ごあいさつ

取扱説明書について

このたびは、
「LG it（エルジー イット）」
（以下、
「本製品」または「本体」と表記します）
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『取扱説明書』『ご利用にあたっての注意事項』『設定ガイド』また
は本書をお読みいただき、正しくお使いください。

主な機能の主な操作のみ説明しています。

■■オンラインマニュアル

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『オンラインマニュアル』は、本製
品から以下の操作でご確認できます。

同梱品一覧
ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。
●●本体

■『設定ガイド』
■
『取扱説明書』

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［取扱説明書］

●●電池パック（LGV36UAA）

また、『オンラインマニュアル』はauホームページからもご確認できます。
https://www.au.com/online-manual/lgv36/

■■auかんたんガイド

はじめてスマートフォンをお使いの方へ、使い方をわかりやすく説明したアプリ
をご用意しております。本製品から以下の操作でご確認できます。

a ホーム画面 u［auかんたんガイド］
●●背面カバー（LGV36TRA、
LGV36TLA、LGV36TWA）

●●設定ガイド
●●ご利用にあたっての注意事項
●●取扱説明書

ホームページ上に写真を使ったわかりやすい説明書（auかんたんガイドブック）
をご用意しております。
https://www.au.com/online-manual/guide/lgv36/
右記のQRコードをカメラでかざすと簡単
にアクセスできます。

■『取扱説明書
■
詳細版』（本書）

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』は、auホーム
ページでご確認できます。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/
以下のものは同梱されていません。
●●microUSBケーブル
●●microSDメモリカード

●●ACアダプタ
●●イヤホン

memo
• 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
• 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場
合があります。

■■For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ
You can download the English version of the "Basic Manual" from the
au website (available from approximately one month after the product
is released).
『取扱説明書・抜粋（英語版）』をauホームページに掲載しています（発売約1 ヶ
月後から）。
Download URL: https://www.au.com/english/support/manual/
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本書の表記方法について
■■掲載されているキー／ボタン表示について

本書では、キー／ボタンの図を次のように簡略化しています。
音量キー

電源キー

■■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について
本書では、操作手順を以下のように表記しています。
表記

意味

ホーム画面 u［電話］u［1］ ホーム画面下部の「
」をタップします。続けて
、
［4］［1］u［
］
、 の順にタップして、最後に「
」をタップし
ます。
ホーム画面 u［

］

ホーム画面下部の

をタップします。

• タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で軽く叩いて選択
する動作です。

■■掲載されているイラスト・画面表示について

本書はau Nano IC Card 04を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。
本書に記載されているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合
があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
実際の画面

本書の記載例

本書の表記では、画面上部
のアイコン類や下部のホー
ムタッチボタンなどは、省
略されています。

memo
• 本書では、『取扱説明書』『ご利用にあたっての注意事項』『設定ガイド』『取扱説
明書 詳細版』（本書）を総称して『取扱説明書』と表記します。
• 本書では本体カラー「メタリックレッド」の表示を例に説明しています。
• 本書では「au Nano IC Card 04」の名称を「au ICカード」と表記しています。
• 本書では縦表示の操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目／
アイコン／画面上のボタンなどが異なる場合があります。
• 本書では「auベーシックホーム」での操作を基準に記載しています。「ホーム選択」
（uP.23）でホームアプリを切り替えた場合は、操作が異なるときがあります。
• 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条
件などにより異なる場合があります。
• 本書では「microSD™メモリカード（市販品）」
「microSDHC™メモリカード（市
販品）」「microSDXC™メモリカード（市販品）」の名称を、
「microSDメモリカー
ド」もしくは「microSD」と省略しています。
• 本書表記の金額は特に記載のある場合を除き全て税抜です。
• 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、
本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
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本製品のご利用について
本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しく
ご使用ください。
故障とお考えになる前に、「故障紛失サポート」アプリ（uP.52）の「クイッ
ク診断」および「トラブル診断」でご確認ください。

■■クイック診断

ホーム画面 u［auサポート］u［故障紛失サポート］u［クイック診断してみる］

■■トラブル診断

ホーム画面 u［auサポート］u［故障紛失サポート］u［便利な機能］u［トラブ
ル診断を試す］
以下のauホームページからもご確認いただけます。
https://www.au.com/trouble-check/

• サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。
また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状
態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承
ください。
• 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言え
ませんので、ご留意ください（ただし、LTE ／ WiMAX 2+ ／ GSM ／ UMTS方式
は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。
• 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を
利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
• 本製品はau世界サービス対応の携帯電話ですが、
本書で説明しております各ネットワー
クサービスは、地域やサービス内容によって異なります。
• 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、
その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
• 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携帯電話
のIMEI情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
• 海外でご利用される場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認く
ださい。
• 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その
他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じ
た損害に関して、当社は一切責任を負いません。
• 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業
利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

安全上のご注意（必ずお守りください）
■■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害
を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
■■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や
損害の程度を説明しています。

危険
警告
注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫し
て生じることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定
される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合
および物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）
・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、
および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電な
どを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■■禁止・強制の絵表示の説明
禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。
水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないこと
を示す記号です。
濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号
です。
電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

• 『取扱説明書』や『取扱説明書 詳細版』（本書）の記載内容を守らないことにより、生
じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
• 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じ
た損害に関して、当社は一切責任を負いません。
• 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロード
されたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復に
より生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
• 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめし
ます。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障
害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ
い。

■■本体、背面カバー、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通

危険
高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こ
たつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、
放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

• 本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修理、
その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお
取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、
当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、
近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

• 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理な
どによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが
付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

• 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなる
こともありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常
に戻ります。
• 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部
に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。
これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
• 撮影などした写真／動画データや音楽データは、メール添付の利用などにより個別に
パソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定され
ているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめ
ご了承ください。
• 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、
不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力ください。auショップなど
で本製品の回収をおこなっております。
※ 本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
輸入元：LG Electronics Japan株式会社
製造元：LG Electronics Inc.

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、
充電しないでください。
また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類
のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないで
ください。
電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ ご注意いただきたい例
• ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
• 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
• ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

memo
• 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
• OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくな
る場合があります。
• 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏
れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

6

注意事項

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）
を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

オプション品は、auが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因とな
ります。

警告

■■本体について

危険
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えない
でください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、
踏みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触さ
せたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗っ
た後、直ちに医師の診療を受けてください。
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してくだ
さい。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発
生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を切り、充電をして
いる場合は中止してください。
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因とな
ります。
使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの
異常がみられた場合は次の作業を行ってください。
• 電源プラグをコンセントやアクセサリーソケットから抜く。
• 本製品の電源を切る。
• 電池パックを本製品から取り外す。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの
原因となります。

注意
破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでくださ
い。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。
湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでくだ
さい。
火災、やけど、感電などの原因となります。
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかた
をさせないでください。
けがなどの原因となります。
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。
本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがありま
すのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまう
などして、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。
アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、
本製品や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。温度の
高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みや
かゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

警告
ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、
乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけが
などの事故の原因となります。
自動車などの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。
点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。
本製品内のau ICカードやmicroSDメモリカード挿入口に水などの液体
（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの
異物を入れないでください。
また、au ICカードやmicroSDメモリカードの挿入場所や向きを間違えな
いでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定し
てください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従って
ください。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せら
れることがあります。
病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っている
とき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生な
どをする場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合があり
ます。
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。
心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意して
ください。
突然の着信バイブレータ（振動）や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を
及ぼす原因となります。
医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは
販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源
を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用
電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植
込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機
器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出
した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。
注意事項
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ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの
原因となります。

警告
異臭、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は、使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

注意
モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本
製品をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。
ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や
衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合
は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。
背面カバーを取り外す際は、必要以上に力を入れないでください。
背面カバーが破損し、けがなどの原因となります。
背面カバーを取り付けるときは、指などの体の一部を挟まないでください。
けがなどの原因となります。

ペットなどが電池パックに噛みつかないようご注意ください。
電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの
原因となります。

注意
電池パック内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつ
けないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、
すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてください。

背面カバーを外したまま使用しないでください。
やけど、けが、感電などの原因となります。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。
不要となった電池パックは、接続端子にテープなどを貼り、絶縁してから
auショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市区町村の指
示に従ってください。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波によ
る影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりま
すので、その場合は直ちに使用を中止してください。

濡れた電池パックを使用したり充電したりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医
師の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じること
があります。
各箇所の材質について→P.10「材質一覧」
本製品のスピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているため、金属片（カッ
ターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。
ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってく
ださい。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

■■電池パックについて

危険
金属片（ネックレスやヘアピンなど）や導電性異物などと接続端子が触れ
ないようにしてください。また、それらのものと一緒に持ち運んだり、保
管したりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パックを本製品にうまく取り付けできない場合は、無理に取り付けな
いでください。また、電池パックを本製品からうまく取り外せない場合は、
無理に取り外さないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パックの取り付けかた、取り外しかたについては以下をご参照ください。
→P.17「電池パックを取り付ける」
→P.17「電池パックを取り外す」
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏みつ
けたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パックを本製品に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめてく
ださい。
誤った向きで取り付けると、電池パックの発火、破裂、発熱、漏液により、
火災、やけど、けがなどの原因となります。
電池パックの取り付けかたについては以下をご参照ください。
→P.17「電池パックを取り付ける」
電池パック内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で
洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
電池パック内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。
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電池パック内部の物質などが漏れたり、異臭がしたりするときは、直ちに
使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

注意事項

本製品本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を接
続しないでください。
発火・感電の原因となります。

■■充電用機器について

警告
指定の充電用機器（別売）のコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定のDCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用
しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
雷が鳴り出したら、アダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。
コンセントやアクセサリーソケットにつないだ状態で外部接続端子をショー
トさせないでください。また、外部接続端子に手や指など、体の一部を触れ
させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の充電用機器（別売）のコードの上に重いものをのせたり、引っ張る
など無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
コンセントに指定の充電用機器（別売）を抜き差しするときは、金属製ス
トラップなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の充電用機器（別売）に海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）
を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
本製品にアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
濡れた手でアダプタのコードや外部接続端子、電源プラグに触れないでく
ださい。
火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。また、海外で充電する場合は、海
外で使用可能な指定の充電用機器（別売）で充電してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なACアダプタ： AC100V ～ 240V（家庭用交流コンセ
ントのみに接続すること）
DCアダプタ： DC12V・24V（マイナスアース車専用）
指定のDCアダプタのヒューズを交換する場合は、必ず指定のヒューズを使
用してください。
指定以外のヒューズを使用すると、火災、やけど、感電などの原因となり
ます。指定のヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。
電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因とな
ります。
指定の充電用機器（別売）をコンセントやアクセサリーソケットに差し込
むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
電源プラグをコンセントやアクセサリーソケットから抜く場合は、指定の
充電用機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ
を持って抜いてください。
指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、
やけど、感電などの原因となります。

■■医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

警告
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を
装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および
使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植
込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影
響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがあ
る場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（機
内モードまたは電源OFFなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気
機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器
の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従って
ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

本製品に指定の充電用機器（別売）を抜き差しする場合は、コードを引っ
張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差しして
ください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
外部接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。
また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
外部接続端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因と
なります。
使用しない場合は、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセント
やアクセサリーソケットから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因とな
ります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、
直ちにコンセントやアクセサリーソケットから電源プラグを抜いてくださ
い。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となり
ます。
お手入れの際は、電源プラグをコンセントやアクセサリーソケットから抜
いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

注意
コンセントやアクセサリーソケットにつないだ状態で指定の充電用機器（別
売）に長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

■■au ICカードについて

注意
au ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面に
ご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

注意事項
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材質一覧

取り扱い上のご注意

＜本体＞
使用箇所

使用材質

表面処理

外装ケース

PC + ASA樹脂 +
GF30%

UVコーティング

ディスプレイ

ガラス

黒印刷

受話口（レシーバー）

SUS

焼付塗装

音量キー（UP ／ DOWN）

PC

UVコーティング

電源キー、電源キー飾り、カメラレ
ンズ飾り

PC

UVコーティング

カメラレンズ

MR58U

背面2回印刷

au ICカードスロット／ microSDメ
モリカードスロット

SUS+Cu

Ni+Au

スピーカー装飾部

ISPM + Tape

1回印刷

■■本体、背面カバー、電池パック、充電用機器、au ICカード、周辺機器共通
●● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に
入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類のポケットに入れ
て座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。
また、外部接続器を外部接続端子やイヤホン端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障
の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
●● 極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
（周囲温度5℃～ 35℃、湿度35％～ 85％の範囲内でご使用ください。）
●● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

＜背面カバー＞
使用箇所
本体

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

使用材質
PC

表面処理
UVコーティング

●● 外部接続端子やイヤホン端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると
接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子やイヤ
ホン端子を変形させないでください。
●● お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く
擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着し
たまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、
ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障したりする原因となります。
●● 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があり
ますので、なるべく離れてご使用ください。
●● 充電中など、
ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。

＜電池パック＞
使用箇所

使用材質

表面処理
ー

●● 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外す
と、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
●● 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。

外装（前、後、左、右）

AI

外装（上下）

PC

テクスチャ

●● 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

端子部

CU

電気メッキ（ニッケル+
金）

●● 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因と
なります。
●● 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
●● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品
の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。
●● 接続端子やイヤホン端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属
片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入ったりしないようにしてください。
故障の原因となります。
●● 水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れ
た手での使用は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因とな
ります。
●● 水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
●● 充電中に濡れた場合には直ちに指定の充電用機器（別売）の電源プラグを抜いてください。
●● 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自動車・
原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の
使用も法律などで罰せられる場合があります。
●● かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。
●● 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっす
ぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
●● カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。
故障の原因となります。
●● 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気や
ほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
●● ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中やバイ
ブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となります。
●● 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使用しない
でください。

■■本体について
●● 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や破
損の原因となる場合があります。
●● ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。
傷の発生や破損の原因となります。
●● タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のとがった
もの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
●● 電池パックを外したところに貼ってあるIMEIの印刷されたシール内に表示された「技適マー
ク 」は、お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電気通信事
業法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
●● 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法
および電気通信事業法に抵触します。
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業法に基づ
く端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、
「技適マーク 」が本製品本
体の銘板シールに表示されております。
本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となりま
す。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法
に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
●● 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障の原因と
なる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
●● キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけないで
ください。記録内容が消失する場合があります。
●● ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないよ
うにしてください。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレ
イに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。
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注意事項

●● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口
の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くこと
があります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因
となりますのでご注意ください。
●● microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電池パッ
クを取り外したり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
●● 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ったりすると、周囲の
明暗に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
●● 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中にディスプレ
イの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意ください。
●● 背面カバーを外したまま使用しないでください。また、放置・保管しないでください。内部
にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。
●● 本製品内のau ICカードやmicroSDメモリカード挿入口に液体、金属体などの異物を入れな
いでください。故障の原因となります。
●● 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因と
なります。
●● 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、サブマイク、
スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入したりす
ると故障の原因となります。

■■カメラ機能について
●● 大切な撮影などをするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されている
ことをご確認ください。
●● 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

■■著作権・肖像権について
●● お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなどで取得し
たデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場合、個人で楽しむ
などの他は、著作権法により、権利者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。
また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがあり
ますので、そのようなご利用もお控えください。
なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制
限している場合がありますのでご注意ください。
●● 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、著作権や肖像権
に十分ご注意ください。

■■本製品の記録内容の控え作成のお願い
●● ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控
えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操
作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。

■■タッチパネルについて
●● ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼ると、
タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
●● ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づ
いた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■■FCC認証情報
●● 本製品は、Federal Communications Commission（FCC）の認証を受けています。
本製品のFCC IDはZNFLETです。

■■電池パックについて

Li-ion00

（本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。）
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。
充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならな
かったときは、ご使用前に充電してください。

●● 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池パックの
容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。
できるだけ、常温でお使いください。
●● 長時間使用しない場合は、本体から電池パックを外し、高温多湿を避けて保管してください。
●● 電池パックは消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合に
は寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、
寿命は使用状態などにより異なります。
●● 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチ
ウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。
●● 破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。故障の原因となる場合があります。
●● 電池パックを水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると故障の原因となります。
誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもし
くは故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。また、濡れた電池パックは充電をしな
いでください。
●● 電池パックを取り外すときは、必ず本製品の凹み部分を利用して取り外してください。本製
品の凹み部分以外から取り外そうとすると、本製品の接続端子を破損するおそれがあります。
●● 本製品の凹み部分を利用する際、ペンなど、先の細いものを差し込まないでください。発火・
破損・傷害の原因となります。
●● 警告音が鳴り、ディスプレイに「バッテリー残量低下」が表示されましたら、電池切れです。
すみやかに充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。

■■充電用機器について
●● 指定の充電用機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、
充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。
アダプタやUSBケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加え
たりしないでください。故障の原因となります。
●● 指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはアクセサリーソケットから抜く
ときは、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するお
それがあります。

■■au ICカードについて
●● au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
●● 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様
の責任となりますのでご注意ください。
●● au ICカードにシールなどを貼らないでください。
●● 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因になります。
●● カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、
衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど）はしないでください。データの
消失や故障の原因となります。

■■背面カバーについて
●● 廃棄の際は、それぞれの地域ルールにしたがって分別廃棄を行ってください。

注意事項

11

Bluetooth® ／無線LAN（Wi-Fi®）機能について
• 本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、日本国内規格、FCC規
格およびEC指令に準拠し、認定を取得しています。
• 一部の国／地域ではBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能の使用が制限される
ことがあります。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご
確認ください。
• 無線LAN（Wi-Fi®）やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が
運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低
下することや、通信が切断することがあります。
• 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているとこ
ろで使用しないでください。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなったりす
ることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱
れたりすることがあります。
• 近くに複数の無線LAN（Wi-Fi ®）アクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用
していると、正しく検索できない場合があります。
• 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。
• 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異な
ります。

IEEE802.11b/g/n
IEEE802.11a/n/ac
W52

W53

W56

2.4FH1/DS4/OF4/XX8

2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品のBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用します。
この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、
ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別
用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以
下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに
本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターま
でご連絡ください。

memo
• 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との接続動作を確認
したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）
対応機器との動作を保証するものではありません。
• 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）の標準仕様
に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容に
よってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LAN
（Wi-Fi®）によるデータ通信を行う際はご注意ください。
• 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く
範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの
設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為
をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティ
の設定を行い、使用することを推奨します。
• Bluetooth ®と無線LAN（Wi-Fi ®）通信時に発生したデータおよび情報の漏洩に
つきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
• Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）は同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使
用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合が
あります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN（Wi-Fi®）
のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、2.4GHz帯の周波数
を使用します。
• Bluetooth®機能：2.4FH1/XX8
本製品は2.4GHz帯を使用します。FH1は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、
与干渉距離は約10m以下です。XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m
以下です。
• 無線LAN（Wi-Fi®）機能：2.4DS4/OF4
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採
用しています。与干渉距離は約40m以下です。
• 使用帯域：全帯域
全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
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5GHz帯ご使用上の注意
本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz
帯および5.3GHz帯（W52/W53）の屋外利用は禁止されています。ただし、
5.2GHz帯（W52）高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局と
通信する場合を除きます。
本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。
■■HT20［a/n］, VHT20［ac］
W52（5.2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch）
W53（5.3GHz帯 / 52, 56, 60, 64ch）
W56（5.6GHz帯 / 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132,
136, 140ch）
■■HT40［n］, VHT40［ac］
W52（5.2GHz帯 / 38, 46ch）
W53（5.3GHz帯 / 54, 62ch）
W56（5.6GHz帯 / 102, 110, 118, 126, 134ch）
■■VHT80［ac］
W52（5.2GHz帯 / 42ch）
W53（5.3GHz帯 / 58ch）
W56（5.6GHz帯 / 106, 122ch）

各種暗証番号／ PINコードについて
各種暗証番号について
本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各
種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。
なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いください。
●●暗証番号
使用例

初期値

a お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合

アプリの権限を設定する
本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、アクセス
権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。
確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、
「許可しない」／「許可」をタッ
プしてください。
例：フォトを初めて起動した場合

a ホーム画面 u［Google］u［フォト］u［許可］
アプリが起動します。

memo

b お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変更
をする場合

• 許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場
合があります。

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

• 権限の設定を変更するには、ホーム画面 u［設定］u［アプリと通知］u［アプリ情
報］u 権限を変更するアプリを選択 u［許可］u 変更する権限の［
］／［
］
と操作します。

●●画面ロックの設定
使用例

画面ロックの設定／解除をする場合

初期値

スワイプ

• アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。
また、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示
内容をよくご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
• 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

PINコードについて
■■PIN1コード
第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コー
ドの入力を必要にすることができます。また、PIN1コードの入力要否を設定する
場合にも入力が必要となります。
PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、
PINロック解除コードを利用して解除できます。
• お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されていま
すが、お客様の必要に応じてPIN1コードは4 ～ 8桁のお好きな番号、入力要否は「入
力必要」に変更できます。
「入力必要」で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご使用ください。

■■PINロック解除コード
PIN1コードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
• PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏
面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
• PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードを設定してください。
• PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお
客さまセンターまでお問い合わせください。
• 「PIN1コード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

