
タッチパネルの使いかた
タッチパネルは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。
•	本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。
■■ ■タップ／ダブルタップ
項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。2回
続けて同じ位置をタップする操作を、ダブルタップ
と呼びます。

■■ スワイプ／スライド
画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。

■■ ドラッグ
アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までな
ぞります。

■■ ピンチ
ディスプレイに2本の指で触れたまま、その指を開い
たり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。
画像などを拡大／縮小するときに使用します。

■■ ロングタッチ
アイコンやキーに触れた状態を保ちます。

■■ フリック
画面を指ですばやくはらうように操作します。

電源を入れる／切る
1■電源キー（T）を2秒以上長押し
•	お買い上げ後、はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。「初期設定」に進んでください。
•	ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。
•	反応がない場合は充電が不十分なことがありますので、再度充電してください。

■■ 電源を切る
a  電源キー（T）を1秒以上長押し
•	強制的に電源を切るには6秒以上長押しします。

b  「電源を切る」→「OK」

■■ 強制的に再起動させる
a  電源キー（T）を13秒以上長押し

初期設定
はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入れて
しばらくすると、「ようこそ」画面（初期設定の開始画面）が表示されます。画面の指示に従って設定します。
•	ここでは、USIMカードが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れてGoogleアカウントを設定する場合の
初期設定について説明します。
•	既存のアカウントを設定する場合は、表示されない画面があります。その場合は、次の操作へ進んでください。
•	データの同期など、一部自動的に通信を行う仕様となっており、通信料がかかる場合があります。電波状態のよ
いところで行ってください。

1■ 「日本語」を表示→■
•		日本語以外の言語を表示さ
せたい場合は、「日本語」を
上下にスワイプ／スライド
して言語を選択します。
•		「	 	緊急通報」をタップす
ると、緊急通報ができます。

8■ 「再設定オプションをセット
アップ」→パスワードを忘
れたときの連絡先（SMS送
信先の電話番号と予備のメ
ールアドレス）を設定
•	パスワードの再設定を行わ
ない場合「後で」をタップ
します。

2■ 「スキップ」→「スキップ」
•	Wi-Fi機能がオンになりま
す。
•	Wi-Fiのアクセスポイントを
ご利用になる場合には、ご
利用になるアクセスポイン
トをタップし、画面の指示
に従って設定します。
※	電波状態によっては、この
後操作9に進む場合があり
ます。その場合は操作9の
画面で	 	をタップして操
作2に戻り、再度お試しく
ださい。

9■ Googleサ ー ビ ス を 設■
定→■
•		Googleアカウントにバッ
クアップしたデータを端末
に復元するかどうか、位置
情報を有効にするかどうか、
Google	Playからの情報を
入手するかどうかを設定し
ます。

3■ Googleアカウントの有無
を確認する
•	新規作成する場合「いいえ」
をタップし、操作4へ進んで
ください。
•	既にお持ちの場合「はい」を
タップします。メールアドレ
ス（@より前の文字）とパス
ワードを入力→	 	→利用規
約、プライバシーポリシーな
どを確認→「OK」をタップし、
操作9へ進んでください。

10■「同意する」
•		アカウントを作成しない場
合「アカウントを作成しな
い場合」をタップします。
•		「利用規約」「プライバシーポ
リシー」「プライバシーに関
するお知らせ」をタップす
ると、GoogleやChrome、
Google	PlayTMの利用規約な
どを確認できます。

4■ 「アカウントを作成」
•	Googleアカウントを設定
すると、GmailやGoogle	
PlayTMなどGoogleが提供
するオンラインサービスを
利用できます。初期設定で
Googleアカウントの設定を
省略した場合、「Gmail」な
どをはじめて起動したとき
にGoogleアカウントの設定
画面が表示されます。

11■表示されている文字を入力
欄に入力→■

5■ 姓と名を入力→■ 12■「今は設定しない」
•		Google+にアップグレード
する場合「ご利用開始」を
タップし、画面の指示に従
って操作してください。
•	既にお持ちのGoogleア
カウントを設定した場合、
Googleサービスの設定を求
められます。操作9を参照し
て設定してください。

6■ メールアドレス（@より前
の文字）を入力→■

13■Google■Walletの設定を行
う
ホーム画面が表示されます。
•		Google	PlayTMでの購入を
行う場合は「クレジットカ
ードまたはデビットカード
の追加」または「コードを
利用」をタップし、画面の
指示に従って操作してくだ
さい。
•	購入しない場合「後で行う」
をタップします。
•	既にお持ちのGoogleアカウ
ントを設定した場合、本機
の所有者情報の入力を求め
られます。操作5を参照して
入力してください。

