション／ウィジェット／フォルダを使用する

アプリケーションやウィジェットを実行する／フォルダを開く

アプリケーション／ウィジェット／フォルダをタップ
■ ホーム画面に表示されている各アプリケーションのアイコンをタップすると、アプリケーショ
ンを実行できます。

■ ホーム画面に表示されているウィジェットをタップすると、ウィジェットを実行できます。
■ ホーム画面に表示されているフォルダをタップすると、フォルダを開くことができます。

 ウィジェット／アイコンを追加する

 ホーム画面で壁紙をロングタッチ
アイコン 説明

［  ショートカット］ アプリケーションをショートカットとしてホーム画面に設定できま
す。また、ブックマークや、ミュージックプレイリスト、連絡先、設定な
どの機能もショートカットに設定できます。

［ 3Dウィジェット］アルバム、カレンダーなどのウィジェットをホーム画面に設定でき
ます。

［ ウィジェット］ RSSリーダー、YouTube、Google検索などのウィジェットをホーム
画面に設定できます。

［  フォルダ］ 電話帳などのフォルダへのショートカットをホーム画面に設定でき
ます。また、新規フォルダをホーム画面に作成し、ホーム画面のアイコ
ンを入れて整理することができます。

［  壁紙］ 壁紙を変更することができます。（▶P.67）

■ ホーム画面で  （メニュー） ▶  ［追加］をタップしても設定できます。
■  ［メニュー］をタップして、メニュー一覧を表示し、アイコンをロングタッチしてもホーム画面
にアイコンを追加することができます。
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 移動するアプリケーション／ウィジェット／
フォルダをロングタッチ 
▶ 希望の位置にドラッグ
■ ホーム画面に表示されているアプリケーションのアイコン／ウィ
ジェット／フォルダをロングタッチすると、バイブレータが振動して
移動できる状態になったことをお知らせします。そのまま指を離さず
に希望の位置にドラッグしてください。指を離した位置にアイコン／
ウィジェット／フォルダが移動します。

■ アイコン／ウィジェット／フォルダをホーム画面の左端または右端
までドラッグすると、両側のホーム画面へ移動できます。

■ ホーム画面のアイコンをフォルダに移動すると、アイコンをフォルダ
の中に入れることができます。ウィジェットとフォルダは、フォルダ
の中に入れることができません。

▶ 機能使用中
▶ （ホーム） ▶ 

アプリケーション／ウィジェット／フォルダを 移動する

 削除するアプリケーション／ウィジェット／
フォルダをロングタッチ ▶  にドラッグ
■ アイコン／ウィジェット／フォルダをロングタッチすると、バイブレー
タが振動して移動できる状態になったことをお知らせします。移動でき
る状態になると画面下部に  （ゴミ箱のアイコン）が表示されます。

アプリケーション／ウィジェット／フォルダを 削除する
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フォルダをタップ
■ フォルダアイコンをタップすると、フォルダを開いて中を表示できま
す。フォルダ内のアイコンをタップして、アプリケーションや機能を実
行できます。

■ フォルダ内のアイコンは、フォルダに入れた順番で並んで表示されます。
■ フォルダ名を変更するには、フォルダを開いた状態でフォルダ上部のタ
イトルバーをロングタッチした後、フォルダ名を入力して［確認］をタッ
プします。

■ フォルダ内に別のフォルダやウィジェットを入れることはできません。

 フォルダを管理する▶ 機能使用中
▶ （ホーム） ▶ 

  壁紙を設定する

（メニュー） ▶ ［壁紙］ ▶ ［オリジナル壁紙］ ▶ 壁紙を選択
 ▶ ［ギャラリー］
 ▶ ［ライブ壁紙］
■ ホーム画面で壁紙をロングタッチして、 ［壁紙］を選択しても壁紙を設定できます。
■ マーケットなどでダウンロードした壁紙アプリケーションがある場合、壁紙を選択する際、該当
アプリケーションを選択して希望の壁紙を設定することができます。

