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1 はじめに 

本機の外観 

 

 

  端末の電源をオン/オフにしたり、再起動する場合は、電源ボタンを長押しします。 

 画面をオン/オフにするには、電源ボタンを 1 回押します。 

 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。 

 microUSB ケーブル、イヤホン、microSD カードは付属していません。 

 本機には電池が内蔵されています。お客様による取り付け／取り外しは行えません。 

 本機では市販の 2G バイトまでの microSD カード、32G バイトまでの microSDHC

カードに対応しています。市販されているすべての microSD カードの動作を保証す

るものではありませんので、あらかじめご了承ください。 
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USIM カード/microSD カードを取り付ける 

1. USIM カバーを取り外す 

 
 

1) ①のくぼみ部分に指をかけて、ゆっくりと矢印②の方向に少し持ち上げます。 

2) ③のツメの部分に指をいれ、少し上に持ち上げます。続けて④、⑤のツメ部分につい

ても同様に操作します。 

3) ⑥の方向に持ち上げて USIM カバーを取り外します。 

  使用中に USIM カードを取り外すと本機が正常に動作しなくなりますので、本機の電

源が入っている状態では絶対に取り外さないでください。 

 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 カードは、当社が指定するネットワーク以外では使用できません。 

 USIM カードの所有権は当社に帰属します。 

 紛失、盗難時など USIM カードの再発行は有償となります。また解約時は当社にご返

却ください。 

 USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更となる場合があります。 

 お客様自身で USIM カードに登録された情報内容などは、メモなどに控えておいてく

ださい。万が一、登録された内容が消失した場合、当社は一切の責任を負いかねます

のでご了承ください。 

 USIM カードや USIM カード装着済み本機を紛失盗難された場合には、必ず緊急利用

停止の手続きを行ってください。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先

までご連絡ください。 



6 

2. USIM カード、microSD カードを取り付ける 

 
 

 USIM カード 

 microSD カード 

向きに注意し、金属部分を下にして矢印の方向に奥まで押し込んで取り付けます。 

USIM カード、microSD カードの取り付け/取り外しのときは、IC 部分に触れたり、傷

つけたりしないようご注意ください。 

3. USIM カバーを取り付ける 

 
 

1) USIM カバーのツメ（①、②、③、④）を本体側の穴に挿し込みます。 

切り欠きの向きに注意し、IC 部分を下にして矢印の方向に

カチッと音がするまで押し込んで取り付けます。 
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2) USIM カバーのツメ（⑤、⑥、⑦）を本体側の穴に挿し込みます。 

3) USIM カバーの外周をなぞり、浮きがないことを確認します。 

※順番通りに取り付けないと、破損することがあります。 

本機を充電する 

初めてお使いになる時や、長時間お使いにならなかった時は、必ず充電してからお使いく

ださい。 

充電が完了するとステータスバーのバッテリーアイコンが になります。  

1. 本機の外部接続端子に AC アダプタ（オプション品）の microUSB プラグを差し込み

ます。 

2. AC アダプタ（オプション品）をコンセントに接続します。

 
 

 本機の電源がオンの場合に充電すると、ステータスバーに が表示されます。 

 本機の電源がオフの場合に充電すると、画面に が表示されます。 

 
 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。 

 本機に対応している充電機器（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。 

 本機の充電には、本機に対応している AC アダプタ（オプション品）以外はご使用に

ならないでください。また、ケーブルを曲げたり、コネクタに力が加わらないようお

取り扱いください。故障の原因となります。 
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バッテリー使用上のご注意 

 本機を長時間使用していない場合やバッテリー残量が極端に少ない場合には、バッテ

リーの充電を開始した直後に電源を入れることができない場合があります。これは故

障ではありません。バッテリーを数分間充電してから、本機の電源を入れてください。 

 本機を長時間ご使用になる場合、高温になる場所、また、暖かい場所や熱のこもりや

すい場所では熱くなることがありますので、ご注意ください。 長時間肌にふれたま

ま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。    

 充電しながら本機やアプリケーション（ゲームなど）を長時間使用すると、本機や

AC アダプタ（オプション品）の温度が高くなることがありますので、温度の高い部

分に長時間触れないでください。低温やけどなどの原因となります。 

 バッテリーの充電完了までの時間は、周囲の温度やバッテリーの使用年数によって異

なります。 

ホーム画面の外観 

 
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。 
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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。 