データ通信料についてのご注意
• 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどに
より自動的にデータ通信が行われる場合があります。
このため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、データ通信
料定額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
• 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケー
ションによる通信、メールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインター
ネット経由での接続となり、データ通信は有料となります。
※ 無線LAN（Wi-Fi®）の場合はデータ通信料はかかりません。

マナーも携帯する
こんな場所では、使用禁止！
• 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画を視聴しないでください。
自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車
運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通
に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因
となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。
• 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

周りの人への配慮も大切
• 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲
の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
• 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
• 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止まっての
通話や操作は控えましょう。
• 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
• 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
• 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れに注意しましょう。
• 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょ
う。
• カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルを守りましょう。
• 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方が
いる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源
を切っておきましょう。
• 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指
示に従いましょう。

アプリケーションについて
• アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において
実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの
破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがイ
ンターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
• 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより不具合が生じた場
合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる
場合がありますので、あらかじめご了承ください。
• お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三
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。
• アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用でき
ない場合があります。
• アプリケーションの中には動作中スリープモードに入らなくなったり、バックグラウ
ンドで動作して電池の消耗が激しくなったりするものがあります。
• 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションはア
プリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更され
る場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめ
ご了承ください。

注意事項
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a サブマイク

各部の名称と機能
a
《上面》

ハンズフリー通話時に使用します。

e

b イヤホン端子
c 外部接続端子

g

指定のACアダプタ（別売）などの接続時に使用します。

f

d 送話口（マイク）

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも使用し
ます。通話中や動画録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。

i

※1
e 近接センサー／照度センサー

近接センサー：通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。
照度センサー：周囲の明るさを検知して、画面の明るさを調整します。

h

f インカメラ（レンズ部）
g 受話口（レシーバー）

通話中の相手の方の声、留守番電話の再生音などが聞こえます。

b

c d

《底面》

《前面》

《左側面》《右側面》

※2
h ディスプレイ（タッチパネル）
i 音量キー（UP ／ DOWN）

音量を調節します。

®
®
j 内蔵アンテナ部（Wi-Fi 、Bluetooth 、GPS、通話、インターネッ
※3
ト）

j
k
l
m

k アウトカメラ（レンズ部）
l フラッシュ

o

m 電源キー

押すとスリープモードの移行／解除が行えます。長押しすると、電源ON ／ OFF、
再起動、機内モードの有効／無効の切り替えを行えます。

q

n スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

o au ICカードスロット／ microSDメモリカードスロット
※3
p 内蔵アンテナ部（通話、インターネット）
n
《背面》
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q 背面カバー

p
《背面カバー》

※1 保護シートなどでふさがないようにしてください。機能が正常に動作しない場合が
あります。
※2 本製品のディスプレイにはあらかじめ保護フィルムが貼られています。
別途市販の保護フィルムをお使いになる場合は、ご購入時に貼られている保護フィ
ルムをはがしてからご使用ください。
※3 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと通話／通信
品質に影響を及ぼす場合があります。

電池パックを取り付ける／取り外す
• 電池パックと背面カバーの取り付け／取り外しは、電源を切ってから行ってください。
また、外部接続端子にACアダプタ（別売）などを接続したまま、電池パックと背面カ
バーの取り付け／取り外しは行わないでください。
• 本製品専用の電池パックをご利用ください。

電池パックを取り外す

a 背面カバーを取り外す（uP.17）
b 本体の凹み部分に指などをかけて、電池パックを矢印（a）の方向
に押しながら、矢印（b）の方向に持ち上げて取り外す

電池パックを取り付ける

凹み部分

a 下図のミゾに指などをかけて、下側から矢印の方向へ持ち上げて背
面カバーを取り外す

b
a

ミゾ

b 電池パックのauロゴが表示されている面を上にして、電池パックの

c 背面カバーを取り付ける（uP.17）

端子部分を本製品の端子部分に合わせてから、矢印の方向にはめ込む
端子部分

c 背面カバーをカメラや電源キーの枠など（a）の向きを確認して、
上部（b）から本体に合わせるように（c）装着し、ツメ部分を1
つずつしっかりと押して取り付ける

b
a

c
• 背面カバーを確実に装着するために、下図の▼部分（15か所）を指で押し、浮
きがないように閉じてからご使用ください

ご利用の準備
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au ICカードについて
au ICカードにはお客様の電話番号
などが記録されています。

au ICカードを取り付ける／取り外す
《au Nano IC Card 04》

• 本製品はau Nano IC Card 04に
対応しております。

au ICカードを取り付ける
au ICカードの取り付けは、本製品の電源を切り、背面カバーを取り外してから行
います。

裏

表

IC（金属）部分
memo
• au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご
注意ください。
-- au ICカードのIC（金属）部分には触れないでください。
-- 正しい挿入方向をご確認ください。
-- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

a 背面カバーを取り外す（uP.17）
b au ICカードのIC（金属）部分を下にして、矢印の向きにau ICカー
ドスロットの奥まで確実に差し込む
• 切り欠きの方向にご注意ください。

au ICカードスロット

• au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエ
ラーメッセージが表示されます。
• 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
• 変換アダプタを取り付けたa u I Cカードを挿入しないでください。故障の原因とな
ります。
• au ICカードやm i c r o S Dメモリカードは、挿入位置を間違えると取り出しできな
くなる場合がありますので、十分ご確認の上、挿入してください。

切り欠き
IC（金属）部分

■■au ICカードが挿入されていない場合
au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができません。また、
が表示されます。
•
•
•
•
•
•

電話をかける※／受ける
SMSの送受信
＋メッセージの送受信
auメールの初期設定および送受信
PINコード設定
本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合があり
ます。

※ 110（警察）
・119（消防機関）
・118（海上保安本部）への緊急通報も発信できません。
ただし、海外では緊急通報に限り発信可能な場合があります（なお、緊急通報番号は
国によって異なります）。

c 背面カバーを取り付ける（uP.17）
au ICカードを取り外す
au ICカードの取り外しは、本製品の電源を切り、背面カバーを取り外してから行
います。

a 背面カバーを取り外す（uP.17）

• microSDメモリカードがある場合は、先に取り外してください。（uP.60）

b レバーを矢印の方向にスライドさせる（a）
c au ICカードをまっすぐにゆっくり引き抜く（b）
レバー

au ICカードスロット

a

b

d 背面カバーを取り付ける（uP.17）
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充電する

電源を入れる／切る

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してから
お使いください。
memo
• 充電中、本製品と電池パックの温度が高くなることがありますが異常ではありませ
ん（充電しながら、カメラの起動や通信を行うと、電池パックの温度が高くなり
ます）。
• パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充
電時間が長くなる場合があります。
• 指定の充電用機器（別売）を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電
／放電を繰り返す場合があります。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命
が短くなります。
• 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と静止状
態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電状態、気温な
どの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のような場合には、
ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
--

（圏外）が表示される場所での使用が多い場合

-- 無線LAN（Wi-Fi ）機能、Bluetooth 機能、メール機能、カメラ機能、位置情
報などの使用
®

®

-- アプリケーションなどでスリープモードに移行しないように設定されている場
合
-- バックグラウンドで動作するアプリケーションを使用した場合

ACアダプタを使って充電する
ここでは共通ACアダプタ05（別売）を接続して充電する方法を説明します。
指定のACアダプタ（別売）については、
「周辺機器」
（uP.90）をご参照ください。

a 共通ACアダプタ05（別売）の電源プラグをAC100Vコンセント
に差し込む

b 共通ACアダプタ05（別売）のmicroUSBコネクタを本製品の外部

電源を入れる

a 電源キー（2秒以上長押し）

ロック画面が表示されます。
画面をスワイプすると、ロックが解除されます。

電源を切る

a 電源キー（2秒以上長押し）
b［電源を切る］u［電源を切る］
再起動する

a 電源キー（2秒以上長押し）
b［再起動］u［再起動］
セーフモードで起動する
動作不安定などの問題が生じたときは、診断用の起動モード「セーフモード」で
起動します。

a 電源キー（2秒以上長押し）
b auのロゴが表示されたら音量キー（DOWN）を押し続ける
セーフモードで起動します。

memo
• 本製品が起動中に、電源キー（2秒以上長押し）u「電源を切る」をロングタッチ
u「ONにする」をタップすると、本製品をセーフモードで再起動することができ
ます。

接続端子にまっすぐに差し込む

• 必要なデータを事前にバックアップしたうえでセーフモードをご利用ください。

画面上部のステータスバー（uP.24）に
が表示され、充電が開始されます。
が表示されます。
充電が完了するとステータスバーに

• お客様ご自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。

a
AC100V
コンセントへ

共通ACアダプタ
05（別売）

• セーフモードは通常の起動状態ではないため、通常はセーフモードを終了してご
利用ください。

スリープモードについて
電源キーを押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモード
に移行します。次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

a スリープモード中に電源キー

スリープモードが解除され、ロック画面が表示されます。

b
外部接続
端子へ

microUSBコネクタ

■■ノックオン

スリープモード中に画面をダブルタップすると、スリープモードが解除されます。
また、画面表示中にホーム画面やロック画面でアイコンがない領域やステータス
バーをダブルタップすると、スリープモードに移行します。
memo
• スリープモード中に電源キーを押して画面を表示する際は、画面に触れないでく
ださい。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

c 充電が終わったら本製品の外部接続端子から共通ACアダプタ05
（別売）のmicroUSBコネクタをまっすぐに引き抜く

d 共通ACアダプタ05（別売）の電源プラグをコンセントから抜く
memo
が表示されない場合
• 画面上部のステータスバーに
が表示されるまでしばらくお待ちください。しば
らく待っても表示されないときは接触不良が考えられます。共通ACアダプタ05
（別売）が確実に接続されているかご確認ください。それでも表示されない場合は
充電を中止して、auショップもしくは故障紛失サポートセンターまでご連絡くだ
さい。

ご利用の準備
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画面をロックする／画面ロックを解除する
電源を入れたときやスリープモード解除後に表示されます。
ロック画面では、日付と時刻、通知情報を確認できます。

a ステータスバー
b 日付と時刻
c 通知情報

不在着信や新着メールの通知などの新
着情報が表示されます。
• 起動したい項目をタップしてから画
面をスワイプすると、画面ロックを
解除した後タップした項目が起動し
ます。

a

初期設定を行う
お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、自動的に初期設定画面が表
示されます。
画面の指示に従って、各機能の設定を行います。
初期設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
• ネットワークとの接続や設定の省略などによっては操作が異なります。

b

• 「スキップ」などをタップすると該当の設定を省略できます。

a 電源キー（2秒以上長押し）
電源が入ります。

c

b「日本語（日本）」が表示されていることを確認して、［

］

c インターネット接続設定を行い、［次へ］
d 別の端末からデータや設定をコピーするかどうかを必要に応じて設
定する

e Googleアカウントの設定を行う
ロック画面を解除する

a ロック画面でスワイプする

ホーム画面が表示されます。
• 画面ロックの設定によって、解除の方法が異なります。

• Googleアカウントの設定画面が表示されます。
• 文字入力方法について詳しくは、「文字入力について」（uP.26）をご参照くだ
さい。

f スマートフォンの保護を必要に応じて設定する
g 必要に応じて、利用するGoogleサービスを設定する

• Googleアシスタントの設定画面が表示される場合、必要に応じて設定してくだ
さい。

h 法的文書を確認して、「同意します」にチェックを付けて［完了］
i「au初期設定」を必要に応じて設定する

• 「お薦めアプリ」画面が表示される場合、画面の指示に従って操作してください。

j auベーシックホームの確認画面が表示されるので、画面の指示に
従って操作する

Googleアカウントをセットアップする
Googleアカウントをセットアップすると、Googleが提供するオンラインサービ
スを利用できます。
Googleアカウントのセットアップ画面は、Googleアカウントが必要なアプリケー
ションを初めて起動したときなどに表示されます。

a Googleアカウントを設定する画面
b［アカウントを作成］u［自分用］／［子供用］

Googleアカウントをすでにお持ちの場合は「メールアドレスまたは電話番号」欄
にメールアドレスを入力し、「次へ」をタップして画面の指示に従って操作してくだ
さい。

memo
• Googleアカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Gmail、
Google PlayなどのGoogleサービスがご利用になれません。
• サインインするためにはGoogleアカウントおよびパスワードが必要です。
• Googleアカウントのセットアップは、ホーム画面 u［設定］u［アカウント］u
［アカウントを追加］u［Google］でも操作できます。

■■Googleパスワードを再取得する場合

a ホーム画面 u［Chrome］u URL表示欄を選択 u「https://www.
google.co.jp/」を入力 u［

］

URL表示欄が表示されていない場合は、画面を下方向にスライドしてください。

b［ログイン］
c メールアドレスまたは電話番号を入力 u［次へ］
d［パスワードをお忘れの場合］
e 画面の指示に従って操作する
au IDを設定する
au IDを設定すると、auスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリケー
ションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさま
ざまなサービスがご利用になれます。
au IDの設定について詳しくは、本製品同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

a ホーム画面 u［設定］u［au設定メニュー］u［au ID］
b［au IDでログインする］
c 画面の指示に従って操作し、au IDを設定
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タッチパネルの使いかた
本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作します。
• 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原
因となりますのでご注意ください。
-- 手袋をしたままでの操作
-- 爪の先での操作

ホームタッチボタンの使いかた
画面下部にホームタッチボタンが表示されます。ボタンの名称と動作は以下の通
りです。
アイコン

-- 異物を操作面に乗せたままでの操作
-- 保護シートやシールなどを貼っての操作
-- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
-- 濡れた指または汗で湿った指での操作

■■タップ／ダブルタップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、2回
連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと
呼びます。
■■主な操作目的
画面に表示された項目やアイコンを選択します。
ダブルタップするとスリープモードへの移行と解
除（uP.19）を行います。また、一部のアプリで
は、画面が拡大／縮小されます。

■■ロングタッチ
項目などに指を触れた状態を保ちます。
■■主な操作目的
コンテキストメニューの表示（uP.25）などを
行います。

概要
ホームタッチボタンのロック／非表示ボタン
アプリごとにホームタッチボタンのロック（常時表示）／非表示
を設定できます。
（ロック）を （非表示）に変更すると、ホームタッチボタン
が自動的に非表示になります。ホームタッチボタンを再表示する
には、画面下部から上にフリックします。
（非表示）を （ロック）に変更すると、ホームタッチボタン
がアプリ内でロック（常時表示）されます。変更するには、 を
ダブルタップします。
• お買い上げ時、 ／
は非表示です。ホーム画面 u［設定］
u［表示］u［ホームタッチボタン］u「ロック／非表示アイコ
］と操作すると、対応するアプリに
／
ンの表示」の［
が表示されます。
戻るボタン
1つ前の画面に戻ります。
ホームボタン
ホーム画面を表示します。
ロングタッチするとGoogleアシスタントを起動できます。
タスクボタン
最近使用したアプリを一覧表示します。
アプリ起動中にロングタッチすると、マルチウィンドウが起動し
ます。

／

memo
• ホーム画面 u［設定］u［表示］u［ホームタッチボタン］と操作すると、ボタン
の配列、カラーの変更、ロック／非表示アイコンの表示やホームタッチボタンの
非表示を設定できます。
• ホームタッチボタンを非表示にするアプリを設定できます。ホーム画面 u［設定］
u［表示］u［ホームタッチボタン］u［ホームタッチボタン非表示］u 非表示にす
］と操作します。
るアプリの［

■■スライド
画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れ
たまま、目的の方向へなぞります。
■■主な操作目的
画面のスクロールやページの切り替えを行います。
また、音量や明るさの調整時に調節バーなどを操
作します。

■■フリック（スワイプ）
画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作し
ます。
■■主な操作目的
ページの切り替えや文字のフリック入力、画面の
ロック解除などを行います。

ホーム画面を利用する
ホーム画面の見かた
お買い上げ時のホーム画面には、
「auベーシックホーム」が設定されています。ホー
ムアプリは切り替えることもできます（uP.23）。

a ステータスバー
b ウィジェット
c アプリ／フォルダ
d インジケーター

a

b

e クイック起動エリア
f ホームタッチボタン
（uP.22）
c
d
e
f

■■ピンチ
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピン
チアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。
■■主な操作目的
画像を拡大／縮小します。

ホーム画面を利用する
ホーム画面を切り替える
ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド／フリックすると画
面を切り替えることができます。

■■ドラッグ
項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触
れたまま目的の位置までなぞります。
■■主な操作目的
画面上のアイコンを目的の位置まで移動します。
• 画面下部には、現在の表示位置を示すイ
ンジケーターが表示されます。
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ホームアプリを切り替える

a ホーム画面 u［設定］u［表示］u［ホーム画面］u［ホーム選択］
b 以下の項目をタップ
ホーム

すべてのアプリをホーム画面に表示します。

ホーム／アプリ一覧

アプリ一覧とホームを分けるホーム画面です。

auベーシックホーム

スマート操作で共通化したau提供のホームアプリです。
お買い上げ時のホーム画面です。

memo
• 「ホーム」または「ホーム／アプリ一覧」に設定した場合、ホーム画面でアプリの
アイコンをロングタッチするとメニューが表示され、各アプリの一部の機能を実
行できます。

アプリケーションを起動する
アプリケーションを利用する
アプリケーションのアイコンをタップすると、アプリケーションが起動します。
memo
• アプリケーションのアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能に
よっては通信料が発生する場合があります。

クイック起動エリアを利用する
よく使うアプリケーションをクイック起動エリアに追加すると、ホーム画面の画
面を切り替えても常に表示されるようになります。
お買い上げ時には、電話、Chrome、auメール、カメラが登録されています。

ホーム画面の壁紙を変更する

a ホーム画面 u クイック起動エリアに追加したいアイコンをロング

a ホーム画面 u［設定］u［表示］

b アイコンをクイック起動エリアまでドラッグして、指を離す

b［壁紙とテーマ］u 壁紙を選択
c 画面の指示に従って設定
ウィジェットを追加する

a ホーム画面でアイコンなどがない領域をロングタッチ u［ウィ
ジェット］

b ウィジェットをロングタッチ u 追加する位置にドラッグして、指
を離す

memo
auウィジェットについて
• より便利にauスマートフォンをご利用いただけるように、ホーム画面上で最新
ニュースと天気をお届けします。あわせてクーポン、音楽、動画、本、人気アプ
リなどの情報もご一緒にお楽しみください。

タッチ

アイコンがクイック起動エリアに追加されます。すでに登録されているクイック起
動エリアのアイコンの上で指を離すと、アイコンがフォルダに格納されます。

memo
• クイック起動エリアのアプリを移動するには、アプリをロングタッチ u 移動する
位置へドラッグして指を離します。

起動中のアプリケーションを一覧表示する
アプリケーションを起動中に
をタップするなどして利用を中断したり、利用す
るアプリケーションを切り替えたりすると、利用していたアプリケーションはバッ
クグラウンドで処理を継続、または一時停止状態となります。
起動中アプリ一覧画面を表示して、利用するアプリケーションを切り替えたり、
アプリケーションを終了したりできます。また、アプリケーションをマルチウィ
ンドウで起動したり、アプリケーションを終了できないように起動中アプリ一覧
画面に固定することもできます。

a ホーム画面 u［

］

起動中アプリ一覧画面が表示されます。

フォルダを追加する

a ホーム画面でフォルダに格納するアプリをロングタッチ
b 別のアプリの上へドラッグして、指を離す
アプリがフォルダに格納されます。
左／右端にドラッグすると、隣の画面に表示が切り替わります。

memo
フォルダについて
• フォルダを選択 u フォルダ上部のフォルダ名をタップすると、フォルダ名を変更
できます。
• フォルダを選択 u［
］と操作すると、フォルダへのアプリの追加、フォルダの
背景色の変更ができます。
アプリをフォルダから取り出すには
• フォルダを選択 u フォルダ内のアプリをロングタッチ u フォルダの外へドラッ
グして指を離すことで、フォルダから取り出すことができます。

■■利用するアプリケーションを切り替える場合

b アプリケーションをタップ
■■アプリケーションを終了する場合

b アプリケーションを左右にフリック

アプリケーションの「
」をタップしても終了できます。
すべてのアプリケーションを終了する場合は「すべて消去」をタップします。

■■アプリケーションをマルチウィンドウで起動する場合

b アプリケーションの［

］

■■アプリケーションを起動中アプリ一覧画面に固定する場合

b アプリケーションの［

に変わります。
のアプリケーションは、「
せん。

］
」または「すべて消去」をタップしても終了できま

memo

アプリ／ウィジェット／フォルダを移動／削除する

• 複数のアプリケーションを起動している場合、実行用メモリを効率的に使用する
ため、バックグラウンドのアプリケーションを自動的に終了する場合があります。

a ホーム画面で移動または削除するアプリ／ウィジェット／フォルダ

• 複数のアプリケーションを起動しているときなど、本体の実行用メモリが不足す
ると、サムネイルが表示されない場合があります。

をロングタッチ

■■移動する場合
移動する位置へドラッグして、指を離す

• バックグラウンドのアプリケーションによっては、連続待受時間が短くなったり、
動作が遅くなる場合があります。

• 左／右端にドラッグすると、隣の画面に表示が切り替わります。

■■削除する場合
ホーム画面で削除したいアプリ／ウィジェットをロングタッチ u アプリ／ウィ
ジェットを「削除」までドラッグして指を離す

• 削除できないアプリの場合は「削除」が表示されません。また、「非表示」が表示
される場合、アプリを「非表示」までドラッグして指を離すとアプリを非表示にで
きます。
• フォルダは削除できません。
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スクリーンショットを撮る

