


ケータイの外観ケータイの外観

電源ボタン
短く押すことで、スリープ
の設定／解除もできます。

受話口 

ディスプレイ
直接画面上の項目を選択できる
タッチパネルディスプレイです。

お知らせLED
不在着信や充電状態などを
お知らせします。

バックキー
画面右上の「OK」や「×」をタップ
するのと同じ動作を行えます。

UIキー
フローティングパッドの起動や、
ウェブページなどの表示を拡大
／縮小できます。

外部接続端子
各種ケーブルを接続
する端子です。

カメラ
有効画素数 約3.2メガピクセルのAFカメラです。

音量ボタン
音量上下のほか、モーションセン
サー設定オフ時に使用します。 ホームキー

ホーム画面に戻ります。
送話口
録音時はマイクになります。

カメラボタン
長押しすると、カメラを
起動できます。

電池カバー



キー操作キー操作

選択パネル
タップした項目が拡大表示されます。
さらにタップすると、対応する機能が
起動できます。

タイトルバー
アイコンをタップすると各種設定ができます。

ホーム画面

電話画面
本画面から電話をかけられます。

お使いになる前に
基本的な機能や設定の概要を
確認できます。

ホーム画面に戻ります。
＊通話中は通話を終了します。

連絡先の新規登録／
検索などができます。

メニューバー
起動中のプログラムや、表示中の画面
に対応するボタンが表示されます。

画面を上下になぞって、スク
ロールします。

スタートメニュー
アプリケーションを起動した
り、各種の設定ができます。



大画面・薄型、快速インターネットケータイ

Smooth & Speedy
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タイトルバーのアイコンタイトルバーのアイコン

画面上部のタイトルバーに表示される主なアイコンの意味は、以下のとおりです。

®

重複通知
通知アイコンが重複している場合
（アラーム動作中と不在着信など）
に表示。タップすると、隠れている
アイコンを確認できます。

ホーム画面以外の操作画面に表示されるアイコンです

表示中の画面を閉じます。
すべての画面を閉じると
ホーム画面に戻ります。

表示されている内容を確認
して画面を閉じます。

®
●プログラムを起動したあと、「×」や「OK」をタップして画面を閉じてもプログラムは起動したままになって
　います。とくにInternet Explorer  Mobileが起動したままになっていると、自動でインターネットに再接続
　されることがありますのでご注意ください。起動したプログラムは、タスクマネージャーを使って終了します。