 
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。 

 をタップすると、前の画面に戻ります。 

 をタップすると、ホーム画面に戻ります。 

 をタップすると、最近使用したアプリが表示されます。 

 
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。 

 

通知とステータスアイコン 

通知バーとステータスバーは、次のアイコンを表示して本機のステータスを通知します。 

 機内モード  Bluetooth 有効 

 GPS 使用中  充電中 

 充電完了  電池残量：少 

 新着 E メールあり   Wi-Fi ホットスポット有効 

 SIM カード未挿入  microSD カードを準備中 

 予定（カレンダー）の通知あり   アラーム設定中  

 アップロード中  ダウンロード中 

 メモリに空き容量なし  
アカウント同期不具合などの

エラーあり 

 データの同期中  同期失敗 

 VPN に接続済み  USB テザリング有効 

 Wi-Fi ネットワーク利用可能  Wi-Fi ネットワーク接続済み 

 USB デバッギング有効  イヤホン接続中 
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よく使用するキー 

 メニュー  共有 

 完了  編集 

 添付  追加 

 検索  設定 

 更新  データ削除 

 お気に入り  保存 

 システム環境の整理   

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。  
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ホーム画面上での操作 

 ホーム画面からアプリケーションを開くには、アプリケーションアイコンをタップし

ます。 

 ホーム画面から画面を切り替えるには、左右にフリックします。 

 ホーム画面をカスタマイズするには、ホーム画面の空いている場所を長押しして、メ

ニューを表示します。このメニューから、壁紙、ウィジェットなどのカスタマイズが

選択できます。 

 

 
 ステータスバーを下にフリックして、通知パネルを表示します。 

通知情報などを確認できます。 
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 をタップして、設定画面を呼び出すことができます。 

 

以下のような操作をすることができます。 

 Wi-Fi 機能を有効／無効に設定します。 

 モバイルネットワーク経由のデータアクセスを有効/無効に設定

します。 

 音／バイプ／サイレントに切り替えできます。 

 Bluetooth 機能を有効／無効に設定します。 

 GPS 機能を有効／無効に設定します。 

 画面の自動回転の ON／OFF を切り替えできます。 

 機内モードを有効／無効に設定します。 

各機能を無効に設定した場合は、アイコンがグレーで表示されます。 

 画面の明るさを切り替えできます。 
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をタップして表示されていない項目を表示したり、 

をタップしてショートカットを入れ替えたり、表示順を変更したり

できます。 

 

通知情報や実行中の情報が表示されます。タップすると、通知情報の確

認や関連機能の操作ができます。通知情報は、左右にフリックすると消

去できます。 

Google アカウントの設定 

Google アカウントを設定すると、Gmail や Google Play など Google が提供するオン

ラインサービスを利用できます。Google アカウント未設定の場合、「Gmail」などを起動

したときに Google アカウントの設定画面が表示されます。 

1. ホーム画面から、 (設定)＞「アカウントを追加」をタップします。 

2. 「Google」をタップします。 

3. 画面の指示に従って操作します。「新しいアカウント」をタップすると、新しいアカウ

ントを登録することができます。「既存のアカウント」をタップすると、既存の

Google アカウントを本機に追加することができます。 
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2 文字入力 

文字を入力するときは、画面に表示されるキーボードを利用します。ここではFSKAREN 

for Huaweiに設定した場合の、操作方法について説明しています。 

 キーボードを表示するには、文字入力箇所をタップします。 

 キーボードを非表示にするには、 をタップします。 

テキストの編集 

テキストのコピー、切り取り、および貼り付けができます。 

1. 文字列をタップすると、「選択」および「全て選択」が表示されます。「選択」をタ

ップすると、 および が表示され、ドラッグして範囲を指定します。全て選択を

タップすると、文字列を全て選択することができます。（文字の部分を長押ししても

および を表示させることができます。） 

2. コピーまたはカットをタップます。 

3. 文字を挿入したい場所をタップして、ペーストをタップすると、コピーやカットした文

字を貼り付けられます。 

入力方法の選択 

お買い上げ時は、FSKAREN for Huawei に設定されています。入力方法の切替手順は以

下のとおりです。 

1. テキスト箇所をタップすると、キーボードが表示されます。 

2. 通知バーを下にフリックして、通知パネルを表示します。 

3. 通知パネルで、入力方法の選択”をタップします。 

4. 表示されたメニューから、該当する入力方法を選択します。 

FSKAREN で入力する 

FSKAREN では、次の 3 種類のキーボードを利用できます。 
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 10 キー 