本製品の状態を知る

表示している画面を画像として保存できます。

a 電源キーと音量キー（DOWN）を同時に1秒以上押す

撮影したスクリーンショットは、ホーム画面 u［ギャラリー］u「アルバム」タブ
u［Screenshots］で確認できます。

アイコンの見かた
ステータスバー

クイック検索ボックスを利用する
本製品内やウェブサイトの情報を検索できます。

a ホーム画面 u クイック検索ボックスをタップ  

クイック検索ボックス画面が表示されます。初回起動時はGoogleについての画面
が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
ホーム画面 u［Google］u［Google］と操作しても、クイック検索ボックス画面
を表示できます。

b 入力欄にキーワードを入力

入力した文字を含むアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に一覧表示され
ます。

c 一覧表示から項目を選択／キーボードの［

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせ
する通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示され
ます。
また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示されます。
■■通知アイコンの例
アイコン

概要
不在着信あり

］

Google検索の検索結果が表示されます。
一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

新着メールあり（auメール）
新着メールあり（Gmail）

Google音声検索を利用する

新着＋メッセージあり／新着SMSあり

検索するキーワードを音声で入力できます。

アラーム設定中

a クイック検索ボックスの［

アラームのスヌーズ中

］

Google音声検索画面が表示されます。

b 送話口（マイク）に向かってキーワードを話す
Google検索の検索結果が表示されます。

カレンダーの予定通知あり
／

音楽再生中／音楽一時停止中
着信中／通話中

クイック検索ボックスを設定する

auのVoLTE対応電話機からの着信中／ auのVoLTE対応電話機との高音質
通話時に表示

a クイック検索ボックス画面 u［ ］u［その他］u［設定］
b 項目を選択 u 画面の指示に従って操作

伝言メモあり
本体の空き容量が少ないとき
USB接続中
USBテザリング中
データのアップロード、ファイルの送信
• ファイル送信中のアイコンはアニメーション表示されます。
データのダウンロード、アプリケーションのインストール、ファイルの受
信
• データのダウンロード中、アプリケーションのインストール中、ファイ
ル受信中のアイコンはアニメーション表示されます。
利用可能なアップデートあり
Google Playでインストール完了、または更新完了
ソフトウェアのアップデートあり
ソフトウェア更新あり
／

まとめられたアイコンあり
• まとめられたアイコンは通知パネルで確認できます。
Wi-Fi®テザリング中
• アイコンの右下に接続台数が表示されます。
Bluetooth®テザリング中

■■ステータスアイコンの例
アイコン

概要
時刻
アラーム設定あり
電池レベル状態
十分／
充電が必要／

2%以下

充電状態
機内モード
電波の強さ（受信電界）
レベル4 ／
圏外
※
4G（LTE ／ WiMAX 2+）
データ通信状態

海外でGSM ／ UMTS ／ LTEネットワーク通信中
伝言メモ設定中
VPN接続中
文字種
ひらがな漢字入力／
半角英字入力／
半角数字入力／
半角カ
全角英字入力／
全角数字入力／
全角カタカナ入力
タカナ入力／
／
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マナーモードの設定状態
バイブのみ設定中／

サイレント設定中

アイコン

共通の操作を覚える

概要
Wi-Fi®の電波の強さ
レベル4 ／
レベル0

縦横表示を切り替える

Bluetooth®利用中
待機中／
接続中
／

縦横表示の自動回転を有効にして、ご使用時に本製品の向きを変えると、自動的
に縦横表示を切り替えることができます。

GPS測定中／確定済み
マイク付きイヤホン接続状態
イヤホン接続状態

※ 日本国内においては、「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけ
ます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況等に応じ、よ
り混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

通知パネルについて
ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータスバーを下に
スライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認したり、対応するアプリケー
ションを起動したりできます。

a ステータスバーを下方向にスライド

《横表示の例》

《縦表示の例》

memo

通知パネル（通常）が表示されます。
さらに下方向へスライドすると通知パネル（拡張）が表示されます。

• 自動回転機能にはモーションセンサーを使用しています。
• 本製品を垂直に立てた状態で操作してください。本製品を水平に寝かせると画面表
示が切り替わらない場合があります。
• 縦横表示を切り替えるかどうかは、「縦横表示の自動回転」（u P .71）で設定で
きます。また、ステータスバーを下方向にスライド u［
］／［
］と操作しても、
「縦横表示の自動回転」の有効／無効を切り替えることができます。
• アプリケーションによっては、本製品の向きや設定にかかわらず画面表示が切り替
わらない場合があります。

利用できるメニューを表示する
■■オプションメニューについて
」などをタップすると表示されるメニューです。
オプションメニューは、「
例：Wi-Fi設定メニューの場合

a 日付と時刻

日付と時刻を表示します。

b クイック設定

機能の起動や設定の変更が行えます。
「
」をタップするとパネルが広がり
ます（通知パネル（拡張））。

c 明るさ

a
b
c

d

ディスプレイの明るさを調整します。

d 通知情報

左右にフリックすると、通知情報を消
去します。

e
f

e すべて消去

通知情報と通知アイコンの表示を消去
します。

■■コンテキストメニューについて
コンテキストメニューは、メニューを表示できる画面や項目をロングタッチする
と表示されるメニューです。
例：Chromeの履歴の場合

《通知パネル（通常）》

f 通知設定

通知を受信するアプリを設定します。

a 日付と時刻
b クイック設定

機能の起動や設定の変更が行えます。
「
」をタップすると、設定メニュー
画面が表示されます。
「編集」をタップすると、通知パネルの
編集が行えます。

a ホーム画面 u［Chrome］
b リンクをロングタッチ

a

b

c 通知情報

左右にフリックすると、通知情報を消
去します。

d すべて消去

c

通知情報と通知アイコンの表示を消去
します。

e 通知設定

通知を受信するアプリを設定します。

d
《通知パネル（拡張）》

e

memo
• 通知の内容によっては通知を消去できない場合があります。
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ロックを解除する

文字入力

「ロック画面」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するときなど、
重要な操作を行うときは、「パターン／ P I N ／パスワード」による認証を求めら
れます。
「画面ロックを選択」の設定（uP.71）を変更することで、スワイプの代わりに
パターン、PIN、パスワードを使用することができます。
■■スワイプ

a スワイプが必要な画面を表示させる
b 画面をスワイプ

文字入力について
文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面
で入力欄をタップすると表示されます。

ソフトウェアキーボードを切り替える
本製品では、次のソフトウェアキーボードを利用できます。

■■パターンを入力する

10キー

a パターンの入力が必要な画面を表示させる
b パターンを入力

一般的な携帯電話と同じ配列のキーボードです。文字入力キー
をタップするたびに文字が切り替わります。

QWERTY

一般的なパソコンと同じ配列のキーボードです。文字入力キー
をタップして、表示されている文字を入力します。日本語はロー
マ字で文字を入力します。

50音キー

50音順の配列のキーボードです。文字入力キーをタップして、
表示されている文字を入力します。

Google音声入力

音声入力することができます。

■■PINを入力する

a PINの入力が必要な画面を表示させる
b PINを入力 u［ ］
■■パスワードを入力する

a パスワードの入力が必要な画面を表示させる
b パスワードを入力 u［ ］

a 文字入力画面 u［ ］u［キーボード種類］
b［10キー］／［QWERTY］／［50音キー縦書き（右）］／［50音
キー縦書き（左）］／［50音キー横書き］

memo

memo

• パターン／ PIN ／パスワードの入力に5回失敗すると、メッセージが表示され
30秒間入力できない状態になります。「OK」を選択し、入力可能になったら再
入力してください。

• お買い上げ時には、入力ソフトとして「日本語キーボード」がインストールされ
ています。
• キー操作時の効果音やバイブレータなどを設定するには、文字入力画面 u［
u［キーボード操作］と操作します。

］

チェックボックスを利用する
設定項目の横にチェックボックスが表示されているときは、チェックボックスを
タップすることで設定の有効／無効を切り替えることができます。
また、データの「選択移動」
「選択保存」
「選択削除」などをする際は、チェックボッ
クスをタップすることで項目の選択／選択解除を切り替えることができます。
アイコン

キーボードの設定バーを使用する
文字を入力していないときは、キーボードの設定バーが表示されます。
項目を切り替えます。
キーボードの設定ができます。

説明
設定が有効／項目が選択されている状態です。

音声入力します。

設定が無効／項目が選択されていない状態です。

キーボードを移動できます。
キーボードをフローティングさせます。

ラジオボタンを利用する

キーボードのサイズを変更できます。
キーボード種類を切り替えます。

設定項目の横にラジオボタンが表示されているときは、ラジオボタンをタップす
ることで設定を有効に切り替えることができます。
複数の設定項目のうち1件だけ項目を選択できます。
アイコン

辞書に単語を登録します。
手書きモードに切り替えます。

説明

入力拡張プラグインの選択画面が表示されます。

設定が有効／項目が選択されている状態です。

クリップボードの選択画面が表示されます。

設定が無効／項目が選択されていない状態です。

10キーで入力する

スイッチを利用する

キーを上下左右にフリックすることで、各行の入力したい文字を入力できます。

設定項目の横にスイッチが表示されているときは、スイッチをタップすることで
設定の有効／無効を切り替えることができます。
アイコン

説明
設定が有効な状態です。
設定が無効な状態です。

■■フリック入力について
「10キー」の場合、キーを上下左右に
フリックすることで、キーを繰り返して
タップすることなく、入力したい文字を
表示することができます。
キーをロングタッチすると、フリック入
力で入力できる候補が表示されます。入
力したい文字が表示されている方向にフ
リックすると、文字入力エリアに文字が
入力されます。
例）「お」を入力する例で説明します。

a「

」をロングタッチ
が表示されます。

b 下方向にフリック

「お」が入力されます。

c 必要に応じて変換候補をタップ
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文字を入力する

QWERTYで入力する
入力したい文字の文字入力キーをタップします。「ひらがな漢字」の場合は、ロー
マ字入力になります。

文字入力画面の見かた
a

a

b

b

c
d
e
f

i
d h
j l
k f

《文字入力画面
（10キー）》

a 文字入力画面で「とうきょう」と入力
］
b［
c［東京］

a

b
c
d
e
i g
f
e j

g h

i
d
j
k

dk

《文字入力画面
（QWERTY）》

h

《文字入力画面
（50音キー縦書き
（右））》

※ ひらがな漢字入力中のキー表示です。

a 文字入力エリア
b 通常変換候補リスト／予測変換候補リスト

c バックキー／やり直しキー／設定キー
：10キー入力時に、同じキーに割り当てられた文字を逆順に表示します。フリッ
ク入力では、バックキーを利用できません。
：直前に行った変換操作を取り消します。
：日本語キーボードを設定します。

d カーソルキー

カーソルを左／右に移動します。
文字入力中／変換時は、
文字の区切りを変更します。

e 絵文字・記号・顔文字キー／英数・カナキー
：絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。
：入力したキーに割り当てられているひらがな、カタカナ、英字、数字、予測さ
れる日付や時間が変換候補に表示されます。

f 文字種切替キー

：全角カタカナ入力※

：半角カタカナ入力

：全角英字入力

：半角英字入力

：全角数字入力※

※

：半角数字入力
※［

a 文字入力画面で「て」と入力
b［ ］／［ ］u［ ］／［

］

「
」／「
」をタップするたびに「○」が入力され、文字数に合わせた予測変
換の候補が予測変換候補リストに表示されます。

c［テレビ］
予測変換について
• 予測変換候補リストで学習した変換候補をロングタッチ u［
学習した変換候補を削除できます。

］と操作すると、

• ひらがな入力中に「
」をタップすると通常変換候補リストに切り替えられま
す。「
」をタップすると、再度予測変換候補リストに切り替えられます。

入力モードを切り替える

a 文字入力画面 u［
b 入力モードを選択

］u［入力モード］

memo
• 操作する画面やアプリケーションなどによっては、入力できない文字種がありま
す。

絵文字／記号／顔文字を入力する

入力する文字種を切り替えます。
文字種を切り替えると、表示が次のように変更されます。
※

■■ワイルドカード候補を利用する
読みの文字数から予測変換の候補を表示し、入力できます。ワイルドカード候補
を使用するには、あらかじめ日本語キーボード設定メニューの「予測候補と変換」
の設定で「ワイルドカード候補」を有効にしてください。
例：「テレビ」と入力する場合

memo

文字を入力して「
」をタップすると、通常変換候補リストが表示されます。予
測変換を有効に設定している場合は、文字を入力すると予測変換候補リストが表示
されます。
•「
」をタップすると候補リストの表示エリアを拡大できます。元の表示に戻す
」をタップします。
には、「

：ひらがな漢字入力

ソフトウェアキーボードを使用して文字を入力します。ワイルドカード候補／予
測変換の機能を利用して入力することもできます。
例：「東京」と入力する場合

］u［入力モード］で選択できます。

g 大文字・小文字・濁点・半濁点切替キー
：ひらがな／カタカナ入力時にタップすると、濁点／半濁点をつけます。
：英字入力時にタップすると、英字を大文字／小文字に切り替えます。

h ソフトウェアキーボード

各キーに割り当てられた文字を入力できます。

i 削除キー

a 文字入力画面 u［

］

絵文字／記号／顔文字の入力画面が表示されます。

b［絵文字］／［記号］／［顔文字］

絵文字／記号／顔文字一覧画面が表示されます。

音声で入力する

a 文字入力画面 u［

］

メッセージが表示された場合は、「OK」をタップしてください。

b 送話口（マイク）に向かって話す
処理が完了すると文字が入力されます。

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。カーソルが文頭にある場合は、文
字は削除されません。

j 変換キー／スペースキー
：ひらがな入力中は通常変換候補リストを表示します。
：スペースを入力します。

k 確定キー／改行キー
：入力中の文字を確定します。
：カーソルの位置で改行します。
アプリケーションや入力中の項目によって、表示が切り替わります。

l 括弧キー（ひらがな漢字／カタカナ）／シフトキー（英字）／記号
切り替えキー（数字）
：括弧を入力します。ロングタッチすると括弧の種類を選択できます。
：大文字／小文字入力を切り替えます。
タップするたびに、表示が次のように変更されます。
：小文字入力
：大文字入力
：大文字入力（固定）
／

：入力できる記号を切り替えられます。
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文字入力の便利な機能を利用する

手書きで入力する
例：「世界」と入力する場合

文字を切り取り／コピーしてから貼り付ける

a 文字入力画面 u［ ］
b 手書きで「せ」と入力
c 予測変換候補リストで「世界」

■■文字を選択して切り取り／コピーする場合

a 文字入力画面で入力した文字をロングタッチ
以下のメニューが表示されます。
例：「Qメモ+」を利用する場合

a

d

b

切り取り

選択した文字列を切り取ります。

コピー

選択した文字列をコピーします。

貼り付け

選択した文字列を貼り付けます。

共有

選択した文字列をBluetooth®、Gmailなどを使って共有します。

c

上の階層に戻ります。
クリップボード クリップボードに保存されている情報の一覧が表示されます。

e

f g

h

i j k

すべて選択

l

a 予測変換候補リスト
b 文字入力エリア
c 認識文字切り替えキー

すべてコピー 文字入力エリアのすべての文字をコピーします。

認識された文字の別候補を表示します。

自動入力

d スクロールキー

文字入力エリアをスクロールします。

e 入力モード／実行モードキー

手書きで認識する入力モードを選択したり、実行モードを切り替えることができます。
• ロングタッチすると手書き入力の設定ができます。

f 絵文字・記号・顔文字キー

絵文字／記号／顔文字一覧を表示します。

g キーボードタイプ切り替えキー

文字入力エリアのすべての文字を選択します。

書式なしテキ 書式を解除したテキストを貼り付けます。
ストとして貼
り付け
「自動入力サービス」（uP.74）が有効で、I Dやアカウントな
どのログイン情報が自動入力が可能な場合に入力を行います。

※ 状況により表示されない場合もあります。
※ 未入力の文字入力欄をロングタッチすると、「貼り付け」「クリップボード」など
を利用できます。

b「

」／「

※

」をスライドして範囲を選択

※

※ アプリによって表示が異なる場合があります。

h スペースキー

c［切り取り］／［コピー］
d 貼り付ける位置をロングタッチ u［貼り付け］

i 左カーソルキー

入力拡張プラグインを利用する

j 右カーソルキー

入力拡張プラグインを利用すると、いろいろな文字入力に関する機能を拡張でき
ます。

k 確定／改行キー

a 文字入力画面 u［

キーボードに変更します。
スペースを入力します。

カーソルを左へ移動します。
カーソルを右へ移動します。
入力中の文字列を確定したり、改行を入力することができます。

l 削除キー
：選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。カーソルが文頭にある場合
は、文字は削除されません。
入力中は、文字入力エリアの文字を削除します。ロングタッチすると以下の削除方
法を利用できます。
：文字入力エリアの文字を一筆ずつ削除します。
：文字入力エリアの文字を一文字ずつ削除します。
：文字入力エリアの文字をすべて削除します。

イン］u［使用する］

］u［その他］u［その他］u［入力拡張プラグ

メッセージが表示された場合は、内容を確認して「OK」をタップしてください。

■■入力拡張プラグインを選択する

a 文字入力画面 u「 」をロングタッチ
b 使用する入力拡張プラグインを選択
memo
• 入力拡張プラグインは、アプリケーションをインストールして利用します。アプ
リケーションのインストール方法については、「Androidアプリ」（uP.54）を
ご参照ください。
• 通常変換候補リスト／予測変換候補リストで候補をロングタッチ u［
し、入力拡張プラグインを選択しても起動できます。
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］と操作

入力に関する設定を行う
日本語キーボードでのキー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

a 文字入力画面 u［

］

日本語キーボード設定画面が表示されます。

b 以下の項目をタップ
キーボード種類

キーボードタイプを設定します。（uP.26）

入力モード

入力モードを切り替えます。

単語登録

辞書に単語を登録します。

キーボード操作

キー操作効果音やキー操作バイブなどの設定を行
います。

フリック・トグル

フリック入力、フリック感度、トグル入力、カーソ
ル自動移動の設定を行います。

プラグインへの全文送信

プラグインをご利用の場合、入力フィールドの全文
をプラグインに送信するかどうかを設定します。

辞書

ユーザー辞書を利用できます。

学習辞書リセット

学習辞書をリセットします。

初期状態にリセット

キーボード設定をリセットします。

その他

キーボードの入力言語、キーボードレイアウト、
キーボード操作、予測候補と変換、辞書、手書き入
力などの設定を行います。

ユーザー辞書に登録する
よく利用する単語などの表記と読みを、日本語と英語をそれぞれ最大500件まで
登録できます。文字の入力時に登録した単語などの読みを入力すると、変換候補
リストに表示されます。

a 文字入力画面 u［

］u［単語登録］

単語登録画面が表示されます。

b 読みと単語を入力 u［OK］
memo
• 登録した単語を編集する場合は、文字入力画面 u［
］u［辞書］u 言語を選択
u 編集する単語を選択 u［
］u［編集］と操作します。
単語をダブルタップしても編集操作ができます。
• ユーザー辞書単語一覧画面で削除する単語を選択 u［
］u［削除］／［すべて
削除］u［OK］と操作すると、選択した単語／すべての単語を削除できます。
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■■短縮ダイヤルを登録する

電話

短縮ダイヤルを登録すると、電話番号入力画面で短縮ダイヤルをロングタッチし
て簡単に電話をかけることができます。
• 連絡先に登録した電話番号のみ、短縮ダイヤルを登録できます。

電話をかける

a 電話番号入力画面 u［

電話番号入力画面が表示されます。

a 検索欄
b 画面切替タブ

a

g

b

• 短縮ダイヤル1には留守番電話が登録されており、変更／削除できません。

c

80桁まで入力できます。

• 短縮ダイヤルを削除するには、短縮ダイヤル設定画面 u［
にチェックを付ける u［削除］u［削除］と操作します。

d ダイヤルキー
e SMSキー

電話をかけます。また、発信履歴がある
場合、電話番号未入力のときにタップす
ると最新の発信履歴が入力されます。

g メニューアイコン
h 削除キー

e

通話中は以下の操作が行えます。

h

f

最後に入力した番号またはカーソルの左側にある番号を削除します。ロング
タッチすると、入力した番号またはカーソルの左側にある番号をすべて削除で
きます。

b 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。
• 短縮ダイヤル（uP.32）を登録済みの場合は、短縮ダイヤルを設定したダイヤ
ルキーをロングタッチすると、割り当てた短縮ダイヤルの電話番号に発信できま
す。