不在着信 新着電子メール

スピーカーホンオン

伝言メッセージあり

新着SMS/S!メール

SMSメモリフル

ビーム受信

Bluetooth ヘッドセット接続中

ワイヤレスLAN検出

新着インスタントメッセージ

マイクロソフト社からの通知

アラーム動作中

電波状態

圏外

電話機能オフ

データ通信接続中

音声通話

通話保留中

3G（パケット）接続中

3G（パケット）使用中

GPRS接続中

GPRS使用中

ローミング中 GPRS使用可能 HSDPA使用可能 3G（パケットあり）ネットワークエリア 3G（パケットなし）ネットワークエリア

ワイヤレスLAN機能オン ワイヤレスLAN接続中 データ通信オフ USB接続中 パソコンと同期中

電池レベル 充電中 マナーモード（バイブ） スピーカーオフ スピーカーオン

通知アイコン

ローミングアイコン

データアイコン

電波アイコン

音量アイコン電池レベルアイコン

閉じる／OKボタン



電池カバーの着脱／充電のしかた電池カバーの着脱／充電のしかた

ツメ

突起部

開ける

外部接続端子キャップ

カードスロット

お知らせLED
（充電中は赤色点灯）

AC100V
コンセントへ

外部接続端子キャップ

ACアダプタ
（別売）

●電池カバーを取り外す ●microSD/microSDHCカード（別売）
   を取り付ける

●電池カバーを取り付ける

●充電のしかた

最初に外部接続端子キャップを開け、突起部を押さ
えながら　　方向にスライド。

上図の　 を参考に、カバー内側の突起を本体の
溝に合わせる。

充電microUSB
変換アダプタ
（付属品）

図のように接続します。

カードの金属端子面を下にして、スロットにロック
するまで差し込む。

　　方向へスライド
させて装着。

外部接続端子キャップを
閉じる。

＊必ず電源を切ってから行ってください。

突起

各種機能の設定各種機能の設定

基本的な機能や設定の概要を確認できます。

バイブのみ、バイブなし、の２種類の設定があります。

お使いになる前に

マナーモード

各項目を選択し、
設定ページに進み
ます。

タイトルバーの
からも、設定／解除
できます。

「お使いになる前に」をタップ 「すべてを表示」をタップ 確認したい項目をタップ

「設定」→「システム」をタップ 「マナーモード」をタップ モードを選んで設定
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直感的な、ワンハンド操作

■ モーションセンサー
本機を振ると、電話に出たり画面の
縦／横の切り替えができます。
＊モーションセンサーのご利用にはあらか
　じめ設定が必要です。

▲ ▲

■ U Iキー
左右になぞると、ブラウザ画
面の縮小／拡大ができます。

■ フローティングパッド
４方向ボタンでカーソル移動
が可能です。フリーパッドにも
切り替えられます。
＊画面上に自由に配置できます。

■ ソフトキーボード
「10キーパッド」と「QWERTYキーパッド」を搭載。
本体の向きを変えて、縦／横を切り替えられます。

インターネットの閲覧直感的な、ワンハンド操作 インターネットの閲覧

URLを直接入力することもできます。

前の画面へ戻る
お気に入り
キーボードの表示／非表示

画面の拡大／縮小
各種メニュータップすると

５つの操作ボタンを表示。
キーボードの表示／非表示
が切り替えられます。

スタートメニューの Internet Explorerアイコンをタップして起動します。スムーズな片手操作をサポートする、各種機能を搭載しています。

検索したいワードをソフトキーボードで入力します。



外部接続について外部接続について

Bluetooth、Wi-Fiの、オン／オフを設定します。

本機とパソコンを同期させることができます。

ワイヤレスマネージャー

ActiveSync

各接続方法のオン/
オフを設定します。

本機のより詳しい使い方や機能、サービスについて解説した取扱説明書
（PDFファイル）をダウンロードできます。ぜひご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/x02t/

取扱説明書を
ダウンロードできます

アイコンをタップ 「ワイヤレスマネージャー」をタップ 接続項目を表示

®

PC接続用USBケーブル（付属品）

外部接続端子へ

PCへ
パソコンにActiveSyncをインストール後、
本機とパソコンを接続、パソコンからアクセス
して同期します。

＊ActiveSyncはマイクロソフト社のダウンロードサイトから
  入手できます。詳しくは取扱説明書をご参照ください。

メール作成メール作成

スタートメニューの「SoftBankメール」をタップして起動します。

ホーム画面／スタートメニューの「電子メール」をタップして起動します。

SoftBankメール

電子メール

メール作成画面へ。

アイコンをタップ 「新規作成」を選択 メールの種類を選択

アイコンをタップ 「電子メールの設定」をタップ アカウントを入力

アカウント設定後、
メール作成画面へ。

＊ケータイでアクセスする場合、別途通信料がかかります。

P.15 P.16



ソフトバ ンク は 、は じ め て い ま す。
続 け て い き ま す。環 境 へ の 取 り組 み。

ht t p : // w w w . sof t b ank mobi le . co . jp

ECO

ソフトバンクモバイル国際コールセンター
海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3 -5351-3491（有料）

ソフトバンクモバイルお客様センター
総合案内：ソフトバンク携帯電話から  157（無料）
紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
総合案内：一般電話から    0088 -21-2000（無料)

お問い合わせ先 一覧
お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

2010年 2月 第2版発行 ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名 : SoftBank X02T
製造元：株式会社 東芝 モバイルコミュニケーション社
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http://www.softbankmobile.co.jp