複数の文字が各キーに割り当てられています。フリック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の 2 種類から選

択できます。 

フリック入力 

 
トグル入力 

 
 

 文字種を切り替えます。 

 カーソル画面を表示します。 

 カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り／貼

り付けしたりできます。 

 変換範囲を 1 文字縮小します。 

 未確定の文字がないときは、カーソルを左に移動します。 
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 キーボードの種類を変更します。 

 カタカナや英数字に変換します。 

 「Menu」と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボード

の各種設定などができます。 

 入力中の文字の大文字／小文字を切り替えたり、濁点／半濁点を付けたり

します。 

 入力中の文字を確定します。 

 「次へ」と表示されているときは、改行します。 

 変換を行います。 

 と表示されているときは、スペースを入力します。 

 変換範囲を 1 文字拡大します。 

 未確定の文字がないときは、カーソルを右に移動します。 

 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続

して削除します。 

 顔文字／記号一覧を利用します。 

 キーボードを閉じます。 

  フリック入力：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／右にフリックして、入力する文字を選択する。 

 トグル入力：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。 

 変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。 

 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリックし

ます。 

 をタップすると、変換候補欄を広げられます。 

 

 QWERTY 

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。 
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 変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。 

 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリッ

クします。 

 をタップすると、変換候補欄を広げられます。 

 文字種を切り替えます。 

 キーボードの種類を変更します。 

 英字に変換します。 

 「Menu」と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボ

ードの各種設定などができます。 

 カーソル画面を表示します。 

 カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り

／貼り付けしたりできます。 

 変換範囲を 1 文字縮小／拡大します。 

 未確定の文字がないときは、カーソルを左／右に移動します。 

 キーボードを閉じます。 

 顔文字／記号一覧を利用します。 

 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を

連続して削除します。 

 入力中の文字を確定します。 

 「次へ」と表示されているときは、改行します。 
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 変換を行います。 

 と表示されているときは、スペースを入力します。 

 

 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。 

 

 変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。 

 変換候補の表示を切り替えるときは、変換候補欄を左／右にフリッ

クします。 

 をタップすると、変換候補欄を広げられます。 

 文字種を切り替えます。 

 英字に変換します。 

 「Menu」と表示されているときは、入力方法の切り替えや、キーボ

ードの各種設定などができます。 

 カーソル画面を表示します。 

 カーソルを移動したり、文字列の範囲を選択してコピー／切り取り

／貼り付けしたりできます。 

 小文字／大文字を切り替えます。 

 変換範囲を 1 文字縮小／拡大します。 

 未確定の文字がないときは、カーソルを左／右に移動します。 
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 キーボードを閉じます。 

 顔文字／記号一覧を利用します。 

 入力中の文字を確定します。 

 「次へ」と表示されているときは、改行します。 

 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を

連続して削除します。 

 変換を行います。 

 と表示されているときは、スペースを入力します。 

 

キーボードの種類を変更する 

1. キーボード表示中に「Menu」をタップします。 

2. １０キー／QWERTY／５０音／音声入力をタップします。 
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3 インターネット接続 