］u 通話

通話中画面が表示されます。
通話中に音量キー（UP ／ DOWN）を押すと、通話音量（相手の方の声の大きさ）
を調節できます。

d［

］

「通話設定」の「連絡先未登録番号追加」（uP.69）を有効にすると、連絡先に未
登録の電話番号との通話終了後に、連絡先に登録するかどうかの確認画面が表示さ
れます。お買い上げ時は無効に設定されています。

memo

録音／停止

通話中の相手の方の音声と自分の音声の録音を開始／停止しま
す。

保留／保留解除

通話を保留／解除状態にします。

ダイヤルパッド／非
表示

ダイヤルパッドを表示／非表示します。

スピーカー

ハンズフリーで通話できます。
タップするとスピーカーから相手の声が聞こえるようになりま
す。再度タップすると元に戻ります。

ミュート

相手の方にこちらの声が聞こえないようにするかどうかを設定
します。

Bluetooth

別売のBluetooth®ヘッドセットと接続／解除します。
通話中の電話を終了します。

■■通話中画面のメニューを利用する

a 通話中に［ ］
b 以下の項目をタップ
別の通話を追加

通話中の電話を保留して、別の相手に電話をかけます。

連絡先

連絡先を表示します。

■■緊急通報位置通知について

• 発信中／通話中に顔などによって画面をおおうと、誤作動を防止するため画面が
消灯します。
• 送話口（マイク）をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。

■■電話番号入力画面のメニューを利用する
■■電話番号入力画面のオプションメニューの場合

a 電話番号入力画面 u［
b 以下の項目をタップ

］

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地（GPS
情報）が緊急通報先に通知されます。
memo
• 警察（110）
・消防通報受理（119）
・海上保安本部（118）について、ここでは
緊急通報受理機関と記載します。
• 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）
を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
• 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
• 緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番
号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。

連絡先に追加※

入力した電話番号を連絡先に登録します。

短縮ダイヤル

短縮ダイヤルに登録した電話番号を呼び出したり、連絡先
を短縮ダイヤルに割り当てたりすることができます。

• GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい地下街・建物内・ビルの
陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があ
ります。

184追加

電話番号の先頭に「184」を追加します。

• GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。

186追加

電話番号の先頭に「186」を追加します。

国コード

相手の方の国コードを選択します。

• 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口
頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけに
なった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。

2秒間の停止を追加※ 「,」を入力します。電話番号の後ろに「,」と番号を入力し
て電話をかけると、電話がつながってから約2秒後に番号
がプッシュ信号として自動的に送信されます。
ウェイト時間の追加※ 「;」を入力します。電話番号の後ろに「;」と番号を入力し
て電話をかけると、電話がつながってから「はい」をタッ
プすると番号をプッシュして送信できます。
既定の画面

電話アプリ起動時に表示させるタブを設定します。

Qスライド

画面内にアプリを小さく表示することでマルチタスクを簡
単に行います。透明度の調整もできます。

通話設定
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※ 電話番号が入力された場合のみ表示されます。
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］u 削除する連絡先

■■通話中に利用できる操作

＋メッセージ（SMS）を送信できます。 d

f 発信キー

c［

b 短縮ダイヤル（2 ～ 9）の［連絡先を追加］
c 連絡先を選択
memo

画面表示を切り替えられます。

c 電話番号入力欄

］u［短縮ダイヤル］

短縮ダイヤル設定画面が表示されます。

a ホーム画面 u［電話］u「ダイヤル」タブ  

電話・連絡先

• 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報
受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、
発信者の位置情報を取得する場合があります。
• 着信拒否を設定した状態で緊急通報を発信した場合、緊急通報受理機関からの着
信を受けるため、着信拒否設定は自動的に120分間解除されます。

■■履歴を利用して電話をかける

au電話から海外へかける（au国際電話サービス）

a ホーム画面 u［電話］

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。
例：本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

電話番号入力画面が表示されます。

b「通話履歴」タブ

a 電話番号入力画面 u 国際アクセスコード、国コード、市外局番、

履歴一覧画面が表示されます。
：発信
：着信
：不在着信
：拒否した着信

c 電話をかけたい相手の［

相手の方の電話番号を入力 u［

電話番号入力画面 u［
けることもできます。

］

memo
• 発信履歴／着信履歴はあわせて最大2000件まで保存され、2000件を超えると
最も古い履歴から自動的に削除されます。空き容量によっては、保存件数が少な
くなる場合があります。
• 履歴一覧画面で履歴をタップすると、履歴詳細画面が表示されます。履歴詳細画
面で電話番号をタップしても電話をかけることができます。

履歴のメニューを利用する

国際アクセス
コード

国コード
（アメリカ）

市外局番

相手の方の
電話番号

010

1

212

123XXXX

※「0」をロングタッチすると、
「+」が入力され、発信時に「010」が自動で付加されます。
※ 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください（イタリアなど一
部例外もあります）。

memo
• au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、
ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au
国際電話サービスをご利用いただけません。
• ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。
また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。

■■履歴一覧画面のオプションメニューの場合

a 履歴一覧画面 u［
b 以下の項目をタップ

］

］u［国コード］で相手先の国名を選択して国際電話をか

• 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。

］

• ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わ
ないようにすることもできます。

削除

削除したい履歴を選択して削除します。

すべて削除

履歴をすべて削除します。

フィルタ

フィルタ（着信履歴／発信履歴／不在着信のいずれか）を設
定します。

既定の画面

電話アプリ起動時に表示させるタブを設定します。

通話設定

uP.69「通話設定の設定をする」

ヘルプ

ヘルプ情報が表示されます。

■■履歴一覧画面のコンテキストメニューの場合

au国際電話サービスに関するお問い合わせ：
-- au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
-- 一般電話から
0077-7-111（通話料無料）
-- 受付時間 毎日9：00 ～ 20：00

電話を受ける

a 着信中に「電話に出る」を輪の外側までスワイプ

• 「着信」ポップアップ画面が表示された場合は、「電話に出る」をタップしてくだ
さい。

b 通話 u［

a 履歴一覧画面で履歴をロングタッチ
b 以下の項目をタップ

］

• 通話中画面で「
」をタップすると通話を終了できます。
また、「通話設定」の「連絡先未登録番号追加」（uP.69）を有効にしていると、
通話中画面からの通話終了後に、連絡先に未登録の電話番号を連絡先に登録する
かどうかの確認画面が表示されます。お買い上げ時は無効に設定されています。

通話履歴の削除

選択した履歴を削除します。

すべての通話履歴
を削除

選択した履歴と同じ電話番号の履歴をすべて削除します。

この番号をブロッ
ク／ブロック設定
電話番号の解除

選択した履歴と同じ電話番号からの着信とメッセージをす
べてブロックするかどうかを設定します。

着信を拒否すると、かかってきた電話が切れます。相手の方には「おかけになっ
た電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせし
ます。

電話番号のコピー

電話番号をコピーします。

a 着信中に「拒否」を輪の外側までスワイプ

■■履歴詳細画面のオプションメニューの場合

a 履歴一覧画面で履歴をタップ u［
b 以下の項目をタップ

］

この番号をブロック／ブ
ロック設定電話番号の解
除

選択した履歴と同じ電話番号からの着信とメッセー
ジをすべてブロックするかどうかを設定します。

すべての履歴

電話の発着信履歴をすべて表示します。

表示中の履歴を削除します。
連絡先の詳細内容を表示します。

連絡先を新規登録

電話番号を連絡先に新規登録します。

連絡先を更新※2※3

連絡先の電話番号を更新します。

※2

（電話番号）

電話をかけます。
＋メッセージ（SMS）を作成します。
高品質のビデオ通話（Duo通話）を起動します。

※1※4

• 「着信」ポップアップ画面が表示された場合は、「終了」をタップしてください。

■■電話がかかってきた場合の表示について
お買い上げ時は、着信すると次の内容が表示されます。
• 相手の方から電話番号の通知があると、画面に電話番号が表示されます。電話番号と
名前が連絡先に登録されている場合は、名前などの情報が表示されます。
• 相手の方から電話番号の通知がないと、画面に理由が表示されます。
「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能※」
※ 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

■■履歴詳細画面のメニューを利用する

連絡先を表示※1

■■着信を拒否する

メールを作成します。

※1 電話番号が連絡先に登録されている場合に表示されます。
※2 電話番号が連絡先に登録されていない場合に表示されます。
※3 連絡先が1件以上登録されていて、電話番号が連絡先に登録されていない場合に表
示されます。
※4 メールアドレスが連絡先に登録されている場合に表示されます。

memo
• LTE NET、LTE NET for DATAをご契約いただいていない場合、
「データ使用量」
（uP.68）を無効にしてご利用ください。
かかってきた電話に出なかった場合は
• ステータスバーに
が表示されます。ステータスバーを下にスライドして通知パ
ネルを開くと、着信のあった時間や電話番号、または電話帳に登録されている名
前が表示されます。
着信時に着信音、バイブレータを無効にするには
• 着信時に電源キーや音量キー（UP ／ DOWN）を押すと、着信音、バイブレータ
を無効にすることができます。
他の機能をご利用中に着信に応答した場合は
• 動画を録画していた場合は、録画が中断され、録画していたデータは保存されます。
• オーディオレコーダーなどで録音していた場合は、録音が中断され、録音してい
たデータは保存されます。

電話・連絡先
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■■着信を拒否してメッセージ（SMS）を送信する

連絡先

a 着信中に「応答拒否メッセージ」を輪の外側までスワイプ

• 「着信」ポップアップ画面が表示された場合は、「応答拒否メッセージ」をタップ
してください。

b 応答拒否メッセージの「

」をタップ

• 「新しいメッセージを作成」をタップすると、メッセージを作成して送信できます。

memo

登録先が本体での操作を基準に説明しています。

連絡先を登録する

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［連絡先］  
連絡先一覧画面が表示されます。

• 既存のメッセージを編集する場合は、ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとイ
ンターネット］u［通話設定］u［着信とメッセージ受信の拒否］u［着信拒否メッ
セージ］u 既存のメッセージを選択して編集 u［保存］と操作します。

a 連絡先の検索

名前や電話番号などを入力して連絡先を
検索します。

b 緊急時の情報
伝言メモを設定すると、お留守番サービスEXを契約していない場合でも、電話に
応答できないときに応答メッセージを再生し、相手の音声を録音することができ
ます。1件あたりの最大録音時間は約60秒です。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］u［伝言メモ］

c プロフィール（uP.68）
d 連絡先

登録されている連絡先が表示されます。

b

d

h

e 画像

連絡先に登録されている画像（顔）が表
示されます。

f 新規登録

b 以下の項目をタップ

e
f

連絡先を新規に登録します。

伝言メモ

伝言メモを利用するかどうかを設定します。

応答時間

応答するまでの時間を設定します。

伝言メモを再生する

g

メディカル情報と緊急連絡先を登録します。 c

伝言メモを利用する

応答メッセージ

a

g メニューアイコン
h インデックス

「日本語1」、「日本語2」、「英語」で応答メッセージの種
類を設定します。また、「ユーザー録音」で録音した音声
を応答メッセージとして設定することもできます。
録音した伝言メモを再生します。

b［

］

連絡先を新規登録する画面が表示されます。
• 「連絡先の保存先」画面が表示された場合は、保存先を選択してください。

c 項目を選択して編集

memo
• 録音された伝言メモがある場合は、ステータスバーに
が表示されます。ステー
タスバーを下にスライド u［伝言メモ］と操作すると、伝言メモリスト画面が表示
され、録音された伝言メモを確認できます。
• 録音された伝言メモをスピーカーで聴くには、伝言メモを再生する画面 u［
「スピーカーで聴く」にチェックを付けます。
• 録音された伝言メモを削除するには、伝言メモを再生する画面 u［
u 伝言メモにチェックを付ける u［削除］u［削除］と操作します。

スライドして連絡先を検索します。

（連絡先種別）
（顔）

］u

］u［削除］

登録先を選択できます。

写真を撮影

カメラを起動して撮影した画像を登録します。

写真を選択

内部ストレージまたはmicroSDメモリカードに保存さ
れている画像を登録します。

姓

名前を登録します。

名前
よみがな（姓）

自分の電話番号を確認する

a ホーム画面 u［設定］

「プロフィール」欄に電話番号が表示されます。
• 「プロフィール」をタップすると、ご自分の姓・名前、電話番号、Eメールアドレ
スなどを確認または編集できます（uP.68）。

よみがな（名）
電話

携帯電話などの電話番号を登録します。
•「
」をタップすると短縮ダイヤルに割り当てます。

Eメール

メールアドレスを登録します。

グループ
その他

グループを設定します。
住所

住所を登録します。
•「
」をタップすると地図から住所を選択できます。

着信音

着信時の音を設定します。

通知音

通知時の音を設定します。

組織

会社や役職を登録します。

IM

チャットアドレスを登録します。

メモ

メモを登録します。

ニックネーム ニックネームを登録します。
ウェブサイト URLを登録します。
予定

誕生日や記念日などの予定を登録します。

d［保存］
memo
• 連絡先に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうこと
があります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故
や故障が原因で登録内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきまし
ては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
• 連絡先編集画面 u［電話追加］／［eメール追加］／［IM追加］／［住所追加］／
［ウェブサイト追加］／［日付追加］／［
］と操作すると、項目を追加／削除
できます。
• 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
• 複数の電話番号／メールアドレス／住所を登録している場合、連絡先詳細画面に
て通常使用する電話番号／メールアドレス／住所をロングタッチ u［既定の番号
として設定］／［既定のメールアドレスに設定］／［既定の住所に設定］と操作
して通常使用する電話番号／メールアドレス／住所を設定します。
• 項目によっては種別を変更できる場合があります。項目の右側に表示されている
ドロップダウンリストをタップして種別を選択してください。種別変更時に「カ
スタム」を選択すると、入力した文字列を種別として登録できます。
• 名前をアルファベットを含む半角英数字のみで登録すると、連絡先では名、姓の順
に表示されます。
• 連絡先で着信音設定されている電話番号であっても、相手の方から電話番号の通
知がない場合は、「着信音」の設定は有効になりません。
• 連絡先に設定した「通知音」は＋メッセージ（SMS）の通知には適用されません。
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他の機能から連絡先に登録する

連絡先の登録内容を利用する

他の機能で表示した電話番号を連絡先に登録できます。
例：「電話」アプリから登録する場合

連絡先の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりでき
ます。

a 他の機能で連絡先に登録する電話番号をタップ
b「電話」の電話番号入力画面にタップした電話番号が表示されたら、

a 連絡先一覧画面で連絡先を選択

［連絡先を新規登録］／［連絡先を更新］

グループを設定する
グループの設定や、追加、削除、編集などをすることができます。
• 「アカウントと同期」を利用してGoogleアカウントと同期すると、自動的にグループ
が作成されます。

連絡先詳細画面が表示されます。

a 名前

b 登録内容

すべての登録内容を確認／利用できま
す。

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［連絡先］u「グループ」タブ

c 連絡先を編集

b［

d お気に入りアイコン

グループ一覧画面が表示されます。

］

c 以下の項目をタップ
削除※

グループを削除します。

共有

グループに登録されている連絡先を、Bluetooth®、Gmailな
どを使って共有します。

順番を変更

グループの順番を並べ替えます。

既定の画面

電話アプリ起動時に表示させるタブを設定します。

連絡先設定

連絡先の設定をします。

ヘルプ

ヘルプ情報が表示されます。

※ 削除できるグループがない場合は表示されません。

e
f
a

連絡先を編集できます。
お気に入りに登録されているかどうか b
が表示されます。
お気に入りに登録されている場合は、
で表示されま
お気に入りアイコンが
す。タップすると、お気に入りの登録
／解除が切り替わります。

g

e メニューアイコン
f 削除アイコン
g アクションアイコン

連絡先にメールを送信するなどの操作ができます。

memo
• アクションアイコンをタップすると次の機能を呼び出すことができます。

memo
• グループを削除しても、登録されている連絡先は削除されません。

アクション
アイコン

■■グループを追加する

a グループ一覧画面で［

c
d

連絡先に登録されている名前が表示さ
れます。
• 画像を追加した場合、画像も表示さ
れます。

説明
選択した電話番号で電話をかけます。
選択した電話番号を宛先として＋メッセージ（SMS）を作成しま
す。

］

グループ一覧画面が表示されます。

b グループ名を入力
c［メンバー登録］
d 追加するメンバーにチェックを付ける
e［追加］
f［保存］
■■グループを編集する

a グループ一覧画面でグループを選択
b［ ］u［グループを編集］

グループ名、グループ着信音などが編集できます。

c［保存］
■■グループを削除する

• お買い上げ時に登録されているグループは削除できません。

a グループ一覧画面でグループをロングタッチ
b［グループの削除］u［削除］
■■グループを共有する

a グループ一覧画面 u［ ］u［共有］
b 共有したいグループにチェックマークを付ける u［共有］

グループに登録されている連絡先をBluetooth®、Gmailなどを使って共有します。

高品質のビデオ通話（Duo通話）を起動します。
選択したメールアドレスを宛先としてメールを作成します。
選択したウェブサイトにアクセスします。
選択した住所をもとにGoogleマップが起動します。

電話番号を利用する
■■電話番号に発信／＋メッセージ（SMS）を送信する場合

a 連絡先詳細画面で発信する電話番号をタップ／＋メッセージ（SMS）
を送信する電話番号の［

］

選択した相手に発信、または＋メッセージ（SMS）を送信することができます。

■■電話番号をコピー／設定する場合

a 連絡先詳細画面で利用する電話番号をロングタッチ
b 以下の項目をタップ
連絡先転送

選択した連絡先の名前と電話番号を＋メッセージ（SMS）
で送信します。

既定の番号として設
定／既定の電話番号
を解除※

選択した電話番号を通常使用する電話番号に設定／解除し
ます。

この番号をブロック
／ブロック設定電話
番号の解除

この番号からの着信とメッセージをすべてブロックするか
どうかを設定します。

クリップボードにコ
ピー

選択した電話番号をコピーします。

※ 複数の電話番号を登録している場合に表示されます。

Duo通話を利用する

a 連絡先詳細画面で［ ］
b 画面の指示に従って設定する

電話・連絡先
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メールアドレスを利用する

連絡先詳細画面のメニューを利用する

■■メールアドレスにメールを送信する場合

a 連絡先詳細画面でメールを送信するメールアドレスの［

］

送信方法選択画面が表示されるので、送信方法を選択します。

a 連絡先詳細画面 u［

］

• 登録先に応じてメニューアイコンが異なります。

b 以下の項目をタップ

■■メールアドレスをコピー／設定する場合

共有

Bluetooth®、Gmailなどを使って、連絡先を共有します。

a 連絡先詳細画面で利用するメールアドレスをロングタッチ

SMSで送信

b 以下の項目をタップ

選択した連絡先の名前と電話番号、メールアドレスを＋
メッセージ（SMS）で送信します。

統合

連絡先を選択して統合します。

バックアップ

au ICカード、microSDメモリカード、内部ストレージに
バックアップします。

分割※1

統合した連絡先を分割します。

インポート※2

本体やGoogleアカウントにインポートします。

既定の連絡先設定※3

選択した電話番号、メールアドレスと住所を通常使用する
電話番号、メールアドレスと住所に設定します。

連絡先転送

選択した連絡先の名前とメールアドレスを＋メッセージ
（SMS）で送信します。

既定のメールアドレ
スに設定／既定の
メールアドレスを解
除※

選択したメールアドレスを通常使用するメールアドレスに
設定／解除します。

クリップボードにコ
ピー

選択したメールアドレスをコピーします。

※ 複数のメールアドレスを登録している場合に表示されます。

ウェブサイトを利用する

連絡先を編集する

a 連絡先詳細画面で利用するウェブサイトの［

］

• URLをロングタッチすると「クリップボードにコピー」が表示されます。

住所を利用する

a 連絡先詳細画面で利用する住所の［

］

住所をもとにGoogleマップが起動します。

■■住所をコピー／設定する場合

a 連絡先詳細画面で利用する住所をロングタッチ
b 以下の項目をタップ
既定の住所に設定／
既定の住所を解除※

通常使用する住所に設定／解除します。

クリップボードにコ
ピー

住所をコピーします。

※ 複数の住所を登録している場合に表示されます。

連絡先のメニューを利用する
連絡先一覧画面のメニューを利用する
］

削除

選択した連絡先を削除します。

短縮ダイヤル

短縮ダイヤルに割り当てます。

共有

Bluetooth 、Gmailなどを使って、連絡先を共有します。

連絡先の管理

連絡先をコピーしたり、インポート／バックアップ、統合し
ます。

今すぐ同期

サーバに保存された連絡先と同期を行います。

既定の画面

電話アプリ起動時に表示させるタブを設定します。

Qスライド

画面内にアプリを小さく表示することでマルチタスクを簡単
に行います。透明度の調整もできます。

連絡先設定

連絡先の表示や検索結果の表示順などの設定を行います。

ヘルプ

ヘルプ情報が表示されます。

®

■■コンテキストメニューの場合

a 連絡先一覧画面で連絡先をロングタッチ
b 以下の項目をタップ
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］

• 登録先に応じて編集アイコンが異なります。

連絡先をインポート／バックアップする
連絡先を内部ストレージ／ microSDメモリカード／ au ICカードから、インポー
ト／バックアップできます。
• 連絡先によっては、データの一部がインポート／バックアップされない場合がありま
す。