7■ 「パスワード」「パスワード
の再入力」を入力→■

はじめに
この度は、302HW（以下、本機）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「クイックスタート」をよくお読みいただき、正しくお使いください。またお読みになっ
た後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
■■ スマートフォンの自動通信について

スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするための通信
など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。データを自動で同期することで常に最新のデータを確認した
り、より便利にご利用いただくことができますが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。
■■ 本機の取扱説明書

本書で紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は、本機に搭載さ
れている「取扱説明書」アプリケーション、またはワイモバイルのホームページからご覧いただけます。
•	 	「取扱説明書」アプリケーション：ホーム画面で「システム」フォルダ→「取扱説明書」
•	 	ワイモバイルのホームページ：http://ymobile.jp/
■■ 安全上のご注意

本機をご使用になる前に、取扱説明書の「ご利用いただくにあたって」をお読みのうえ、正しくお使いください。
•	 	「Google	PlayTM」および「Google	Play」ロゴは、Google	Inc.の商標または登録商標です。
•	その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
■■ ご利用にあたって

本機に保存されたデータは、こまめにバックアップをとっていただくことをおすすめします。
■■ 本書での表記について

本機は、本体のカラーにより、お買い上げ時のテーマ（壁紙やアイコン）の設定が異なります。本書では、本体の
カラーがホワイト（「Pure」のテーマ）を例にして記載しています。
テーマの変更方法やアイコンの一覧など、詳しくは本書の「テーマについて」をご覧ください。
お買い上げ品の確認
お買い上げ品には、302HWと付属品が同梱されています。次のものがすべてそろっていることをご確認ください。
•		302HW本体 •	microUSBケーブル（HWDBC1） •	専用工具	（試供品）※ •		イヤホンマイク（試供品）	

（HWLBC1）

•	

•		302HWクイックスタート（本書）
•	お願いとご注意
•	本体保証書
•		【重要】同梱品のお取り扱いについて
※：	小さな部品ですので、お取り扱いにご注意ください。

※microUSBケーブル・イヤホンマイク・専用工具は、同梱の付属品をご使用ください。
※	本機には電池が内蔵されています。お客様による内蔵電池の取り外し／取り付けはできません。
※	ACアダプタは付属していません。オプション品（別売）のACアダプタをお買い求めください。

ご使用前の準備
各部の名称と機能
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a サブマイク
•	通話時のノイズ音低減のために使用されます。

b 外部接続端子
c イヤホンマイク端子
•	 イヤホンマイクは、付属品をご使用ください。付属
品以外での動作保証はいたしませんので、あらかじ
めご了承ください。

d 受話口
e 調光センサー／近接センサー
•	周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明るさ
を調整します。
•	通話中に顔などが近づいたことを感知します。

f LEDランプ
g ディスプレイ（タッチパネル）
•	指で直接触れて操作できます。

h ホームキーJ※1
•	ホーム画面に戻ります。

i 戻るキーB※1
•	直前の画面に戻るときに使用します。

j 送話口（マイク）
k インカメラ

l 最近使用したアプリキーR※1
•	最近使用したアプリケーションの一覧を表示する
ときに使用します。

m 電源キーT
•	本機の電源が切れているときに長押しすると、電
源が入ります。
•	本機の電源が入っているときに長押しすると、マ
ナーモードや機内モードに設定したり、電源を
切ったりすることができます。
•	本機の電源が入っているときに押すとディスプレ
イの点灯／消灯ができます。消灯すると自動的に
画面ロックがかかります。

n 音量上／下キー +／ -
o microSDカードトレイ
p USIMカードトレイ
q アウトカメラ
r 3G■／■LTEアンテナ部分※2

s フラッシュ
t Wi-Fi ／ Bluetooth® ／ GPSアンテナ部分※2

u スピーカー
v 3G■／■GSM■／■LTEメインアンテナ部分※2

※1：ディスプレイ消灯中や、画面ロック中は表示されません。
※2：	アンテナ付近を手で覆うと、通話、通信品質に影響を及ぼす場合があります。

USIMカードの取り付けかた
•	 USIMカードの取り付け／取り外しのときに無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
■■ USIMカードについて