■ ギャラリー（▶P.191）には、IS06で撮影／キャプチャーした画像が保存されています。四角
の枠をドラッグして壁紙の大きさに切り取って設定します。

■ ライブ壁紙は、画面タッチに反応したり、現在時刻やIS06で再生している音楽に合わせて動い
たりする壁紙です。ライブ壁紙を壁紙に設定すると電池の消耗が早くなる場合があります。
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最近使用したアプリケーション／機能を表示する
■ （ホーム）を長押しすると、現在使用中のアプリケーションや機能、または最近使用したアプ
リケーションや機能の一覧が表示されます。

■  最近実行一覧画面のアイコンをタップすると、アプリケーションや機能を実行できます。
■ アプリケーションや機能の使用中に、他のアプリケーションや機能を実行したり、 （ホーム）を
押してホーム画面に戻っても、使用中のアプリケーションや機能は終了せずに維持されます。

■ 音楽プレーヤーの使用中や通話中などに他のアプリケーションや機能を使用した場合は、通知
パネル（▶P.64）を表示して、音楽プレーヤーや通話の内容を確認することができます。

■ 使用中のアプリケーションや機能が多い場合、システムの動作が遅くなることがあります。

 操作履歴を
表示する

▶ （ホーム）を
長押し ▶ 
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  メニュー画面
について

▶  ［メニュー］※1

▶

アプリケーションや機能を使用する

メニュー画面の項目を実行する

アイコンをタップ
■ メニュー画面を開くと、IS06で使用可能なすべてのアプリケーション
と機能のアイコンが表示されます。

■ ホーム画面のショートカット、またはウィジェットからも、アプリケー
ションと機能を実行することができます。

■ アプリケーションや機能の使用中に、他のアプリケーションや機能を実
行したり、  （ホーム）を押して、ホーム画面に戻っても、使用中のアプ
リケーションや機能は終了せずに維持されます。音楽プレーヤーの使用
中や通話中などに他のアプリケーションや機能を使用した場合は、通知
パネル（▶P.64）を表示して、音楽プレーヤーや通話の内容を確認す
ることができます。

■ 最近実行一覧画面（▶P.68）のアイコンをタップしてアプリケー
ションや機能を実行することもできます。

■ アプリケーションや機能の使用中、  （メニュー）をタップして付加機能
を利用したり、本体側面の  （検索）を押してアプリケーションや機能
独自の検索機能を利用することができます。アプリケーションや機能に
よっては、  （メニュー）や  （検索）が使用できないことがあります。

※1  （メニュー）をタップ
すると…

 検索、カラー別ソート、
名前順ソート、移動／
削除
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 クイック検索

▶  （検索） ▶

 クイック検索を利用する

テキスト検索

クイック検索入力欄にキーワードを入力
■ 本体側面の  （検索）を押すだけで、クイック検索画面を表示することができます。
■ ホーム画面の検索ウィジェットをタップして、クイック検索を利用することもできます。
■ Google検索の検索候補や検索履歴がある場合は、入力欄の下に一覧表示されます。
■ 他のアプリケーション（ダイヤラー、Gmail、ブラウザなど）を使用中に  （検索）を押すと、使用
中のアプリケーションや機能の独自の検索機能を利用することができる場合があります。

 音声検索

 ▶ ［お話しください］表示中に送話口（マイク）に向かって
キーワードを話す
■ ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。
■  （検索）を長押ししても、Google音声検索画面が表示されます。

検索を設定する

（メニュー） ▶ ［検索設定］

ウェブ Google検索の設定 入力候補の表示／Googleと共有する／検索履歴／
検索履歴の管理

電話 検索対象 本体内（microSDメモリカードを含む）を検索すると
きの対象項目を選択

ショートカットを消去 最近選択した検索候補へのショートカットを消去
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