■■インポートする場合

a 連絡先一覧画面 u［

］u［連絡先の管理］u［インポート］

• 連絡先未登録の場合は、［
］u［インポート］u インポート元をタップすると
操作3に進みます。保存先の選択画面が表示された場合は、登録したいアカウン
トや場所を選択してください。

b インポートするファイルの取得元と、保存先を選択 u［OK］
c インポートするファイルにチェックを付ける u［インポート］u
［インポート］

■■バックアップする場合

a 連絡先一覧画面 u［ ］u［連絡先の管理］u［バックアップ］
b［内部ストレージ］／［SDカード］／［UIMカード］u［OK］
c バックアップする連絡先にチェックを付ける u［バックアップ］u

■■オプションメニューの場合

連絡先を削除

a 連絡先詳細画面 u［

b 編集したい項目を編集
c［保存］

■■住所から地図を表示する場合

a 連絡先一覧画面 u［
b 以下の項目をタップ

※1 統合した連絡先を選択した場合に表示されます。
※2 登録先がau ICカードの場合に表示されます。
※3 複数の電話番号／メールアドレス／住所を登録している場合に表示されます。

選択した連絡先を削除します。

［バックアップ］

d ファイル名を入力する u［OK］

• 操作2で「UIMカード」を選択した場合は、本手順は必要ありません。
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迷惑メールフィルターを設定する

auメール
auメールのご利用にあたって
• auメールを利用するには、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込
みにならなかった方は、auショップまたはお客さまセンターまでお問い合わせくださ
い。
• auメールサービス詳細は、auホームページをご参照ください。
https://www.au.com/mobile/service/email/aumailapp/
• 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

auメールの初期設定について
• auメールアプリを利用するには、あらかじめ初期設定が必要です。詳しくは、本製品
同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
• 初期設定は、
日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、
移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。Wi-Fi®通信では初期設定がで
きません。
• 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～ 3分程度かかります。
「Eメールア
ドレスの設定中です。しばらくお待ちください。
」と表示された画面のまま、お待ちく
ださい。

memo
• auメールの送受信には、データ量に応じて変わるデータ通信料がかかります。海
外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタ
ログおよびauホームページをご参照ください。

迷惑メールフィルターには、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電話・
PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。

a ホーム画面 u［auメール］u［
設定］

• 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■■おすすめの設定にする場合

b［オススメの設定はこちら］u［OK］

なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを拒否し
ます。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

■■詳細を設定する場合

b［迷惑メールフィルターの設定／確認へ］u 暗証番号入力欄をタッ
プ u 暗証番号を入力 u［送信］

c 以下の項目をタップ
ヘルプ

迷惑メールフィルターの各種機能の説明を表示しま
す。

オススメ設定をする

とにかく迷惑メールでお悩みの方にオススメしま
す。なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑
メールの疑いのあるメールを拒否します。

個別設定

受信リストに
登録／アドレ
ス帳受信設定
をする

個別に指定したメールアドレスやドメイン、「@」よ
り前の部分を含むメールを優先受信します。
• 受信リストに登録したメールアドレス以外のメー
ルをすべてブロックする場合は、
「個別設定」の「携
帯／ PHS以外からのメールを拒否する」で「設
定する」に設定し、「携帯／ PHS等の事業者毎に
受信／拒否設定する場合はコチラ」の「事業者毎
の設定」ですべての事業者を「受信しない」に設
定してください。
※「必ず受信」にチェックを入れることにより、
「な
りすまし規制」を回避して、メーリングリスト、
転送メールを受信することができます。ただし、
「ご自身のauメールアドレス」またはその一部
（@au.com/@ezweb.ne.jp）などを設定する
場合は、「必ず受信」のチェックを外してくだ
さい。
アドレス帳受信設定へ：
「auアドレス帳」もしくは「データお預かり」に
保存したメールアドレスからのメールを受信する
ことができます。

拒否リストに
登録する

個別に指定したメールアドレスやドメイン、「@」よ
り前の部分を含むメールの受信を拒否します。

携帯／ PHS
以外からの
メールを拒否
する

PCメールは拒否し、携帯電話とPHSからのメール
のみ受信します。
また、携帯／ PHS事業者毎にメールを一括で受信
／拒否します。

その他の詳細
設定をする

迷惑メールおまかせ規制：
メールサーバーで受信したメールの中で、迷惑
メールの疑いのあるメールを自動検知して規制し
ます。
なりすまし規制：
送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの
受信を拒否します。（高）（低）の2つの設定を選
択いただけます。
※ 以前ご利用の携帯電話で（中）を設定されてい
る場合も（高）（低）のみ選択可能です。
※「受信リスト設定」の「必ず受信」にチェック
を入れて登録することにより、
「なりすまし規
制」を回避して、メーリングリスト、転送メー
ルを受信することができます。
HTMLメール規制：
メール本文がHTML形式で記述されているメール
を拒否することができます。
URLリンク規制：
本文中にURLが含まれるメールを拒否すること
ができます。
ウィルスメール規制：
添付ファイルがウイルスに感染している送受信
メールをメールサーバーで規制します。

• 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、auメールの
送受信に時間がかかることがあります。

auメールを利用する

a ホーム画面 u［auメール］

auメールのトップ画面が表示されます。

auメールの利用方法を確認する
auメールの「アプリ操作ガイド」で利用方法を確認できます。

a auメールのトップ画面 u［

］u［アドレス変更／迷惑メール

］u［アプリ操作ガイド］

auメールアプリの操作説明がブラウザで表示されます。

b 確認する利用方法をタップ

「au動画ガイド」で動画による説明も確認できます。

memo
• auメールの利用方法確認には、データ通信料がかかります。海外でのご利用は、
通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホー
ムページをご参照ください。

全ての設定を一括解除する

迷惑メールフィルターの設定を一括で解除できま
す。

※ 最新の設定機能およびパソコンからの迷惑メールフィルター設定は、auのホー
ムページでご確認ください。

memo
• 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
• 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったメールをもう一度受信する
ことはできませんので、設定には十分ご注意ください。
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メッセージを送信する

＋メッセージ（SMS）
「+メッセージ（SMS）」アプリはau電話番号でメッセージのやりとりができるア
プリケーションです。
au電話番号宛だけでなく、国内他事業者（NTTドコモ、ソフトバンク）にもメッセー
ジが送れます。

＋メッセージのご利用にあたって
初めて起動したときは許可画面や利用規約などの確認画面が表示されます。内容
をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

＋メッセージのモードについて
+メッセージは、相手が+メッセージを利用している場合は、スタンプや写真や動
画などのコンテンツを送ることができます。
相手が＋メッセージを利用していない場合は、SMSとしてテキスト文のみを送る
ことができます。

＋メッセージのご利用方法を確認する

•「
•「

」をタップすると、連絡先一覧画面が表示されます。
」をタップすると、メッセージ一覧画面が表示されます。

b［

］u［

］u［新しいメッセージ］

メッセージの作成画面が表示されます。
同じ相手にメッセージを送信するときは、メッセージ一覧で相手をタップしてもメッ
セージを作成できます。

c 連絡先一覧から相手先を選択

• 「名前や電話番号を入力」欄に、名前を入力すると連絡先一覧から相手先を検索
できます。
• 「名前や電話番号を入力」欄に、相手先電話番号を直接入力することもできます。
• SMSを海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」と「国番号」を
入力します。
「0」「1」「0」+国番号+相手先電話番号
※ 相手先電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。
• 本文は、相手先が＋メッセージを利用している場合、2,730文字相当まで入力で
きます。
• SMSモード利用の場合、全角最大670 ／半角最大1,530文字まで入力できます。
※ 国内・海外他事業者宛には全角最大70 ／半角最大160文字まで送信できます。

以下の内容がブラウザで確認できます。ご希望の操作説明をご確認ください。
• よくあるご質問
• 使い方ガイド

e［

］

メッセージが送信されます。
送信したメッセージをロングタッチすると、コピー、転送、削除ができます。

連絡先を登録する

グループを作る・グループに送信する

QRコードによる連絡先登録
＋メッセージ利用者同士であれば、＋メッセージ専用QRコードを読み込むことで、
連絡先として登録できます。

a ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）］
b［ ］u［ ］u［QRコードで追加］
memo
］

新しい連絡先を登録

a ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）］
b［ ］u［ ］u［新しい連絡先］

a ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）］

d［メッセージを入力］u 本文を入力

a ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）］
b［ ］u［マイページ］u［ヘルプ］

• 専用のQRコードを表示するには、ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）
］u［
u［マイページ］u［QRコード］と操作します。

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字のメッセージ（メール本文）に加え、
スタンプや写真や動画などのコンテンツを送信できます。

連絡先アプリの連絡先新規登録画面が表示されます。新規連絡先を登録できます。

a ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）］
b［ ］u［ ］u［新しいグループメッセージ］
c 連絡先一覧から相手先を選択

• 「名前や電話番号を入力」欄に名前を入力すると、連絡先一覧から相手先を検索
できます。
• 「名前や電話番号を入力」欄に、相手先電話番号を直接入力することもできます。
※ グループは100人まで選択できます。

d［OK］
e［グループ名（入力スキップ可）］u 任意の名称を入力
「

」をタップしてグループのプロフィール写真を設定することもできます。

f［OK］
g メッセージを入力し、送信

• メッセージの送信方法については、「メッセージを送信する」（u P .39）をご参
照ください。

＋メッセージを設定する

a ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）］
b［ ］u［マイページ］u［設定］
+メッセージの設定メニューが表示されます。
メッセージ

バックアップや連絡先未登録者フィルタリングなどの設定を行う
ことができます。

写真や動画

写真や動画のダウンロード設定、サイズ設定などを行うことがで
きます。

テーマカ
ラー・背景

テーマカラーや背景設定を行うことができます。

通知

メッセージ着信時の通知関連の設定を行うことができます。

プライバシー

パスコード、ブロックリストなどの設定を行うことができます。

その他

ユーザー情報引き継ぎ設定、初期化などの設定を行うことができ
ます。

メール
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ブロックリストを設定する
相手とのやり取りをブロックすることができます。ブロック／ブロック解除の設
定ができます。

a ホーム画面 u［＋メッセージ（SMS）］
b［ ］u［マイページ］u［設定］u［プライバシー］u［ブロックリ
スト］

c［ブロックリスト編集］
■■ブロックリストに登録する場合

d［

］

ブロックしたい相手を以下の方法から選択します。
• 「名前や電話番号を入力」欄にブロックしたい電話番号を入力し、電話番号を選
択します。
• 「名前や電話番号を入力」欄にブロックしたい相手の名前を入力し、連絡先を選
択します。
• 連絡先一覧に表示されている連絡先からブロックしたい相手を選択します。

■■ブロックリストから削除する場合

d 解除する相手の［ブロック解除］
memo
• ブロックしている相手からのメッセージを確認するには、ホーム画面 u［＋メッ
］u［マイページ］u［設定］u［プライバシー］u［ブロッ
セージ（SMS）］u［
クメッセージ］と操作します。

Gmail
Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの確認・
送受信などができます。
• Gmailの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウントを
セットアップする」（uP.20）をご参照ください。
• Gmailの連絡先は、本製品の連絡先と同期することができます。
• 利用方法などの詳細については、または受信トレイ画面 u［
ドバック］でGoogleのヘルプをご参照ください。

］u［ヘルプとフィー

• サービスの内容は、予告なく変更される場合があります。

a ホーム画面 u［Google］u［Gmail］  
Gmailの受信トレイ画面が表示されます。

Gmailを送信する

a 受信トレイ画面 u［ ］
b 宛先入力欄を選択 u 宛先を入力

Cc、Bccを追加する場合は、「
」をタップします。
•［
］u［コンタクトから追加］と操作すると、連絡先からメールアドレスを選
択できます。

c 件名入力欄を選択 u 件名を入力
d 本文入力欄を選択 u 本文を入力

ファイルを添付する場合は、［
］u［ファイルを添付］u ファイルを選択します。
• アプリの選択画面が表示された場合は、使用するアプリケーションを選択してく
ださい。

e［

］

Gmailを受信する
Gmailを受信すると、ステータスバーに

が表示されます。

a ステータスバーを下にスライド
b メールの情報を選択

受信メール内容表示画面が表示されます。

memo
• 受信トレイ画面でスレッドをロングタッチすると、スレッドに対する操作が行え
ます。

Gmailを返信／転送する
■■宛先のみに返信する場合

a 受信トレイ画面 u 返信するメールをタップ u［返信］
b 本文入力欄を選択 u 本文を入力 u［ ］
■■全員に返信／転送する場合

a 受信トレイ画面 u 返信／転送するメールをタップ u［全員に返信］／
［転送］

「転送」を選択した場合は、転送先の宛先を入力します。

b 本文入力欄を選択 u 本文を入力 u［

］

Gmailのメニューを利用する
Gmail受信トレイ画面で「
どの操作が行えます。

」をタップするとメニュー項目が表示され、設定な

• メニュー項目画面上部のアカウント名をタップするとアカウントを追加したり、切り
替えたりすることができます。
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インターネットに接続する
データ通信または無線LAN（Wi-Fi ）機能を使用してインターネットに接続でき
ます。
®

• データ通信（LTE NET、LTE NET for DATA）
• Wi-Fi®（uP.65「無線LAN（Wi-Fi®）機能」）

memo
• LTE NETまたはLTE NET for DATAに加入していない場合は、データ通信を利
用することができません。

ブラウザ（Chrome）
Google Chromeを利用して、
パソコンと同じようにウェブページを閲覧できます。

ウェブページを表示する

a ホーム画面 u［Chrome］  

ウェブページが表示されます。
初めて起動したときは、利用規約とプライバシーに関する確認やアカウント設定な
どの画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

a ホーム

データ通信を利用する
本製品は、「LTE NET」や「LTE NET for DATA」のご利用により、手軽にイン
ターネットに接続してデータ通信を行うことができます。本製品にはあらかじめ
LTE NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、インターネット
接続を必要とするアプリケーションを起動すると自動的に接続されます。
LTE NET for DATAでインターネットへ接続するには、ホーム画面 u［設定］u
［ネットワークとインターネット］u［モバイルネットワーク］u［アクセスポイン
ト名］から、「LTE NET for DATA」を選択してください。
memo
• LTEフラットなどのデータ通信料定額／割引サービスご加入でインターネット接
続時の通信料を定額でご利用いただけます。LTE NET、LTE NET for DATA、デー
タ通信料定額／割引サービスについては、最新のau総合カタログ／ auのホーム
ページをご参照ください。

■■データ通信ご利用上のご注意
• 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を行うアプリ
ケーションを使用するなど、データ量の多い通信を行うとデータ通信料が高額となる
ため、データ通信料定額サービスのご加入をおすすめします。
• ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受信を継続した
場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自動的に制限されることがあ
ります。

■■ご利用データ通信料のご確認方法について
ご利用データ通信料は、次のURLでご照会いただけます。
https://www.au.com/support/

b

タップするとホームページが表示され
ます。
お買い上げ時はAndroid向けの「au
Webポータル」が設定されています。

c

a

d

b URL表示欄
c ウィンドウ

開いているウィンドウの数が表示され
ます。
タップするとウィンドウ一覧画面が表
示されます。

d メニューアイコン

memo
• 非常に大きなウェブページをChromeで表示した場合は、アプリケーションが自動
的に終了することがあります。

URL表示欄を利用する
ウェブページの上部に表示されるURL表示欄にキーワードを入力して、ウェブサ
イトの情報を検索できます。また、URLを直接入力してサイトを表示できます。

a ウェブページでURL表示欄を選択
b URL表示欄にキーワード／ URLを入力

入力した文字を含む検索候補などがURL表示欄の下に一覧表示されます。

c 一覧表示から項目を選択／キーボードの［

］

ウェブページのメニューを利用する

a ウェブページ u［

］
次のサイトにアクセスします。
表示しているサイトをブックマークに登録します。
表示しているサイトをダウンロードします。
表示しているサイトの詳細を表示します。
表示しているサイトを更新します。
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新しいタブ

新しいタブを開きます。

新しいシークレットタブ

新しいタブをシークレットモードで開きます。

ブックマーク

ブックマークの一覧を表示します。（uP.43）

最近使ったタブ

最近使ったタブを表示します。

履歴

履歴の一覧を表示します。（uP.43）

ダウンロード

ダウンロードしたアイテムの一覧を表示します。

共有...

表示しているサイトのURLや画像をメールや
Bluetooth®で送信したり、Gmailなどでアップロー
ドしたりできます。

ページ内検索

表示しているページ内でテキストを検索します。

ホーム画面に追加

表示しているサイトのショートカットをホーム画面
に追加します。

PC版サイト

PC版のサイトを表示します。

設定

検索エンジンの変更やパスワードの自動保存の設定、
プライバシーの管理などの操作を行います。

ヘルプとフィードバック

ヘルプの表示やフィードバックの送信を行います。

ブックマーク／履歴を利用する
ブックマークに追加する
表示中のサイトをブックマークに追加します。

a ウェブページ u［

］

メニュー画面が表示されます。

b［

］

サイトがブックマークに登録されます。

ブックマーク画面を利用する

a ウェブページ u［

］u［ブックマーク］

ブックマーク画面が表示されます。
• ブックマークをタップするとサイトが表示されます。
• ブックマークをロングタッチすると、ブックマークの編集／削除などの操作をす
ることができます。

履歴を確認する
閲覧したサイトの履歴を確認できます。

a ウェブページ u［

］u［履歴］

閲覧履歴画面が表示されます。
• 履歴をタップするとサイトが表示されます。
• 履歴をロングタッチするとサイトを新しいタブで開いたり、サイトをシークレッ
トタブで開いたり、リンクのアドレスをコピーしたりすることができます。

memo
• 履歴を削除するには［閲覧データを削除. . .］u データを消去する期間を選択 u 消
去する項目にチェックを付けて［データを消去］と操作します。

インターネット
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アプリケーション一覧

auサポート

本製品にインストールされているアプリケーション一覧です。アプリケーション
によってはフォルダに格納されているものもあります。
クイック起動 電話
エリア
Chrome

ウェブページが閲覧できます。（uP.42）
auメールのアドレスを利用してメールを送受信で
きます。（uP.38）

カメラ

静止画／動画を撮影できます。（uP.47）

フォルダに格 auかんたんガイ
納されていな ド
いアプリケー
設定
ション
Playストア

ニュース、天気、乗換案内などはもちろん、プレゼ
ントやクーポン、auのスマートフォンを楽しむため
のお得で便利な情報をお届け。
• 天気の情報は「天気」ウィジェットでも確認で
きます。

＋メッセージ
（SMS）

au電話番号でメッセージのやりとりができるアプリ
ケーションです。

ギャラリー

内部ストレージやmicroSDメモリカードに保存した
静止画や動画を閲覧できます。
（uP.49）

Google

auサポート
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「auスマートパスプレミアム/auスマートパス」を
最大限活用するためのアプリです。お得で、楽しく、
あんしんなスマホライフを提供します。

My au※1

毎月のご請求金額や、データ通信量（ギガ）、ご契
約内容、ポイントなどが簡単に確認できるアプリで
す。各種お手続き、お問い合わせもスムーズに行え
ます。（uP.52）

au災害対策

災害用伝言板や、緊急速報メール（緊急地震速報、
災害・避難情報（Jアラートからの配信含む）、津
波警報、特別警報）、災害用音声お届けサービス、
災害関連情報を利用することができます。

Facebook※1※2

友達や家族などの親しい人々や、それを越えた新し
い人々とつながり、コミュニティを築くことができ
ます。世界で何が起きているか発見したり、自分に
関連することをシェアしたり表現したりすることが
できる無料の『実名制』コミュニケーションアプリ
です。（uP.55）

ニュースパス※2

たくさんの新聞・雑誌・テレビ・ネットのニュース
記事の中から、旬なニュースや、あなたの興味や関
心にあった記事を読むことができるニュースアプリ
です。

LINE※1

LINEはいつでも、どこでも、好きなだけ通話やメー
ルが楽しめるコミュニケーションアプリです。

更新センター

お得な特典がもらえる無料会員制プログラム、
au STARのアプリです。ご契約期間に応じて
WALLETポイントがもらえるau STAR ロイヤル
や3,000ポイント分の2年契約更新ギフト券の付
与通知、貯まったポイントで上質な商品と交換でき
るギフトセレクションなど、様々な会員様限定の
サービスをご用意しています。

au Market

auスマートパスのアプリ取り放題に対応した
Androidアプリをインストールできます。

au WALLET※2

au WALLETをより便利に使いこなすためのアプリ
です。au WALLETプリペイドカードへのチャージ
やカード残高の確認、au WALLETクレジットカー
ドの請求額の確認、auかんたん決済の情報の確認、
ポイントの残高・お買い物履歴・特典の確認などを
ご利用いただけます。

本製品の各種設定を行います。（uP.67）

サービスTOP※2

auスマートパス

au STAR※1

Google Playを利用できます。（uP.54）
現在地や目的地の地図を表示したり、目的地の検索
ができます。

※2

au Wi-Fi接続ツー auの公衆無線LANサービス「au Wi-Fi SPOT」やau
ル※1
の宅内Wi-Fi®機器サービス「Wi-Fi HOME SPOT」
を便利にご利用いただくためのアプリです。