本製品をご利用になるお客様に貸与されているICカードのことをUSIMカードといい、
お客様の電話番号などの情報が記録されています。本製品を使用するにはUSIMカード
を本体に取り付ける必要があります。USIMカードの台紙に記載されている取扱説明も
参照してください。

•	 USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず本機の電源を切ってから行ってください。
•	 専用工具（試供品）、USIMカード、USIMカードトレイは小さな部品ですので、お取り扱いにご注意ください。

注 意

■■ ■USIMカードを取り付ける
詳しい手順は同梱の「【重要】同梱品のお取り扱いについて」をご覧ください。
1■専用工具（試供品）をトレイの穴に差し込み、矢印の方向に■
ゆっくりと押します。（a）

2■出てきたトレイを引き出します。（b）

3■USIMカードをトレイに取り付けます。

4■USIMカードスロットに、USIMカードを取り付けたトレ■
イを、矢印の方向にゆっくりと奥まで押して取り付けます。

充電のしかた

ACアダプタの
プラグ

b
外部接続端子

microUSBプラグ

家庭用AC
コンセント

a

ACアダプタ（オプション品）を使用して充電し
ます。a、bの順に接続してください。
•	お買い上げ時、本機の内蔵電池は十分に充電され
ていません。はじめてお使いになるときは、必ず
充電してからお使いください。
•	 ACアダプタは必ず本機に対応しているオプション
品（別売）を使用してください。
•	本機に対応している充電用機器（オプション品）に
ついては、ワイモバイルのホームページ	
（http://ymobile.jp/）にてご確認ください。
•	 microUSBプラグを取り付けるときは、正しい方向
に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付け
ようとすると、破損や故障の原因となります。

302HWクイックスタート

IC部分

（表面）

a
b

専用工具

切り欠き

電源キー

USIMカードトレイ

USIMカードスロット



基本的な操作

ホーム画面の見かた
ホーム画面は、本機を操作するための基本画面です。お気に入りトレイやフォルダからアプリケーション
を起動したり、ウィジェットを追加して使用したりするなど、用途に応じてさまざまな使いかたができま
す。ホーム画面は左右にスライドして切り替えることができます。

f■Yahoo!ニュースウィジェット
最新のYahoo!ニュースを表示したり、検索したりで
きます。

g アプリケーションアイコン
アプリケーションや機能を起動したり、本機の設定
項目を表示したりします。

h フォルダ
タップするとフォルダ画面が表示され、アイコンを
タップしてアプリケーションや機能を起動／表示し
ます。

i■「Pocket■WiFi」ウィジェット
Pocket	WiFi（Wi-Fiテザリング）のオン／オフを切
り替えたり、設定を変更したりできます。

•	ウィジェットとは、ホーム画面で動作するアプ
リケーションです。タップして起動や操作がで
きたり、自動的に情報が更新されたりします。

説 明

a ステータスバー
不在着信などの通知アイコン、ネットワークの種
類と受信レベルや電池残量などを示すステータス
アイコンを表示します。

b 各種ウィジェット
天気情報や日付・時刻の確認、連絡先の貼り付け、
ギャラリーの画像の表示、音楽の再生操作ができ
ます。

c インジケーター
表示中のホーム画面の位置を示します。

d お気に入りトレイ
すべてのホーム画面に表示され、アイコンをタッ
プしてアプリケーションや機能を起動できます。
最大5つのアプリケーションアイコンやフォルダを
配置できます。
•	お買い上げ時は左から「カメラ」、「ダイヤル」、
「メール」、「Y!ブラウザー」の順にアプリケーショ
ンアイコンが並んでいます。

e Google検索ボックス
文字や音声を入力して、本機内やウェブページの
情報を検索できます。
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※画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

■■ 画面ロックがかかったときは
本機を操作しない状態が一定時間続くと、画面が消灯し、自動的に画面ロックがかかります。ロックを解除す
るには、	電源キー（T）を押して画面を点灯させ、 ※	を右方向にドラッグしてください。このとき左方向
にドラッグするとカメラが起動します。
※：表示されるアイコンは、本体のカラーにより、お買い上げ時の設定が異なります。