Wi-Fi ネットワークへの接続 

1. ホーム画面から、 (設定)>「Wi-Fi」をタップします。  

2. 「Wi-Fi」の隣にあるキーをタップします。 が表示され Wi-Fi がオンになります。 

3. 接続したい Wi-Fi ネットワークを選択して、各項目の設定を行います。 

Wi-Fi 機能をオンにすると、本機の消費電力が高くなります。Wi-Fi 機能を使用しない場合

は、本機能をオフにすることをおすすめします。 

Wi-Fi ネットワークへの接続（WPS 使用） 

ご使用の無線ルータが WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能をサポートしている場合、

WPS を使用してすぐに Wi-Fi ネットワークに接続することができます。 

1. ホーム画面から、 (設定)>「Wi-Fi」をタップします。  

2. >「WPS プッシュボタン」または「WPS PIN の入力」をタップします。画面

上の説明に従って、無線ルーターを操作します。 

 お買い上げ時、Wi-Fi機能はオンに設定されています。Wi-Fiネットワークとモバイルネッ

トワークの両方が利用可能な場合は、Wi-Fiネットワークに接続します。 

Wi-Fi ネットワークが切断されると、自動的に、モバイルネットワークに接続します。  

 接続したい Wi-Fi ネットワークが非公開の SSID の場合、 >「ネットワークを追

加」をタップして、必要なネットワーク情報（SSID など）を入力して Wi-Fi ネットワー

クに接続します。 
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4 アプリケーションの管理 

アプリケーションのインストール 

Google Play の利用 

Google Play™で公開されているアプリケーションを本機にインストールして利用できま

す。 

1. ホーム画面から、「Play ストア」をタップします。 

2. 「アプリ」をタップしてインストールするアプリを選択します。 

3. 「インストール」/料金表示欄をタップし、内容を確認します。 

4. 画面の指示に従ってダウンロード。 
 

提供元不明のアプリケーションのインストール 

サードパーティのアプリケーションなど、提供元が不明なアプリケーションのインストー

ルを許可します。  
提供元が不明なアプリケーションをインストールする際は、セキュリティについて十

分にご注意ください。 

  Google Play™を利用するには、Google アカウントの設定が必要です。 

Google Play™では、本機で動作しない仕様のアプリケーションについてはダウンロ

ードできない場合があります。 

 アプリケーションの自動アップデートにより、表示や操作方法が変更されることがあ

ります。 

 アプリケーションのインストールは安全であることをご確認のうえ、自己責任で行っ

てください。 

 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションにより自己または第三者へ

の不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。 

 本機や内蔵電池に負荷をかけるアプリケーションをご使用になりますと、内蔵電池  

の寿命を縮めたり故障の原因になったりすることがありますので、ご注意ください。 

 アプリケーションによっては、自動的にパケット通信を行うものがあります。 

 アプリケーションによっては、本機で正常に動作しない場合があります。 

 アプリケーションの購入は自己責任で行ってください。アプリケーションの購入に際

して自己または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。 
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1. ホーム画面から (設定)をタップします。 

2. 「セキュリティ」をタップします。 

3. 「提供元不明のアプリ」にチェックをつける。 

4. 注意内容を確認し、「OK」をタップします。 

アプリケーションキャッシュの消去 

適宜アプリケーションのキャッシュを消去すると、本機の動作がよりスムーズになります。 

1. ホーム画面から、 (設定)>「アプリを管理」をタップします。 

2. 「すべて」をタップしてすべてのアプリケーションを表示します。 

3. 「キャッシュを消去」をタップします。 

アプリケーションのアンインストール 

ホーム画面から、アンインストールするアプリケーションを長押しして、 にドラッグ

します。 

 最初からインストールされているアプリケーションの一部は、アンインストールすること

ができません。 
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5 メール 

SMS 

SMS は「メッセージ」を使用して送受信します。 

「ハングアウト」では SMS/MMS は送受信できません。 

E メール 

E メールアカウントの設定 

メールアドレスとパスワードを入力すると、E メールアカウントの設定を自動的に取得し、

簡単に設定できます。 

1. ホーム画面から、「ツール」> (メール)をタップします。 

2. 「アカウントを追加」画面で、アカウントタイプを選択します。 

3. 「アカウント設定」の画面で、E メールアドレスとパスワードを入力します。 

4. 「次へ」をタップして、画面上の説明に従って設定を完了します。 

アカウントを追加する場合は、 >「設定」>「アカウントを追加」をタップします。 

E メールアカウントの管理 

E メールアカウントの署名、フォントサイズ、受信トレイの更新頻度、および E メール通

知音を設定することができます。 

1. ホーム画面から、「ツール」> (メール)をタップします。 

2. >「設定」をタップします。これにより、以下が実行可能です。 

 「全般」をタップして、E メールのフォントサイズを変更、または E メールの削除後

に表示される画面を設定できます。 

 メールアカウントを選択して、E メールの署名を変更、受信トレイの更新間隔を設定、

E メール通知音を変更できます。 

 