はじめてスマートフォンをお使いの方へ、使い方を
わかりやすく説明したアプリです。（uP.1）

マップ

アプリの更新：インストール済みアプリケーション
（LG提供のアプリ）の更新を行います。
ソフトウェアアップデート：uP.88「ソフトウェ
アを更新する」

お子さまが「スマートフォン」「タブレット」を安
心してご利用いただけるよう、不適切と思われる
ウェブページへのアクセスやアプリケーションの利
用を制限するフィルタリングアプリです。

故障紛失サポート 定期的にご利用いただくことで、スマートフォンを
快適にお使いいただくことができます。また、簡単操
作で故障紛失サポートセンターへ電話相談、インター
ネットでの交換申込などをサポートするアプリです。

電話をかけることができます。（uP.32）

auメール※1

あんしんフィル
ター for au

auサービス

auウィジェット※2 より便利にauスマートフォンをご利用いただけるよ
うに、ホーム画面上で最新ニュースと天気をお届けし
ます。あわせてクーポン、音楽、動画、本、人気アプ
リなどの情報もご一緒にお楽しみください。
ネットで買い Wowma!※2
物
au WALLET
Market※2

SNS

日用品・グルメ・ファッションから家電まで豊富な
品ぞろえからお買い物が楽しめるKDDI公式の総合
通販サイトです。
au WALLET Marketは、日常生活をより豊かにす
る「こだわりのもの」をお店でもネットでも気軽に
ご購入いただける、"お買い物上手"なショッピング
サービスです。

Amazonショッ
ピング※1

商品を調べたいときも、今すぐ買いたいときも、
Amazonショッピングアプリは、「探す」「比べる」
「買う」「受け取る」を簡単、便利にする機能で、お
客様のお買い物をサポートします。

Instagram※1※2

写真や動画を自由に編集・投稿し、ビジュアルを通
して家族や友達、そして世界中の利用者と簡単につ
ながることができるアプリです。

Twitter※2

Twitterは多くの人々とつながったり、自分を表現
したり、大好きなものについていろいろ知ることが
できる無料のアプリです。

Messenger※1※2 友達や知り合いとリアルタイムにメッセージのやり
とりやグループチャット・ビデオチャットができる
無料アプリです。Botサービスで、自分が興味のあ
るニュースやサービスも受信することができます。
その他アプリ SATCH※2

QRコードやバーコードを読み取ることができま
す。その他、ARを楽しむことができます。ARとは
対象物をカメラにかざして、動画やCGなどを表示
できる機能です。アプリ内のキャンペーンページの
案内に沿ってお楽しみください。

Google

Google検索を利用できます。（uP.24）

Gmail

Gmailの送受信ができます。（uP.40）

YouTube※1

YouTubeの動画を再生／アップロードできます。

オーディオレ
コーダー

音声を録音したり、再生したりできます。
（uP.55）

ドライブ

ファイルをGoogleドライブに保存したり、共有し
たりすることができます。

カレンダー

カレンダーの表示や予定の登録ができます。
（uP.56）

Play Music

Google Playで音楽を購入したり、購入した音楽
を聴いたりできます。

ダウンロード

ダウンロードしたファイルなどを表示します。

タスク

タスクを管理します。

ファイルマネー
ジャー

本製品内のデータやmicroSDメモリカード内の
データの表示や管理ができます。

Playムービー
&TV

Google Playで映画をレンタルして視聴できます。

Duo

ビデオ通話を行います。

フォト

撮影した静止画や動画を表示・編集したり、
Googleドライブにバックアップすることができま
す。

ドキュメント

ドキュメントの作成や編集ができます。また、他の
ユーザーと共同編集することもできます。

スプレッドシー
ト

スプレッドシートの作成や編集ができます。また、
他のユーザーと共同編集することもできます。

スライド

プレゼンテーションの作成や編集ができます。また、
他のユーザーと共同編集することもできます。

Qメモ+※2

データお預かり

写真やアドレス帳などスマートフォンに保存さ
れている様々なデータをauのサーバに預けたり、
microSDメモリカードに保存したりするアプリです。
機種変更時のデータ移行のツールとしてもご利用で
きます。

テキスト入力や画像などを挿入したメモを作成でき
ます。（uP.54）
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音楽

保存している音楽を再生できます。（uP.50）

時計

アラームやタイマーの設定、世界時計やストップ
ウォッチが利用できます。（uP.57）

取扱説明書

本製品のさまざまな機能の操作方法や設定方法を確
認できます。（uP.1）

電卓

電卓を利用できます。（uP.57）

連絡先

電話番号やメールアドレスを登録して利用できま
す。（uP.34）

SmartWorld※1※2 LG SmartWorldのサイトに接続します。
※1 利用するにはダウンロード／インストールが必要です。
※2 「データの初期化」（uP.74）を実行すると、削除されます。

memo
• 表に記載のアプリケーション以外にも、機種変更前にご利用・ご契約いただいた
アプリケーションがアプリ一覧に表示される場合があります。
• 各メニューからそれぞれの機能を使用すると､ 機能によっては通信料が発生する
場合があります。
• アイコンなどのデザインは､ 予告なく変更する場合があります。
• 「データの初期化」（uP.74）を行うと一部のアプリは本製品から削除されます
が、Google Play（uP.54）や更新センター（uP.74）などから再度ダウ
ンロードできます。

カメラ
カメラをご利用になる前に
• レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画／動画を撮影できなくなります。撮
影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
• 撮影時にはレンズ部に指や髪などがかからないようにご注意ください。
• 動画を録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、
録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があ
ります。
• 不安定な場所に本製品を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレー
タが振動するなどして本製品が落下するおそれがあります。
• マナーモード（サウンドプロフィールを「バイブのみ」「サイレント」）設定中でも静
止画撮影のシャッター音や動画撮影の開始音、終了音は鳴ります。
• レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変
色することがあります。
• 本製品を暖かい場所に長時間置いた後に画像を撮影や保存をすると、画像が劣化する
ことがあります。
• カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く
見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い
点などが出ますのでご了承ください。
• 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないように
しっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。特
に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意くだ
さい。また、被写体が動いた場合もブレた画像になりやすいのでご注意ください。
• 被写体がディスプレイに確実に表示されていることを確認してから、シャッター操作
をしてください。カメラを動かしながらシャッター操作をすると、画像がブレる原因
となります。
• 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー（人の目では感じられない、
ごく微妙なちらつき）を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出ることがありますが、
故障ではありません。
• 白熱電球下などで撮影すると画面が赤くなる場合があります。
• 本製品のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮
影する被写体や、撮影時の光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分
的に暗く写ったり明るく写ったりすることがあります。また、広角レンズを使用して
いるため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
• 動画撮影中に強い光や眩しい被写体を撮影すると、画像に紫の線や帯が発生すること
がありますが、故障ではありません。
• カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場
合はもう一度カメラを起動してください。
• 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
-- 無地の壁などコントラストが少ない被写体
-- 強い逆光のもとにある被写体
-- 光沢のあるものなど明るく反射している被写体
-- ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
-- カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
-- 暗い場所にある被写体
-- 動きが速い被写体
• カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な音が聞こえる場合がありますが、機器の内
部部品の動作音で、異常ではありません。
• 撮影画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画撮影を繰り返し長時間連続動作
させた場合、本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となることが
ありますのでご注意ください。また、本体の温度が上昇し、カメラが使用できなくな
ることがあります。
• 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像
が乱れたりすることがありますのでご注意ください。動いている被写体を撮影すると
きや、明るいところから暗いところに移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなっ
たりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
• 暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた静止画などになる可能性があります。
• プレビュー画面の表示、カメラの切り替え、カメラの設定変更などの直後は、明るさ
や色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
• 冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあり
ます。
• お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを
行った場合、法律や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。
• 他のアプリケーションを起動中は、カメラを使用できない場合があります。
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撮影画面の見かた

静止画を撮影する

撮影画面に表示されるマーク（アイコンなど）の意味は次の通りです。
d
a

e

b

f

c

g
h

a 録画開始ボタン

動画録画を開始します。
動画録画中は「
」をタップすると録画を停止します。また、「
と録画を一時停止します。

撮影画面が表示されます。
• 位置情報記録の確認画面やカメラストレージ画面が表示された場合は、画面の指
示に従って操作してください。

b［

］

シャッター音が鳴り、撮影したデータが自動的に保存されます。
• 撮影画面で音量キーを押しても撮影できます。
• 撮影画面でピントを合わせたい場所をタップすると、タップした場所にピントを
合わせて撮影されます。

memo

j

i

a ホーム画面 u［カメラ］  

オートフォーカスについて
」をタップする

b シャッターボタン

• 本製品は被写体にカメラを向けるとフォーカス枠が表示され、自動的にピントを
合わせることができます。広範囲にピントが合っているときなどは、複数のフォー
カス枠が表示される場合があります。
• 撮影画面にマークが表示されている場合は、タップした場所でピントを固定する
ことができます（オートフォーカスロック）。

静止画を撮影します。

c 直前に撮影したデータ
d 設定（uP.49）

連写撮影について
• 撮影画面（アウトカメラ）で「
」をロングタッチ、または音量キーを1秒以上
長押しすると連写撮影されます。

e 撮影モード（uP.49）
f フィルター

• 最大30枚まで連写撮影できます。

撮影時に使用するフィルターを切り替えます。

• 撮影後、「

」をタップすると、GIFアニメーションが作成されます。

g カメラ切替

インカメラとアウトカメラを切り替えます。
• 撮影画面をスワイプしてもインカメラとアウトカメラを切り替えられます。

h フラッシュ
フラッシュの

（OFF）／

（ON）／

（AUTO）を切り替えます。

i 共有

直前に撮影した画像や動画をGmailやQメモ+などを利用して共有します。

j 状態表示

撮影状況が暗い場合など、フラッシュが自動で動作するときに
が表示されます（フ
ラッシュがAUTOの場合のみ）
。
ハイダイナミックレンジ（HDR）を設定中にカメラを終了し再起動させると、 が
約3秒間表示されます。

インカメラで撮影する
インカメラを使用して撮影します。

a 撮影画面 u［

］

■■ジェスチャーショット
• インカメラに向かって手を握ったり開いたりジェスチャーをすることで静止画を撮影
できます。
-- 撮影画面（インカメラ）u レンズに手のひらを向ける u 枠が表示されたら手を握
ると自動的にセルフタイマー（3秒）が起動します。

■■オートショット
• 顔検出で静止画を撮影できます。
-- 撮影画面（インカメラ）u レンズに顔を向けると撮影できます。
-- オートショットを有効にするには、撮影画面 u［
ショット］と操作します。

］u［自分撮り］u［オート

■■ジェスチャービュー
• 撮影画面（インカメラ）で撮影 u 端末を近づけることで撮影した写真を表示できます。
-- ジェスチャービューを有効にするには、撮影画面 u［
をオンにします。

］u「ジェスチャービュー」

■■4枚撮影
• 画面に手のひらを向けると枠が表示されるので、すばやく手を握ったり開いたりを2
回繰り返すジェスチャーをすると一定間隔で4枚撮影されます。

HDRで撮影する
異なる露出で複数回撮影することで、よりリアルな写真を作成します。

a 撮影画面 u［
b［ ］

］u［HDR］u［オート］／［ON］

HDRで撮影されます。
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動画を録画する

画像や動画を再生する

a ホーム画面 u［カメラ］
撮影画面が表示されます。

b［

］

c［

］

録画したデータが保存されます。

b アルバムを選択

サムネイル表示画面が表示されます。
「
」をタップすると、アルバム選択画面に戻ります。

memo
• 本体の温度が上昇した場合は、自動的に録画を停止・保存します。
• 録画中に着信して通話を開始すると、録画が停止して保存されます。
」をタップまたは音量キーを押すと、静止画を撮影できます。

撮影モードを切り替えて撮影する

a 撮影画面 u［モード］
b 以下の項目をタップ
オート

uP.48「静止画を撮影する」
、uP.49「動画を録画する」

フラッシュジャン
プカット

静止画を3秒ごとに撮影し、GIFファイルで保存します。

c 画像／動画を選択

静止画表示画面／動画表示画面が表示されます。
」をタップすると、データの種別に応じたアプリケーショ
動画表示画面の場合、
「
ンが起動して再生されます。再生するアプリケーションが複数存在する場合は、「ア
プリで開く」画面が表示されることがあります。アプリケーションを選択 u［1回
のみ］／［常に使用］と操作すると再生されます。

■■静止画表示画面／動画表示画面の操作
画像／動画をタップすると以下のメニューが表示されます。
：メモ
：GIFを作成
：削除
：カメラ起動
：動画再生ボタン

：編集
：共有
：お気に入り
：メニューアイコン

• データによって、表示される項目が異なります。

設定を利用する

a 撮影画面 u［

a ホーム画面 u［ギャラリー］  

アルバム選択画面が表示されます。
「
」をタップするとカメラが起動します。
」をタップすると、アルバムの削除や設定などを行えます。
「

録画が開始されます。

• 動画録画中に「

ギャラリーでは、microSDメモリカードまたは内部ストレージに保存した画像や
動画の共有や一覧表示、画像の編集などの操作ができます。

］

■■動画再生画面の操作
」をタップし、「動画」を選択した場合を例に説明します。
動画表示画面で「
a

b 以下の項目をタップ

f
g
h
i

自分撮り

撮影するときに、手のひらを握るか、顔検出で撮影できます。
• インカメラでのみ表示されます。

左右反転して保
存

撮影した画像を左右反転して保存するかどうかを設定します。
• インカメラでのみ表示されます。

b
c

j

HDR

HDR撮影するかどうかを設定します。
• 「オート」に設定した場合は、画像の明暗差が大きいときに
自動的にHDR撮影に切り替わります。

d
e

k
l

ジェスチャー
ビュー

撮影後、本製品を近づけることで撮影した写真を確認できま
す。
• インカメラでのみ表示されます。

ボイスシャッ
ター

「チーズ」「スマイル」「トリマス」と話すことで写真を撮影し
ます。

QRコードリー
ダー

カメラプレビュー画面でQRコードをスキャンします。
• アウトカメラでのみ表示されます。

位置情報の記録

撮影したデータに位置情報を記録します。

グリッド

撮影画面にグリッドを表示するかどうかを設定します。
• アウトカメラでのみ表示されます。

ストレージ

撮影したデータの保存先を設定します。

ヘルプ

カメラアプリのヘルプを表示します。
撮影する画像サイズを切り替えます。
録画する動画サイズを切り替えます。
シャッターを押してから撮影されるまでの時間を設定します。

a ファイル名
b シークバー

ドラッグまたはタップすると、再生中の動画を任意の場所から再生します。

c 再生経過時間
d 表示サイズ変更
e GIFを作成

GIFアニメーションを作成します。

f メニューアイコン
g Qスライド

画面内にアプリを小さく表示することでマルチタスクを簡単に行います。透明度の
調整もできます。

※
h 画面回転

画面の向きを縦または横に切り替えます。

i 再生パネル

／ ：タップすると、前の動画／次の動画を再生します。ロングタッチすると、
再生中の動画を早送りします。ロングタッチすると、再生中の動画を早戻し／早送
りします。
／ ：一時停止／再生します。

j 動画全体の長さ
k 画面のロック

再生中の誤操作を防ぐために、画面操作をロックします。

l クイック動画エディター
動画をトリミングします。

※「縦横表示の自動回転」（uP.71）が無効の場合のみ表示されます。
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ギャラリーのメニューを利用する

a アルバム選択画面／サムネイル表示画面／静止画表示画面／動画表
示画面 u［

］／［

］

b 以下の項目をタップ

「音楽」アプリケーションは、microSDメモリカードまたは内部ストレージに保
存されたデジタルオーディオファイルを再生します。
memo

アルバムを削除※1

アルバムを削除します。

アルバムの新規作成※1

アルバムを新規作成します。

表示するアルバム※1

表示するアルバムを選択します。

お気に入りアルバム※1

アルバムをお気に入りに登録します。

ゴミ箱※1

削除したアルバムやファイルを確認します。
• アルバムやファイルは、ゴミ箱に移動してから7日後
に完全に削除されます。

設定※1

並び替えやスライドショーなどの設定を行います。

移動※2※3※4

画像を移動します。

コピー※2※3※4

画像をコピーします。

回転※2※4

画像を回転します。

トリミング※4

画像をトリミングします。

スライドショー※2※4

画像をスライドショーで再生します。

画像を設定※4

画像を壁紙や連絡先の写真に登録します。

地図に表示※3※4

画像／動画の位置情報を「マップ」アプリで表示します。
• 位置情報を持っている画像／動画のみ表示します。

印刷※4

画像を印刷できます。

動画の作成※2

複数の画像／動画を組み合わせて、1つの動画を作成し
ます。

GIFを作成※2

複数の画像を組み合わせて、1つのGIFアニメーションを
作成します。

コラージュ作成※2※4

複数の画像を組み合わせて、1枚の画像にコラージュ編
集します。

リネーム※3※4

画像の名前を変更します。

詳細※3※4

ファイル情報を表示します。

※1
※2
※3
※4

音楽

アルバム選択画面で表示されます。
サムネイル表示画面で表示されます。
動画表示画面で表示されます。
静止画表示画面で表示されます。

• 音楽データによっては、著作権により再生できないものがあります。

音楽画面を表示する

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［音楽］  

音楽画面が表示されます。
• 音楽画面は、
「プレイリスト」
「曲」
「アルバム」
「アーティスト」
「ジャンル」
「フォ
ルダー」の6つのタブがあります。タブをタップすると、タブ名称のカテゴリー
ごとにまとめて曲を表示できます。
• 以下は、「曲」タブについて説明します。

a タブ

曲の表示を「プレイリスト」、「曲」、「ア
ルバム」、「アーティスト」、「ジャンル」、
「フォルダー」に切り替えます。

b 最近追加した曲
c 曲情報（曲名、アーティスト名、
再生時間）

f
g
h
a

b

d シャッフル

曲の再生順序をランダム（シャッフル有
効）にして、再生中の曲を切り替えます。
• シャッフルを無効にする場合は、曲の再
生画面で行ってください（uP.51）。

e 再生中の曲（曲名、アーティス
ト名）※1

c
i
d
e

f フラッシュライト

j
k

再生される音楽にあわせてフラッシュラ
イトが点滅します。

g 検索

ライブラリ内の曲／アーティストなどを検索します。

h メニューアイコン
i インデックス
※1
j「再生中」プレイリスト

「再生中」プレイリスト画面を表示します。

※1
k 再生パネル

：タップすると、再生中の曲の先頭から再生を始めます※2。ロングタッチすると、
再生中の曲を早戻しします。ダブルタップすると前の曲の先頭から再生を始めます。
／ ：一時停止／再生します。
：タップすると、次の曲に進みます。ロングタッチすると、再生中の曲を早送り
します。
• 再生／一時停止中は、e j kの上部に曲の再生位置を示すインジケーターが表示
されます。

※1 音楽再生中のみ表示されます。
※2 再生経過時間が3秒以下の場合は前の曲の先頭から再生を始めます。

音楽画面のメニューを利用する
■■オプションメニューの場合

a 音楽画面 u［ ］
b 以下の項目をタップ
再生する音楽の選択

曲を選択して再生します。

プレイリストに追加

曲を選択してプレイリストに追加できます。

削除

選択したタブでプレイリスト／曲／アルバ
ム／アーティスト／ジャンル／フォルダー
を削除します。

共有

Bluetooth®やメール添付などで送信できます。

設定

全般

タブの管理

音楽画面に表示するタブを管理します。
• 「プレイリスト」「曲」タブは非表示にでき
ません。

ピッチ＆ス
ピード

ピッチ、再生速度を設定します。
• 曲によっては操作できない場合があります。

オフタイマー 音楽を停止するまでの時間を設定できます。
ウェアラブル プレイリストをAndroid Wearと同期するか
端末と同期
どうかを設定します。
再生中の
リスト

再生モード

全曲再生か選曲した曲のみ再生するかを選
択できます。

再生中プレイ 再生中プレイリストへの追加方法を選択し
リストへの追 ます。
加
ヘルプ
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フォントサイズを調整できます。