キーボード（入力方法）を変更する
文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードには
Androidキーボード（英語（米国））とFSKAREN■for■Huawei（エフエスカレン）の2種類があり、変更
できます。
1■ホーム画面で「設定」→「すべて」タブをタップ
2■「言語と文字入力」→「デフォルト」
3■「Andoroidキーボード（AOSP）」／「FSKAREN■for■Huawei」
•	お買い上げ時は、「FSKAREN	for	Huawei」に設定されています。
•	日本語を入力する場合は、「FSKAREN	for	Huawei」をご利用ください。Androidキーボードでは日本語を
入力できません。

FSKAREN for Huawei（エフエスカレン）で文字を入力する
4種類のキーボードを利用できます。キーボード上の■ ■→「10キー」／「QWERTY（クウォーティー）」
／「手書き」／「50音」をタップして入力方法を切り替えられます。
•	キーボード入力時、キーボード上部のタブをタップすると、文字種を切り替えられます。
■■ 10キー
複数の文字が各キーに割り当てられています。スワイプして文字を入力するフリック入力、目的の文字が表示
されるまでキーを繰り返しタップするトグル入力、2タッチ入力の3種類から選択できます。
•	フリック入力とは、入力する文字の行が割り当てられているキーをタップしたまま、上／下／左／右にスワ
イプして、入力する文字を選択する入力方法です。キーに触れたときに、キーの上に表示される入力したい
文字の方向にスワイプします。ポップアップ中央の文字は、キーをタップするだけで入力できます。

■■ QWERTY（クウォーティー）
パソコンのキーボードと同様のキー配列で、日本語を入力するにはローマ字で入力します。
•	英字入力時に	 	をタップすると、英字の大文字／小文字を切り替えられます。
■■ 手書き
手書きで文字を入力します。
•	タッチパネルの認識状態や文字の形状によっては、正確に認識できない場合があります。
■■ 50音
50音のキーがすべて表示されているキーボードです。
•	ひらがな／カタカナ入力時に「小文字」／「大文字」をタップすると、大文字／小文字を切り替えられます。

10キー QWERTY 手書き 50音

自分の電話番号を確認する
1■ホーム画面で「設定」→「すべて」タブをタップ
2■「端末情報」→「端末の状態」
「電話番号」の下に自分の電話番号が表示されます。

電話をかける／受ける

電話をかける
1■ホーム画面で■ ※

「ダイヤル」タブが表示されます。
2■電話番号（市外局番を含む全桁）を入力
•	通話履歴や電話帳、お気に入りから相手の電話番号を選択して、電話をかけることもできます。

3■
発信されます。相手が応答すると通話中画面が表示されます。

4■通話が終わったら■
※：表示されるアイコンは、本体のカラーにより、お買い上げ時の設定が異なります。

電話を受ける
1■電話がかかってくる
2■ を右にドラッグ
通話中になります。

3■通話が終わったら■
マナーモード／機内モードを設定する
マナーモードに設定すると、着信音や通知音などが鳴らないように設定できます。機内モードに設定する
と、本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。
1■電源キー（T）を長押し→ または （マナーモードの場合）／「機内モード」
•■ をタップすると消音（ミュート）、 をタップするとバイブレーションが振動するように設定されます。

をタップすると、マナーモードが解除されます。
•	機内モードを解除する場合は、再度同じ操作をします。

電話帳に登録
電話番号やメールアドレスを連絡先に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを作成した
りできます。
1■ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→■
•	連絡先が1件も登録されていない場合は、「新しい連絡先を作成」をタップします。
•	 	初回利用時は、使用するアカウントの選択画面が表示され、連絡先の登録先を設定できます。使用するアカ
ウントの選択画面で「本体」をタップすると本機内、「SIM」をタップするとUSIMカードが登録先に設定さ
れます。本機にオンラインアカウントを設定している場合は登録先として表示され、アカウントを追加する
こともできます。

2■必要な項目を入力→「保存」
連絡先を取り込む
■■ Googleアカウントから連絡先を取り込む
	Googleアカウントに連絡先を登録している場合、本機でそのGoogleアカウントを設定すると、自動的に連絡
先が登録されます。
■■ 内部ストレージ／microSDカードから連絡先を取り込む
•	 インポートできるファイル形式は、vCard形式（拡張子：vcf）のみです。
a 	microSDカードからインポートする場合は、連絡先のデータが保存されているmicroSDカードを本機に取
り付ける

b  ホーム画面で「ツール」フォルダ→「連絡先」→	 	→「インポート／エクスポート」→「ストレージから
インポート」
•	連絡先が1件も登録されていない場合は、「連絡先のインポート」→「ストレージ」をタップします。