 自動で設定できない場合や、手動で設定する場合は、受信設定や送信設定を入力す

る必要があります。あらかじめ必要なEメールアカウントの設定情報をご確認くだ

さい。 
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E メールアカウントの削除 

E メールアカウントを削除しても、サーバーに保存されている E メールは削除されません。

ブラウザまたは別のデバイスを使用して、メールボックスにログインし、メールを確認す

ることができます。E メールアカウントを削除すると、本機は該当アカウントによる E メ

ールの送信および受信を停止します。  

1. ホーム画面から、「ツール」> (メール)をタップします。  

2. >「設定」をタップします。 

3. E メールアカウントリストから、削除する E メールアカウントを選択します。 

4. 画面で、上にフリックして「アカウントを削除」をタップします。 
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6 マルチメディア 

写真やビデオの表示 

ギャラリーでは、本機で撮影した静止画／動画、ダウンロードしたデータなどを再生でき

ます。また、静止画の編集や、静止画／動画の共有ができます。 

1. ホーム画面から、「メディア」> （ギャラリー）をタップするとギャラリーが開

きます。 

2. 静止画または動画をタップすると、全画面モードで表示されます。画面を左右にフリッ

クすると、前後のファイルが表示されます。 

写真やビデオを表示する際、以下のことが可能です。 

 カメラを起動します。 

 写真やビデオを共有します。 

 小さなウィンドウでビデオを再生します。 

 メニューを表示します。 

静止画を撮影する 

ホーム画面から、 （カメラ）をタップします。 

 2 本の指でピンチイン／アウトすると、画面が拡大／縮小されます。 
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 撮影モードを切り替えます。 

 ギャラリーを開き、撮影した静止画／動画を確認できます。 

 静止画を撮影できます。 

 動画を撮影できます。 

 アウトカメラ/インカメラの切り替えを行います。 

 撮影画面のメニューが表示されます。 

動画を撮影する 

1. 静止画撮影画面から、 をタップし、動画を撮影します。 

2. 撮影が終わったら、 をタップします。 

動画撮影中 をタップすると、撮影を一時停止します。 をタップすると、撮影

を再開します。 
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パノラマ写真の撮影 

本機では、広角レンズなしで簡単にパノラマ写真を撮ることができます。 

1. 静止画撮影画面で左上のアイコン（例： ）をタップします。 

2. (パノラマ)をタップすると、パノラマ撮影モードに移行します。 

3. をタップして撮影を開始します。本機を左から右にゆっくり動かします。 

4. をタップして撮影を終了します。パノラマ写真が作成されます。 

写真やビデオの共有 

Bluetooth やメールなどを使って写真やビデオを共有できます。 

1. ホーム画面から、「メディア」> (ギャラリー)をタップしギャラリーを起動しま

す。 

2. 共有したい写真やビデオがあるフォルダをタップします。 

3. をタップして、選択したファイルの共有方法（Bluetooth など）を選択します。

詳細については、「ファイルの共有」をご参照ください。 

 ビューファインダー画面が赤くなった場合は、撮影されません。これは本機をあまりに速

く動かしたか、ビューファインダーの範囲がパノラマビューの上限を超えていることが原

因である可能性があります。本機をゆっくりと動かしてください。 
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7 カスタマイズ設定 

テーマの変更 

ホーム画面の壁紙やアプリケーションアイコンのデザインなどをまとめて変更します。 

1. ホーム画面から、「アクセサリ」> (テーマ)をタップします。 

2. 目的のテーマを選択し「適用」をタップします。 

ホーム画面へのウィジェットの追加 

カレンダー、ブックマークなどのウィジェットをホーム画面に追加できます。 

1. ホーム画面の背景部分を長押しします。 

2. 表示されたメニューから、「ウィジェット」を選択します。 

3. 追加したいウィジェットを長押しして、所定の場所にドラッグして放します 
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ホーム画面の追加/削除 

1. ホーム画面の背景部分を長押しします。 

2. 表示されたメニューから、「サムネイル」をタップします。 

3. サムネイル画面では、以下の操作ができます。 

 ホーム画面のサムネイルを長押しすると、位置を移動できます。 

 をタップすると、ホーム画面を追加できます。 

 

 
 

 をタップすると、空白のホーム画面を削除できます。 

アプリケーションアイコンなどが配置されているホーム画面は削除できません。 
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着信音の設定 

1. ホーム画面から、 (設定)>「音」をタップします。 

2. 「デフォルトの通知音」をタップし、着信音/音楽をタップします。 

3. 音や音楽を選択し適用をタップします。 

フォントサイズの設定 

1. ホーム画面から、 (設定)>「画面」をタップします。  

2. 「フォントサイズ」をタップします。 

3. 設定したいフォントサイズを選択します。 
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画面の明るさの調整 