■■コンテキストメニューの場合

a 音楽画面で曲名／アルバム名／アーティスト名／ジャンル名／フォ
ルダー名をロングタッチ

削除
着信音

※

連絡先の着信音

※

詳細情報

※

■■オプションメニューの場合

a 音楽再生画面 u［

b 以下の項目をタップ
プレイリストに追加

音楽再生画面のメニューを利用する
］

曲をプレイリストに追加します。

検索

ライブラリ内の曲／アーティストなどを検索します。

曲を削除します。

プレイリストに追加

曲をプレイリストに追加できます。

曲を着信音に設定できます。

削除

曲を削除します。

曲を指定する連絡先の着信音に設定できます。

ミュージックビデオ

再生中の曲をYouTubeで検索し、視聴できます。

曲の詳細情報を表示します。

共有

Bluetooth®やメール添付などで送信できます。

設定

各種設定を行います。

※ 曲名をロングタッチした場合のみ表示されます。

曲を再生する

プレイリストを利用する

microSDメモリカードまたは内部ストレージに保存されたカテゴリー別のコンテ
ンツを表示して再生できます。
• microSDメモリカード内の楽曲の再生中に「メモリの使用量を確認する」（uP.61）
は行わないでください。データが壊れる（消去される）ことがあります。

a 音楽画面 u「プレイリスト」「曲」「アルバム」「アーティスト」「ジャ
ンル」「フォルダー」タブ

音楽再生画面が表示され、曲が再生されます。

a

d メニューアイコン
e カバーアート

左右にスワイプして前後の曲を再生した
り、タップして歌詞を表示したり、ロン
グタッチして曲、アルバムの検索、詳細
情報を確認することができます。

f 曲名
g アーティスト名
h シャッフル

］

a 音楽画面 u［プレイリスト］
b［お気に入り］
c いずれかの曲をタップ

b フラッシュライト

c「再生中」プレイリスト画面を表
示する

お気に入りに曲を追加する

お気に入りを表示／再生する
b cd

前の画面に戻ります。
再生される音楽にあわせてフラッシュラ
イトが点滅します。

• プレイリストは複数作成できます。

a 音楽再生画面 u［

b 曲をタップ u 画面下部の再生曲の曲名部分をタップ
a 戻る

再生中に見つけた好みの曲をお気に入りに登録したり、曲を集めてプレイリスト
を作成したりして、曲を便利に管理することができます。

e

曲が再生されます。

プレイリストを作成する
f
g
h
i
j
k

l
m
n
o
p

シャッフルの有効／無効を切り替えます。

i 再生経過時間
j シークバー

ドラッグまたはタップすると、再生中の曲を任意の場所から再生します。

k 音量調節ボタン

タップして表示される調節バーをドラッグまたはタップすると、音量を調節で
きます。

l 再生パネル

：タップすると、再生中の曲の先頭から再生を始めます※。ロングタッチする
と、再生中の曲を早戻しします。ダブルタップすると前の曲の先頭から再生を
始めます。
／ ：一時停止／再生します。
：タップすると、次の曲に進みます。ロングタッチすると、再生中の曲を早
送りします。

m リピート設定

a 音楽画面 u［プレイリスト］
b［ ］
c プレイリスト名を入力
d［保存］
e 追加したい曲にチェックを付ける
f［追加］
プレイリストに曲を追加する

a 音楽画面 u［プレイリスト］
b いずれかのプレイリストをタップ
c［ ］
d 追加したい曲にチェックを付ける
e［追加］
memo
• 音楽画面 u［

］u［プレイリストに追加］と操作しても曲を追加できます。

リピート（全曲）／リピート（1曲）／リピートOFFを切り替えます。

n 曲全体の長さ
o ピッチ＆スピードボタン
p お気に入り

お気に入りに追加／削除します。

※ 再生経過時間が3秒以下の場合は前の曲の先頭から再生を始めます。

プレイリストを表示する／音楽を再生する

a 音楽画面 u［プレイリスト］
b いずれかのプレイリストをタップ
c いずれかの曲をタップ

音楽再生画面が表示され、曲が再生されます。

アプリケーション
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My au
月々のご請求金額やデータ通信量（ギガ）を簡単に確認できるほか、料金プラン
やオプションサービスなどの申し込み・変更手続きができます。

a ホーム画面 u［My au］  

My auのトップ画面が表示されます。
• 初めて起動したときは画面の指示に従ってログインしてください。

b 確認する項目を選択

現在のご利用状況、ご請求金額、ご契約内容の確認や、各種お手続きができます。

memo
• 「デバイス管理機能」を有効にする画面や利用規約が表示された場合は、内容をご
確認のうえ、画面の表示に従って操作してください。

故障紛失サポート
「故障かな？」と思ったときのクイック診断、簡単操作で故障紛失サポートセンター
へ電話相談、インターネットでの交換申込、データ移行をトータルにサポートす
る便利なアプリです。

a ホーム画面 u［auサポート］u［故障紛失サポート］  

トップメニュー画面が表示されます。
• 初めて起動したときは許可画面や利用規約などの確認画面が表示されます。内容
をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

b 以下の項目をタップ
クイック診断してみる お客様ご自身で診断することができます。調子が悪いと
思ったら診断してください。
交換申し込み※1
データ移行
便利な機
能※2

オンライン交換受付のログイン画面をワンタッチで呼び
出します。
ご利用の機種に対応したデータ移行アプリを起動します。

トラブル
診断を試
す

調べたい項目を選択していくと、トラブルの対処方法が
見つかります。

各種設定

定期クリーニング通知で定期的に診断のお知らせをしま
す。

診断履歴

診断した履歴情報を確認することができます。

※1 加入条件により表示される内容は異なります。
※2 主な機能のみ記載しております。

memo
• 各機能利用中にトップメニュー画面に戻るときは画面右上の「
ください。
なお、クイック診断ご利用中はトップメニューへ戻れません。
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」をタップして

あんしんフィルター for au
お子さまにスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切なウェ
ブサイトへのアクセスやアプリの利用を制限するフィルタリングサービスです。
お子さまの年代に合わせ、「小学生」・「中学生」・「高校生」・「高校生プラス」の4
段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブサイトやアプリの制
限／許可を保護者が個別にカスタマイズすることも可能です。
また、保護者が夜間などスマートフォンの利用を制限したり、お子さまの居場所
を確認したりすることもできます。

a ホーム画面 u［auサポート］u［あんしんフィルター for au］  

初めて起動したときは、アクセス権限の同意画面が表示されます。内容をご確認の
うえ、「同意する」をタップしてください。

b［au電話番号でログイン］

画面の指示に従って、操作してください。
※ ご利用になるお子さまのau電話番号でログインしてください。

c 仮パスワードを入力 u 仮パスワード（確認）を入力

仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方がご自身で設定
し、忘れないように管理してください。

d フィルタリングの強度を選択
小学生

スマホを初めて使うお子さまや操作に少し慣れたお子さま向け
［制限対象］ゲーム／動画／音楽、懸賞、成人娯楽、SNS ／掲示板、
出会い、アダルトなど

中学生

スマホの操作におおむね慣れたお子さま向け
［制限対象］懸賞、成人娯楽、SNS ／掲示板、出会い、アダルトな
ど

高校生

スマホ利用のルールやマナー、危険性を理解したお子さま向け
［制限対象］SNS ／掲示板、出会い、アダルトなど

管理者ページを利用する
保護者の方のPCまたはスマホからご利用ください。保護者が遠隔で、お子さまの
スマホの設定を行うことができます。

a メールで受信した「管理者ページURLのご連絡」に記載している管
理者ページのURLをタップ

https://anshin-access.netstar-inc.com/

b 管理者IDとパスワードを入力 u［ログイン］
c 管理者メニューを表示
＜主な機能＞
• フィルタリング強度の変更
• 個別のウェブサイトやアプリの制限／許可設定
• 利用時間帯の設定
• 利用状況の確認
• エリア検索

memo
• 詳しくはauホームページをご参照ください。
https://www.au.com/mobile/service/anshin-filter/

高校生プラ SNS利用のルールやマナー、危険性を理解したお子さま向け
ス
［制限対象］出会い、アダルトなど

e［規約に同意してサービスを利用開始する］
利用規約を必ずご確認ください。

f「位置情報、利用情報の取得・利用について」の内容を確認 u［はい］
「いいえ」を選択するとエリア検索など一部の機能が利用できません。

g「利用登録が完了しました」の表示を確認 u［OK］
「デバイス管理機能」を有効にする画面が表示されます。

h［有効］

ウェブサイトが表示されます。
以降は「あんしんフィルターアプリ」をブラウザアプリとしてご利用ください。

管理者情報を登録する
お子さまのスマホで設定してください。

a ホーム画面 u［auサポート］u［あんしんフィルター for au］
b 画面上の「ここをタップして、あんしんフィルター for auの管理者
IDを登録してください。」の表示をタップ

c 仮パスワードを入力 u［仮パスワードを照会する］
d 管理者IDを入力 u 管理者ID（確認）を入力 u［管理者ID確認へ進む］
管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。

e［申請する］

管理者IDとして登録したメールアドレスに、
「anshin-access@netstar-inc.com」
よりメールが送信されます。

f 受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力 u［管理者
登録を行う］u［OK］
memo
• 管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

アプリケーション
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Qメモ+

Google Playを利用する
Googleが提供するGoogle Playから便利なツールやゲームなどのさまざまなアプ
リケーションを、ダウンロード・インストールして利用できます。
• Google Playの利用にはGoogleアカウントが必要です。詳しくは、「Googleアカウ
ントをセットアップする」（uP.20）をご参照ください。
• 利用方法などの詳細については、Google Play画面 u［
バック］と操作してヘルプをご参照ください。

］u［ヘルプとフィード

memo
• アプリケーションによってはインターネットに接続し、自動で通信を行うものが
あります。データ通信料金が高額になる場合がありますのでご注意ください。

アプリケーションを検索し、インストールする

簡単にメモが作成できるアプリケーションです。紙と同じように自由に使用する
ことができます。
例：メモを作成する場合

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［Qメモ+］u［
b メモを作成する

以下の情報が表示されます。

：
：
：
：
：
：
通知の追加 ：

Google Play画面が表示されます。
利用規約が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

b アプリケーションを検索 u インストールしたいアプリケーション
をタップ

カテゴリーなどから検索してアプリケーションをタップすると、アプリケーション
の情報画面が表示されます。

c 説明やレビューなどの情報を確認 u 画面の指示に従って購入／イ
ンストール

作成したメモを保存します。
文字を入力します。
ペンの種類やカラーを選択できます。
消しゴムを利用できます。
選択した部分を切り取ることができます。
Qメモ+のメニューを表示します。

タップするとメモを通知する日時や場所を設定できます。
• 通知を削除する場合は「×」をタップしてください。
： タップすると位置情報を取得して追加します。

場所

a ホーム画面 u［Playストア］  

］

メモ編集画面が表示されます。

※ アイコンによっては表示されない場合があったり、選択すると色が変わったりし
ます。

c［

］

作成したメモが保存されます。

memo
• 指で軽く触れて操作してください。市販のタッチペンを使用した場合、動作しな
い可能性があります。
• カメラで静止画を撮影してからメモを作成することもできます。ホーム画面 u［その
他アプリ］u［Qメモ+］u［
］u 静止画を撮影 u［OK］u メモを作成 u［
］
と操作してください。

ダウンロード、インストールが開始されます。

■■有料のアプリケーションをインストールする

アプリケーションが有料の場合は、ダウンロードする前に購入手続きを行います。
• アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後のアンイ
ンストールと再ダウンロードには料金がかかりません。

a Google Play画面で購入するアプリケーションをタップ u 価格を
タップ u 画面の指示に従って購入／インストール

• アプリケーションの購入時は、支払い方法の設定をする必要があります。画面の
指示に従って操作してください。
• 選択したアプリケーションによって操作方法が異なる場合があります。

メモを閲覧／編集する

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［Qメモ+］
メモ一覧画面が表示されます。

b 閲覧／編集したいメモをタップ
メモ編集画面が表示されます。

memo

memo
• アプリケーションに対する支払いは一度だけです。一度インストールした後の再
インストールには料金がかかりません。

• メモ一覧画面 u［
］と操作すると、カテゴリーの切り替えや、カテゴリーの追
加／編集ができます。

Qメモ+のメニューを利用する

アプリケーションを管理する
不明なアプリケーションのダウンロード
不明なアプリケーションをダウンロードする前に、本体の設定で不明なアプリの
インストールに使用するアプリにインストールの許可を与える必要があります。

a メモ一覧画面／メモ編集画面 u［
b 以下の項目をタップ
元に戻す

a ホーム画面 u［設定］u［アプリと通知］u［特殊なアクセス］u
［不明なアプリのインストール］u アプリのインストールに使用す
るアプリをタップ

やり直す

b「アプリのインストールを許可」の［

］

インストールされたアプリケーションを削除する
• アプリケーションによっては削除できないものもあります。

a ホーム画面 u［設定］u［アプリと通知］u［アプリ情報］
b 削除するアプリケーションをタップ
c［アンインストール］u［OK］

］

ひとつ前の手順に戻ります。
「元に戻す」手順をキャンセルします。

削除

メモを削除します。

挿入

メモに静止画や動画、音楽などを挿入します。

共有

Bluetooth®、Gmailなどを使って、メモを共有します。

カテゴリーの変更

メモを選択したマイメモカテゴリーに移動することができま
す。

ロック

メモにパスワードを設定することができます。

ロックしたメモを
表示

ロック時に設定したパスワードを入力すると、ロックしたメ
モの一覧を表示できます。
•
メモを選択してロックを解除できます。
•
メモを選択して削除できます。

並び替え

メモを並べ替えます。

ペーパースタイル

ペーパースタイルを変更します。

ハイパーリンクの
利用／ハイパーリ
ンクの停止

ハイパーリンクを使用するかどうかを設定します。

Qスライド

画面内にアプリを小さく表示することでマルチタスクを簡単
に行います。透明度の調整もできます。

設定

ヘルプ

インポートやバックアップをしたり、ショットカットキー
（uP.72）などで起動するキャプチャー +で取ったメモの
保存先アプリを設定したり、アカウントを追加したりします。
ヘルプ情報を表示します。

※ 画面によって操作できる項目は異なります。
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再生する

Facebook
Facebookを利用して、友達の近況チェックや写真のアップロード、知り合いとの
メッセージのやりとりなどができます。

a 録音画面 u［

• Facebookの利用方法などの詳細については、Facebookのホームページをご参照く
ださい。

b 再生したい録音ファイルをタップ

https://www.facebook.com/

a ホーム画面 u［Facebook］  
b メールアドレスまたは携帯電話番号を入力 u パスワードを入力 u
［ログイン］u 画面の指示に従って操作

アカウントをお持ちではない場合は「Facebookアカウントを作成」を選択し、画
面の指示に従って登録を行ってください。

オーディオレコーダー

録音画面が表示されます。

a 現在の録音時間
b 最大録音時間

d 録音開始ボタン

e
f

a bc

録音画面に戻ります。

b 録音ファイルの検索
c メニューアイコン

表示する録音ファイル（すべて／録音し
た通話／録音ファイルのいずれか）を設
定したり、録音ファイルを削除／共有し
たりすることができます。

再生中の音量レベルを表示します。
ドラッグまたはタップすると、再生中の
録音ファイルを任意の場所から再生しま
す。

d
e

i
j
k
l
m

f
g

n

h

g ブックマークボタン

録音ファイルにブックマークを付与します。

a
b

h 再生／一時停止ボタン

c

i トリム

録音を開始します。

e メニューアイコン
f 一覧表示

a 新しい録音

f インジケーター

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［オーディオレコーダー］  

録音中の音量レベルを表示します。

録音したファイルが再生されます。

d ファイル名
e 再生経過時間

音声を録音・再生できます。

c インジケーター

］

録音ファイル一覧画面が表示されます。

：再生します。
：一時停止します。

録音ファイルの前後をカットすることができます。

j 共有

Bluetooth®やGmailなどで送信します。

d

k 削除

選択したデータを削除します。

l 終了ボタン

再生を終了します。

録音する

a 録音画面 u［

］

録音が開始されます。
• 録音を一時停止するには「
」をタップします。一時停止中に録音を再開する
には「
」をタップします。

b［

］

m 録音ファイルの長さ
n 再生速度
memo
• 録音ファイル一覧画面で録音ファイルをロングタッチすると、ファイル情報の確
認やリネームなどができます。

録音が停止します。録音したファイルは保存されます。
録音ファイル一覧画面に遷移します。

■■録音後に再生する

c［

］

直前に録音したファイルが再生されます。

memo
• 録音中に着信があり通話を開始すると、録音が停止してデータが保存されます。
• 録音中に「
」をタップしてホーム画面などオーディオレコーダー画面以外の画面
に切り替わっても録音は続きます。ステータスバーのアイコンは
に変わります。

アプリケーション
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予定を新規登録する

カレンダー
カレンダーを1年、1ヶ月、1週間、1日で表示することができます。
• 「アカウントと同期」を利用して、サーバに保存されたカレンダーと本製品のカレンダー
を同期できます。

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［カレンダー］  

（アカウント名）

a bc

今日の日付が選択されます。

b 検索
c メニューアイコン

d

d 表示切替

e

e 今日の日付
f 予定

g

カレンダーに表示する予定のステッカーを選択します。

終日

予定を終日に設定します。

開始

開始日時と終了日時を設定します。
• 終了日時は開始日時より前には設定できません。

場所

予定の場所を入力します。
•「
」をタップすると地図から場所を選択できます。

通知

予定開始日時からどのくらい前に通知するかどうかを設
定します。
• 「通知の追加」をタップすると通知を追加できます。
•「
」をタップすると、通知設定を削除できます。

繰り返し

予定の繰り返しを設定します。

i

《カレンダー画面》

h 表示中の年月

「
」／「
」をタップすると前後の年月に切り替えられます。
• カレンダー画面の日付部分を左右にスワイプしても、前後の年月に切り替え
られます。

内容
その他

予定の内容を入力します。
タイムゾーン

タイムゾーンを設定します。

（画像）／■ タップすると、画像、メモ、またはタスクを添付するこ
（メモ）／■ とができます。
（タスク）

i 予定の新規作成
uP.56「予定を新規登録する」

カレンダーのメニューを利用する

a カレンダー画面 u［
b 以下の項目をタップ

予定のタイトルを入力します。

終了

登録されている予定がある場合、登録済
みの予定のタイトルやステッカーなどが
表示されます。登録したアカウントや予
定の期間や時間帯によって表示が異なり
ます。
橙色の枠で囲んで表示されます。

カレンダーに表示する予定の色を選択します。

イベント名
（ステッカー）

f

g 選択されている日付

予定を登録するアカウントを選択します。

（イベントの色）※

h

カレンダーの表示を切り替えます。

ゲスト※

登録する予定に招待する人のメールアドレスを入力しま
す。
• 「,」で区切って、複数入力できます。
• 予定の登録が完了すると、入力した宛先に予定データ
を添付したメールが送信されます。
•「
」をタップすると、連絡先から選択できます。
• 「任意出席のゲストを追加」をタップすると、任意出
席のゲストを追加することができます。

外部向け表示

外部向け表示を設定します。

公開設定

公開設定を設定します。

］

削除

登録している予定を削除します。

同期するカレン
ダー

カレンダーへの同期の設定を変更できます。

カレンダー表示

カレンダーへの表示の設定を変更できます。

日付選択

すばやく日付を移動したいときに使用します。

Qスライド

画面内にアプリを小さく表示することでマルチタスクを簡単に
行います。透明度の調整もできます。

設定

uP.56「カレンダーを設定する」

※ メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

］

予定編集画面が表示されます。
オンライン同期についてのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操
作してください。

b 以下の項目をタップ

カレンダー画面が表示されます。

a 今日

a カレンダー画面 u［

※ 登録先がGoogleアカウントの場合のみ表示されます。

c［保存］
カレンダーを設定する
通知方法や、通知音の変更などの詳細を設定することができます。

a カレンダー画面 u［
b 以下の項目をタップ

］u［設定］

カレンダー

カレンダー設定を行います。

通知

通知に関する設定を行います。

アカウントと同期

アカウントを追加したり、アプリ起動時に同期するかど
うかを設定できます。

予定を確認／編集する

a カレンダー画面 u 1ヶ月表示画面で予定の入っている日付を選択
b 予定を選択
予定詳細画面が表示されます。

c 以下の項目をタップ
登録した予定を編集します。
予定を削除します。
予定の共有やコピー、イベントの色、タスクを追加する
ことができます。
通知

「通知の追加」をタップすると通知を追加できます。
「
」をタップすると、通知設定を削除できます。

memo
• 1ヶ月／ 1週間／ 1日表示画面で対象の日付／時刻をロングタッチすると、予定の
新規作成ができます。
• 予定詳細画面 u［
］u［共有］と操作すると登録した予定をBluetooth®や
Gmailなどで送信できます。
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アラーム／世界時計／タイマー／ストップウォッチ

世界各地の都市の時刻を確認する
世界各地の時刻を表示できます。

アラームで指定した時刻にお知らせする
指定した時刻にアラーム音やバイブレータでお知らせできます。

a ホーム画面 u［時計］u「アラーム」タブ  
アラーム画面が表示されます。

世界時計画面が表示されます。

b［

］u 確認する都市を入力 u 都市を選択

世界時計画面に選択した都市が表示されます。

memo

b 登録されているアラームを選択
「

a ホーム画面 u［時計］u「世界時計」タブ

」をタップしてもアラームを登録できます。

c 各項目を編集 u［アラーム保存］

編集内容を保存して、アラーム画面に戻ります。
アラーム編集中に「キャンセル」をタップすると、編集内容を保存せずに、アラー
ム画面に戻ります。

memo

•「

」をタップすると、現在時刻に戻ります。

•「

」をタップすると、都市名の並び替えができます。

•「

」をタップすると、都市を選択して削除できます。

• サマータイムで表示されている都市には、 が表示されます。サマータイムの期
間により、時刻が正確に表示されない場合があります。

■■コンテキストメニューの場合

アラームを設定した時刻になると
• アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。
• 「停止」をタップするとアラームは停止します。

a 世界時計画面で都市をロングタッチ
b 以下の項目をタップ

• 電源が入っていない場合、アラームは鳴動しません。

削除

選択した都市を削除します。

スヌーズモードを設定すると

日付へ移動

選択した日付へ移動します。

• スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中に「停止」をタップするか、ま
たは通知パネルに「スヌーズしました」が表示されているときに［時計］u［停止］
と操作します。
• アラーム鳴動中に「スヌーズ」をタップすると、アラームを停止します（スヌー
ズは解除されません）。