c インポート先を選択→インポートするvCardファイルにチェックを付ける→「OK」
■■ その他の方法で連絡先を取り込む
取扱説明書をご覧ください。

データの保存先を設定する
各アプリケーションから保存操作を行ったときのデータの保存先を、内部ストレージまたはmicroSDカー
ドから選択できます。
•	お買い上げ時は、内部ストレージに設定されています。
•	本機にmicroSDカードを取り付けていない場合は、保存先をmicroSDカードに設定できません。
1■ホーム画面で「設定」→「ストレージ」→「データ保存先設定」
2■「内部ストレージ」／「SDカード」→■注意内容を確認■→「OK」
再起動します。
■■ カメラで撮影した静止画／動画の保存先について
本機のカメラで撮影した静止画や動画の保存先は、次の方法で設定します。設定メニューの「データ保存先設定」
で設定した保存先とは異なりますのでご注意ください。
a ホーム画面で	 ※	→	 	→「その他」タブをタップ	→「保存先」→「SDカード」／「内部ストレージ」

※：表示されるアイコンは、本体のカラーにより、お買い上げ時の設定が異なります。

Pocket WiFi

Pocket WiFi（Wi-Fiテザリング）を利用する
本機をWi-Fiのポータブルアクセスポイントに設定して、Pocket■WiFi（Wi-Fiテザリング）を利用するこ
とができます。設定を行うと、他の通信機器から本機のLTE／ 3Gパケット通信を経由して、インターネッ
トへ接続できるようになります。
•	通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
•	他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大8台までです。
1■ホーム画面でPocket■WiFiウィジェットの■ ■部分をタップ
Pocket	WiFiが有効になると、ウィジェットが	 	になり、ステータスバーに■ ■が表示されます。

ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を確認する
お買い上げ時、ネットワークSSIDは「302HW-PocketWiFi」、セキュリティは「WPA2■
PSK」■、パスワードは端末ごとに異なる8桁の数字が設定されています。
1■ホーム画面でPocket■WiFiウィジェットの■ ■部分をタップ
2■「Pocket■WiFi設定」→「Pocket■WiFi設定」
3■ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を確認
•	「パスワードを表示する」にチェックを付けると、パスワードが表示されます。
•	データの初期化を行うと、パスワードも初期化されます。
■■ ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を変更する場合
ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を変更→「保存」

テーマについて
本機では、テーマを切り換えることで壁紙や各アプリケーションの画面カラー、アプリケーションアイコ
ンなどのデザインを変更することができます。テーマを切り換えるには、ホーム画面で「アクセサリ」フォ
ルダ→「テーマ」→利用するテーマをタップ→「適用」をタップします。
•	各アプリケーションの画面カラーやアプリケーションアイコンなどのデザインは、テーマを切り替えても変更さ
れない場合があります。

•	 	デザインが変更される各テーマの主なアプリケーションアイコンは以下のとおりです。詳しくは、取扱説明書を
ご覧ください。

アプリ名
テーマ

Pure※1 Elegant※2 Taste※3 Breeze Standard Vivid 

カメラ

ダイヤル

連絡先

設定

ギャラリー

カレンダー

メモ

テーマ

※1：	本体のカラーがホワイトのお買い上げ時に設定されています。
※2：本体のカラーがピンクのお買い上げ時に設定されています。
※3：本体のカラーがブラックのお買い上げ時に設定されています。

【お問い合わせ先】ワイモバイル カスタマーセンター

●■総合窓口（通話料有料）■
ワイモバイルの携帯電話から　■151■
一般電話、他社携帯電話から　0570-039-151■
受付時間：9:00～ 20:00（年中無休）
●■各種お手続き（通話料無料）■
ワイモバイルの携帯電話から　■116■
一般電話、他社携帯電話から　0120-921-156■
受付時間：自動音声応答にて24時間受付■
（年中無休）

●■海外から（通話料有料）■
+81-4-4382-0800■
受付時間：9:00～20:00（日本時間/年中無休）

※■お問い合わせの際に、ワイモバイルの携帯電話の電話
番号と暗証番号（新規ご契約時にお客様にてお決めい
ただいた4桁の番号）が必要となります。
※■一部の光電話、IP電話等からはご利用いただけない場
合があります。ご利用いただけない場合は、
■■■「044-382-0810（通話料有料）」をご利用ください。
ホームページ　http://ymobile.jp/
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