本機は光センサーを内蔵しているため、周囲の明るさによって自動的に画面の明るさが調

整されます（"明るさを自動調"にチェックが入っている場合）。また手動でも画面の明るさ

を調整できます。 

1. ホーム画面から、 (設定)>「画面」>「画面の明るさ」をタップします。 

2. スライダーを左右にドラッグして、画面の明るさを調整します。 



32 

8 ファイルの共有 

Bluetooth によるファイルの共有 

1. ホーム画面から、 (設定)>「Bluetooth」をタップします。 

2. 「Bluetooth」の隣にあるキーをタップすると が表示され Bluetooth がオンにな

ります。 

3. 本機の名称（403HW）が表示されている欄にチェックをつけると、別の Bluetooth

デバイスが本機を認識できるようになります。ファイルを受け取るデバイスの

Bluetooth をオンにします。本機は、使用可能なデバイスを自動的に検索します。 

4. 本機とペアリングするデバイスを選択します。 

5. 本機で、共有するファイルを長押しします。表示されたメニューで、「共有」>

「Bluetooth」をタップします。 

6. 表示されたメニューで、目的のデバイスを選択します。デバイスで、必要なキーをタッ

プしてファイルを受信します。 

パソコンからのファイルのコピー 

USB ケーブルを使用して、本機をパソコンに接続します。本機の画面上の説明に従って、

接続方法を選択します。これで、本機とパソコンの間でファイルを転送できます。 

接続モード 機能 操作 

「メディア

デバイス

(MTP)」 

 パソコンで、本機および

microSD カードに保存された

ファイルを表示し管理します。 

 パソコンの Windows Media 

Player 11 以降のバージョンを

使用して、本機および

microSD カードに保存された

マルチメディアファイルを表示

し管理します。 

 パソコンに新たに表示されたド

ライブ名をクリックします。本

機とパソコン間でファイルを転

送します。 

 パソコンで Windows Media 

Player を起動します。画面上の

説明に従って、マルチメディア

ファイルを本機とパソコン間で

転送します。 
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接続モード 機能 操作 

「USB フラ

ッシュドラ

イブ」 

パソコンで、microSD カードに保

存されたファイルを表示し管理し

ます。 

説明 

 この方法は、本機に microSD カ

ードが挿入されている場合にのみ

実行できます。 

パソコンに新たに表示されたドラ

イブ名をクリックします。

microSD カードとパソコン間でフ

ァイルを転送します。 
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9 連絡先 

連絡先の登録 

1. ホーム画面から、「ツール」> (連絡先)をタップすると、連絡先リストが表示さ

れます。 

2. をタップします。 

3. 連絡先名、電話番号、E メールアドレスなどの情報を入力します。 

「別のフィールドを追加」をタップすると、「チャット」「住所」「メモ」などの項目

を追加できます。 

4. 「保存」をタップします。 

連絡先のインポート 

microSD カードから本機に、連絡先をインポートすることができます。Bluetooth を使

用して、別の Bluetooth デバイスから連絡先をインポートすることもできます。 

1. ホーム画面から、「ツール」> (連絡先)をタップすると、連絡先リストが表示さ

れます。 

2. >「インポート/エクスポート」をタップします。  

3. インポート方法を選択し、画面上の説明に従って連絡先をインポートします。  

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。 

 Googleアカウントを設定した場合、連絡先をGoogleアカウントに登録することができ

ます。USIMカードが取り付けた場合、連絡先をUSIMカードに登録することができます  

初めて連絡先を作成する場合は、保存先の設定画面が表示されます。 

 Bluetooth を使用して他のデバイスから連絡先をインポートする場合は、デバイスで

Bluetooth をオンにして、画面上の説明に従って本機とペアリングします。 
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連絡先のバックアップ 

連絡先が誤って削除されたり、失われたりしないように、microSD カードにバックアッ

プすることができます。 

1. ホーム画面から、「ツール」> (連絡先)をタップすると、連絡先リストが表示さ

れます。 

2. >「インポート/エクスポート」をタップします。  

3. 「ストレージにエクスポート」をタップします。 

連絡先の共有 

E メールや Bluetooth など、複数の方法で、本機内の連絡先を共有することができます。 

1. ホーム画面から、「ツール」> (連絡先)をタップします。  

2. 連絡先リストでは、以下が可能です。 

 共有する連絡先を選択し、 >「共有」をタップします。  

 >「インポート/エクスポート」>「連絡先の共有」をタップすると、共有する

連絡先を追加できます。 

3. 表示されたダイアログボックスで、共有方法を選択して画面上の説明に従います。詳細

については、「ファイルの共有」をご参照ください。 
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10 設定 

ディスプレイの消灯時間の設定 

ディスプレイが自動的に消灯するまでの時間を設定します。 

1. ホーム画面から、 (設定)>「画面」>「スリープ」をタップします。  

2. ディスプレイが消灯するまでの時間をタップします。 

画面ロックの設定 

ディスプレイが消灯して本機を操作できなくなるように画面ロックを設定します。また、

画面ロックの解除セキュリティを設定できます。 

1. ホーム画面から、 (設定)>「セキュリティ」>「画面のロック」をタップします。 

2. ロックを解除する時の方法を選択し、設定します。 

本機の操作が一定時間なかった場合、自動的に画面がロックされます。また電源キーを押

して画面をロックすることもできます。 

音量の調整 

音楽、動画、ゲーム、その他のメディア、通知、アラームの音量を設定できます。  

1. ホーム画面から、 (設定)>「音」>「音量」をタップします。 

2. スライダーを左右にドラッグして、音量を調整します。 

音量キーを使用して、アプリケーション実行中に音量を調節することもできます。 

メモリ状態の確認 

1. ホーム画面から、 (設定)をタップします。 

2. 「ストレージ」をタップしてメモリ状態を確認します。 
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日時の設定 

日時を手動で設定する場合は、下記操作を行ってください。 

1. ホーム画面から、 (設定)>「日付と時刻」をタップします。 

2. 「日付と時刻の自動設定」をタップし、チェックをはずします。 

3. 日付や時刻などの設定を行います。 

microSD カードのフォーマット化 

1. ホーム画面から、 (設定)をタップします。 

2. 「ストレージ」>「SD カード内データを消去」をタップします。  

本機の初期化 

1. バックアップしてください。ホーム画面から、 (設定)>「バックアップとリセッ

ト」をタップします。 

2. 「テータの初期化」をタップして、画面上の説明に従って本機をお買い上げ時の状態に

戻します。 

ソフトウェア更新 

1. ホーム画面から、「システム」>「ソフトウェア更新」をタップします。 

 日付と時刻の自動設定のチェックが入っている場合は、ネットワーク上の日付時刻情報を

基にして、自動的に補正します。 

microSD カードをフォーマット化する前に重要データをバックアップしてください。   

  初期化すると本機に設定した Google アカウントや、ダウンロードしたアプリケーシ

ョンなど本機内のデータを消去し、お買い上げ時の状態に戻します。 

 本機能を実行する前に、重要なデータはバックアップしてください。 

 本機内に保存されているデータが消去される可能性があります。本機を更新する前に

重要なデータをバックアップしておいてください。  
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2. 画面の指示に従って操作します。「ソフトウェア更新」をタップすると手動でソフトウ

ェアを更新します。「自動更新設定」をタップすると、自動で最新ソフトウェアに更新

する設定を行います。 

「更新時刻設定」をタップすると、ソフトウェア更新を実施する時刻が設定できます。 

技術基準適合情報 

技術基準適合情報を表示できます。 

技適マークは「設定」>「タブレット情報」>「認証情報」で確認できます。 

保証とアフターサービス 

保証について 

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。 

 お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。 

 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。 

 保証期間は、保証書をご覧ください。 

 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したために、お客

様、または第三者が受けられた損害につきましては、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。 

 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありま

すので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故

障または修理の際に本機に登録したデータ（連絡先／音楽／静止画／動画など）や設

定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、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。 

 本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は

修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。 

アフターサービスについて 

修理を依頼される場合、お問い合わせ先へご相談ください。その際、できるだけ詳しく異常の

状態をお聞かせください。 

 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。 

 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望によ

り有償修理いたします。 
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アフターサービスについてご不明な点は、お問い合わせ先までご連絡ください。 

お問い合わせ先一覧 

お困りのときや、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。 

 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。 

※ホーム画面で「設定」→「タブレット情報」→「端末の状態」をタップ。「電話番号」

に自分の電話番号が表示されます。 

※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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