（時刻）
繰り返し

説明
アラームの時刻を設定します。
「
」をタップするとキーボードで入力して、時刻を設定できます。
アラームの繰り返しを曜日で指定します。
• 毎日アラームを鳴動させたい場合はすべての曜日を選択します。
「
」をタップするとアラームを鳴動させたい日付をカレンダーで
指定できます。

アラーム音

アラーム音を設定します。

アラーム音量（通 アラームの音量を調節します。
知の鳴動設定の
サイレント設定
時以外は鳴動）
アラーム鳴動時
のバイブ

バイブレータを有効にするかどうかを設定します。

スヌーズ間隔

スヌーズの間隔を設定します。

メモ

メモを入力できます。

パズルロック

アラームを止めるためにパズルを解くかどうかを設定します。

■■アラームの鳴動方法を設定する

a アラーム画面 u［
b 以下の項目をタップ

最大99時間59分59秒までタイマーを設定できます。

a ホーム画面 u［時計］u「タイマー」タブ
タイマー画面が表示されます。

■■アラームの入力項目について
項目

タイマーで時間を計る

］u［設定］

b 時間を選択 u［開始］

カウントダウンを開始します。
カウントダウン中に「一時停止」／「再開」をタップするとカウントダウンを一時
停止／再開できます。
また、「停止」をタップするとカウントダウンをやり直すことができます。

ストップウォッチで時間を計る
1/100秒単位で99時間59分59秒99まで計測できます。最大100件のラップタ
イムを記録できます。

a ホーム画面 u［時計］u「ストップウォッチ」タブ
ストップウォッチ画面が表示されます。

b［開始］

「ラップ」をタップするたびにラップタイムを記録し、一覧表示します。
計測中に「一時停止」／「再開」をタップすると計測を一時停止／再開できます。
また、「リセット」をタップすると計測中の記録をすべて破棄します。

電卓
計算を行うことができます。

a ホーム画面 u［その他アプリ］u［電卓］  
memo

スヌーズまたは停止

アラーム鳴動時に本体を裏返すことで、スヌーズまた
は停止するかどうかを設定します。

音量ボタン操作時の動作

スリープモード中やロック画面表示中のアラーム鳴動
中に音量キーを押したときの動作を設定します。

パズルロック

パズルロックで使用するパズルの種類を選択します。

アラーム解除

アラーム設定時刻の2時間前に通知をして、アラーム
が鳴動する前に解除できるようにします。

• 表示されている数値をロングタッチすると、コピー／貼り付けなどができます。

■■電卓画面のオプションメニューの場合

a 電卓画面 u［

］

履歴

計算結果の履歴を表示します。

フィードバックを送信

Googleにフィードバックを送信します。

ヘルプ

電卓アプリのヘルプを表示します。

アプリケーション
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本製品の保存領域について
本製品は、本体メモリとmicroSDメモリカードにデータを保存することができま
す。
本体メモリ

アプリケーションや各アプリケーションが使用するデー
タ、スクリーンショットで撮影した画像などのメディア
ファイルを保存します。

microSDメモリカード

メディアファイルなどを保存します。

microSDメモリカードを取り外す
microSDメモリカードの取り外しは、本製品の電源を切り、背面カバーを取り外
してから行います。

a 背面カバーを取り外す（uP.17）
b microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

memo
• アプリケーションによってはmicroSDメモリカードに保存するメニューやメッ
セージが表示されても、本体メモリに保存される場合があります。

microSDメモリカードを利用する
microSDメモリカード（microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカード
を含む）を本製品に取り付けることにより、データを保存／移動／コピーするこ
とができます。
memo
• アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用
できない場合があります。
• 他の機器でフォーマットしたmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用で
きない場合があります。本製品でフォーマットしてください（uP.61）。
• 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ
移動／コピーは行えても本製品で再生できない場合があります。
• microSDXCメモリカードはSDXC対応機器でのみご使用いただけます。
万一、SDXC非対応の機器にmicroSDXCメモリカードを差し込んだ場合、フォー
マットを促すメッセージが表示されることがありますが、フォーマットはしない
でください。
SDXC非対応の機器でmicroSDXCメモリカードをフォーマットした場合、
microSDXCメモリカードからデータが失われ、異なるファイルシステムに書き
換えられます。また、microSDXCメモリカード本来の容量で使用できなくなる
ことがあります。

■■取扱上のご注意
• microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与
えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

c 背面カバーを取り付ける（uP.17）
memo
• microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
• 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている
場合がありますが、故障ではありません。

パソコンと接続する
microSDメモリカードをセットした本製品とパソコンをmicroUSBケーブル（市
販品）で接続して、本製品にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み
書きできます。また、音楽／動画データの転送も可能です。

a パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケーブル（市販
品）をパソコンのUSBポートに接続

b 本製品が完全に起動している状態で、microUSBケーブル（市販品）
を本製品の外部接続端子に接続

• 本製品はmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードに対応しています。対応
のmicroSD/microSDHC/microSDXCメモリカードにつきましては、各microSD
メモリカード発売元へお問い合わせいただくか、auホームページをご参照ください。

a

microSDメモリカードを取り付ける
microSDメモリカードの取り付けは、本製品の電源を切り、背面カバーを取り外
してから行います。
• au ICカードやmicroSDメモリカードは、表裏や前後、挿入位置などを間違えると取
り出しできなくなる場合がありますので、十分ご確認の上、挿入してください。

a 背面カバーを取り外す（uP.17）
b microSDメモリカードの端子（金属）部分を下にして、矢印の向き
にmicroSDメモリカードスロットの奥まで確実に差し込む

パソコンのUSBポート

b
microUSBケーブル（市販品）

c 本製品のステータスバーを下方向にスライド u［ファイル転送］
「USB接続」画面が表示されます。

d USB接続方法を以下の項目からタップして選択
充電

充電のみ行えます。

ファイル転送

ファイルの転送、またはWindows Media® Playerとの同期が
行えます。

写真の転送

カメラとして接続して、写真を転送することができます。

MIDIデバイス

MIDI経由で楽曲データを再生します。

memo
• Windows 7 ／ Windows 8.1 ／ Windows 10以外のOSでの動作は、保証して
いません。
• USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正常に動作しない場合があり
ます。
• パソコンとデータの読み書きをしている間にmicroUSBケーブル（市販品）を取
り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。

memo
• microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。
無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

c 背面カバーを取り付ける（uP.17）
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メモリの使用量を確認する

a ホーム画面 u［設定］u［ストレージ］

microSDメモリカードと端末容量の設定画面が表示されます。
内部ストレージ

内部ストレージの合計容量や使用量、空き容量などが確認
できます。

SDカード※

microSDメモリカードの使用状況やカード内のフォルダ／
ファイルの確認、フォーマット（初期化）などの操作ができ
ます。
「
」をタップするとmicroSDメモリカードの認識を解除
します（マウント解除）。

USBドライブ※

本製品にUSB接続した外部ストレージの使用状況やストレー
ジ内のフォルダ／ファイルの確認、フォーマット（初期化）
などの操作ができます。
「
」をタップすると外部ストレージの認識を解除します
（マウント解除）。

※ microSDメモリカードを取り付けている場合または外部ストレージを接続して
いる場合のみ表示されます。

microSDメモリカードをフォーマットする
microSDメモリカードをフォーマットすると、microSDメモリカードに保存され
ているデータがすべて削除されます。

a ホーム画面 u［設定］u［ストレージ］
b［SDカード］u［ ］u［ストレージの設定］u［フォーマット］u
［フォーマット］u［完了］
memo
• フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行っ
てください。
• マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、［SD
カード］u［マウント］と操作してください。
• データが壊れる（消去される）ことがありますので、microSDメモリカードにデー
タを保存中はマウント解除操作を行わないでください。

ファイル管理
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Bluetooth®機器を登録する

Bluetooth®機能
Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®デバイスと
ワイヤレス接続できる技術です。
memo
• 本製品はすべてのBluetooth ®機器との接続動作を確認したものではありません。
したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
• 本製品に対応しているBluetooth®のプロファイルについては、「主な仕様」
（uP.91）をご参照ください。
• 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ
機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十
分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
• Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は
一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
• microUSBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できな
いことがあります。

本製品とBluetooth®機器を接続する場合は、対象機器とペア設定を行います。
Bluetooth®機器との接続を解除しても、ペア設定は解除されません。

a ホーム画面 u［設定］u［接続］u［Bluetooth］

検索に応答した機器が「接続可能なデバイス」に表示されます。
• Bluetooth®機器を再度検索する場合は「
」をタップします。

b 接続するBluetooth 機器を選択
®
c 画面の指示に従って操作し、Bluetooth 機器を認証
®

ペアリング要求画面が表示されます。本製品とBluetooth®機器で同じパスキーが表
示されていることを確認し、「ペアリング」をタップします。ペア設定が完了すると
Bluetooth®機器が使用できます。
ペア設定と接続の状態は、Bluetooth®デバイスリストの「接続可能なデバイス」の
上に「ペアリング済みデバイス」欄が表示され、その一覧に表示されます。
Bluetooth®デバイスによっては、ペア設定完了後、続けて接続まで行うデバイス
もあります。

memo
• ペア設定をしたBluetooth®機器がヘッドセット機器、ハンズフリー機器、オーディ
オ機器、キーボード機器のいずれにも対応していない場合、接続が行われません。

Bluetooth 機能使用時のご注意
®

良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。

1. 本製品とほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲
の環境（壁、家具など）や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあ
ります。
2. ほかの機器（電気製品、AV機器、OA機器など）から2m以上離れて接続してください。特に
電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、
ほかの機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビや
ラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

• Bluetooth®機器がデバイスを非公開または検索不可能に設定している場合は、検
索結果に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明
書などをご参照ください。

Bluetooth®でデータを送受信する

無線LAN（Wi-Fi®）との電波干渉について

Bluetooth®でデータを送信する

Bluetooth®機能と無線LAN（Wi-Fi®）機能（IEEE802.11b/g/n）は同一周波
数帯（2.4GHz）を使用しています。そのため、本製品のBluetooth®機能と無線
LAN（Wi-Fi®）機能を同時に使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下、
雑音や接続不能の原因になることがありますので、同時には使用しないでくださ
い。
また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN（Wi-Fi®）
機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象が発生します。この
ようなときは、以下の対策を行ってください。

各機能のメニューから、データをBluetooth®送信することができます。

1. 本製品と無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
2. 10m以内で使用する場合は、
無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器の電源を切ってください。

Bluetooth®機能をオンにする
®

a ホーム画面 u［設定］u［接続］u［Bluetooth］

初めてご利用になる場合はチュートリアルの案内画面が表示されます。画面の指示
に従って操作を行ってください。

b［

］

ステータスバーを下方向にスライドして、クイック設定の「
同様に操作できます。

a 連絡先一覧画面 u［ ］u［共有］
b 送信する連絡先にチェックを付ける u［共有］

全件選択する場合は、「すべて選択」にチェックを付ける u［共有］と操作します。

c［Bluetooth］
d 送信先の機器を選択
Bluetooth®でデータを受信する

本製品でBluetooth 機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth
を有効にします。
他のBluetooth®機器の検索や接続要求、オーディオ出力、ハンズフリー通話、デー
タ送受信などが利用可能になります。
®

例：連絡先を複数送信する場合

」をタップしても

memo
• Bluetooth®を有効にすると、電池の消耗が激しくなります。
• オーディオ機器とヘッドセット機器を同時に接続することができます。ただし、
ハンズフリー通話中はオーディオ出力の音声が自動的に流れなくなります。

本製品でデータを受信するには、Bluetooth®を起動後、相手側（送信側）のデー
タ送信を待ちます。Bluetooth®の起動方法については、「Bluetooth®機能をオン
にする」（uP.64）をご参照ください。

a 送信側のBluetooth
b［承諾］

機器からデータ送信

®

Bluetooth®機能の設定をする

a ホーム画面 u［設定］u［接続］u［Bluetooth］
］
b「Bluetooth」の［
以下の項目をタップ
c
（携帯電話名）

他のBluetooth®機器から検索された場合に表示される本製品
のデバイス名です。
• デバイス名を変更するには、［
］u［デバイス名の変更］
u デバイス名を入力 u［保存］と操作します。

ペアリング済み
デバイス※

ペアリングしたデバイスが表示されます。「
」をタップする
と、デバイス名の編集やペアリングの解除などの操作ができま
す。

接続可能なデバ
イス

接続が可能なデバイスが表示されます。

※ ペアリング済みのデバイスがある場合に表示されます。
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無線LAN（Wi-Fi®）機能

テザリング機能

家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、イン
ターネットサービスに接続できます。
無線LAN（Wi-Fi ®）を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続
するアクセスポイントの登録が必要になります。
memo
• ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセスポイント（無
線LAN親機）をご用意ください。
• 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を、
公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線
LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な
場合があります。
• すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
• 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く
範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの
設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為
をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティ
の設定を行い、使用することを推奨します。

テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして使い、USB
対応機器や、無線LAN（Wi-Fi®）対応機器、Bluetooth®対応機器をインターネッ
トに接続させることができる機能です。
テザリング機能について詳しくは、ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとイン
ターネット］u［テザリング］u［ヘルプ］でヘルプをご参照ください。
memo
• テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。
• 最大13台（Wi-Fi®テザリング8台、Bluetooth®テザリング4台、USBテザリン
グ1台）まで同時接続可能です。

USBテザリング機能を利用する
本製品とパソコンをmicroUSBケーブル（市販品）で接続し、本製品を介してパ
ソコンをインターネットに接続することができます。
• あらかじめパソコンと本製品を接続しておいてください。パソコンとの接続方法につ
いては、
「パソコンと接続する」
（uP.60）をご参照ください。

無線LAN（Wi-Fi®）機能をオンにする

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u
［Wi-Fi］

初めてご利用になる場合はチュートリアルの案内画面が表示されます。画面の指示
に従って操作を行ってください。

b［

テザリングについて

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［テザ
リング］

b「USBテザリング」の［

］

ステータスバーを下方向にスライドして、クイック設定の「
様に操作できます。

」をタップしても同

Wi-Fi®ネットワークに接続する

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u
［Wi-Fi］
Wi-Fi設定画面が表示されます。
Wi-Fi®が起動している場合、Wi-Fi設定画面に接続可能なアクセスポイントが表示さ
れます。

b アクセスポイントを選択
c パスワードを入力 u［接続］

「パスワードの表示」にチェックを付けると、入力中のパスワードを表示できます。

］

メッセージが表示された場合は、内容を確認して「OK」をタップしてください。

memo
• Windows 7 ／ Windows 8.1 ／ Windows 10以外のOSでの動作は、保証して
いません。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する
本製品をモバイルWi-Fi®ルーターとして利用できるよう設定します。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［テザ
リング］u［Wi-Fiテザリング］

b［

］

メッセージが表示された場合は、内容を確認して「OK」をタップしてください。

memo
• Wi-Fi®テザリング機能利用中は、電池の消耗が激しくなります。充電しながらご
利用になることをおすすめします。

memo
• アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。
• お使いの環境によっては、通信速度の低下やご利用になれない場合があります。

Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する

a Wi-Fi設定画面 u［

］

b 以下の項目をタップ
Wi-Fi追加

手動でWi-Fi®ネットワークを追加します。

保存されたWi-Fi※

保存済みのWi-Fi®ネットワークを表示します。

Wi-Fiの詳細設定

オープンネットワーク検出時の通知や、モバイルデータの自
動切り替えなどの設定ができます。また、MACアドレスや
IPアドレスを確認できます。

※ 保存済みのWi-Fi®ネットワークがないときは表示されません。

アクセスポイントとの接続を解除する

a Wi-Fi設定画面で接続中のアクセスポイントをタップ u［削除］

Wi-Fi設定画面で接続中のアクセスポイントをロングタッチ u［ネットワークの削除］
でも同様に操作できます。

memo

Wi-Fi®テザリング機能の設定をする
無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器から本製品に接続するための設定を行います。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［テザ
リング］u［Wi-Fiテザリング］

b［Wi-Fiテザリング設定］
c 以下の項目をタップ
Wi-Fiアクセスポイン 他の無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器に表示される名前
ト名（SSID）
（ネットワークSSID）を入力します。
セキュリティ

無線LAN（Wi-Fi®）の暗号化方式を選択します。

パスワード

セキュリティのパスワードを設定します。

最大ユーザー数

テザリング可能な最大ユーザー数を設定します。

d［保存］
memo
• セキュリティを「Open」に設定した場合、意図しない機器からの接続のおそれが
ありますので、ご注意ください。
• 「パスワードの表示」にチェックを付けると、入力中のパスワードを表示できます。

• アクセスポイントとの接続を解除すると、再接続のときにパスワードの入力が必
要になる場合があります。
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Bluetooth®テザリング機能を利用する
本製品をBluetooth®ルーターとして利用できるよう設定します。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［テザ
リング］

b「Bluetoothテザリング」の［

］

memo
• Bluetooth ®テザリングを利用するには、あらかじめペア設定を行ってください。
詳しくは、「Bluetooth®機器を登録する」（uP.64）をご参照ください。
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本製品について設定する

a ホーム画面 u［設定］  

設定メニュー画面が表示されます。

memo
• 本製品の利用状況によっては、設定メニューの一番上に「提案」が表示される場
合があります。タップすると「提案」として設定を促す項目が表示されます。

ネットワークとインターネットに関する設定をする
ネットワークとインターネットに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］
b 以下の項目をタップ
Wi-Fi

uP.65「無線LAN（Wi-Fi®）機能」

データ使用量

モバイルデータ通信の制限設定やデータ通信量の確認を
します。［
］u［データセーバー］と操作すると、デー
タセーバーの設定を行うことができます。
• データセーバーは、一部のアプリによるバックグラウ
ンドでのデータ送受信を停止することで、データ使用
量を抑制します。

au設定メニューを表示する

a 設定メニュー画面 u［au設定メニュー］
b 以下の項目をタップ

uP.69「通話設定の設定をする」

テザリング

uP.69「テザリングの設定をする」

au ID

uP.20「au IDを設定する」

機内モード

uP.69「機内モードを設定する」

au初期設定

以前にご利用のアプリのダウンロードや、auの便利な機
能の設定など、本機種のご利用を始められる際の設定を
サポートするアプリです。

モバイルネットワーク

海外でのデータ通信、アクセスポイント名、ネットワー
クオペレーターの設定を行います。

VPN

uP.70「VPNを設定する」

おすすめアプリ一覧

おすすめアプリのダウンロードや、インストール済みの
アプリの確認、アンインストールを行うことが出来ます。

au位置情報サービス

auが提供する位置情報サービスです。対応アプリが、少
ない電力消費で現在地周辺の情報表示・配信をするため
などに使います。

データを移行する

スマートフォンで撮影した写真や連絡先などさまざまな
データをauサーバーに預けたり、microSDメモリカー
ドへのバックアップやスマートフォンへの復元をしたり
することができます。また機種変更時のデータ移行にも
ご利用できます。

コミュニケーターが遠 「スマートフォン」「タブレット」「携帯電話」などの操
隔操作でサポート
作で困ったとき、お客様の端末の画面を共有し、お客様
の操作をサポートするアプリです。
uP.90「遠隔操作サポート」
au災害対策・緊急速報 緊急速報メール（緊急地震速報、津波警報、災害・避難
メール
情報）の受信設定や受信音の音量など、受信に関する設
定ができます。
データお預かり設定

自動で預けるデータの種類を設定したり、自動お預かり
設定の詳細を確認できます。

au通信品質レポート機 さらなる通信品質向上のため、音声通話やデータ通信時
能
などにおける品質、電波状況および発生場所（GPS位置
情報）を検知・収集し、auに自動送信する機能です。
セルフケア設定

KDDIが提供する「セルフケア」サービス※を利用するか
どうかを設定できます。
また、アプリの更新確認をしたり、更新があるときに更
新通知を表示するかどうかを設定したりできます。
※ Wi-Fi®設定やBluetooth®設定などお客様の端末設定
を支援するサービスです。

auサポートを利用する

a 設定メニュー画面 u［auサポート］
b［ヘルプ］／［カスタマーサービスに電話］
プロフィールを設定する

a 設定メニュー画面 u［プロフィール］
b ご自分の姓・名前、電話番号、Eメールアドレスなどを確認

•「
」をタップすると、プロフィールを編集できます。
•「
」をタップすると、プロフィールの内容を本体およびオンラインアカウント
から削除できます。
•「
」をタップすると、プロフィール内容を共有したり、SMSで送信したりす
ることができます。
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通話設定の設定をする

着信をブロックする

留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］u［通話設
定］

その他

着信と
メッセー
ジ受信の
拒否

着信応答
と終話

uP.77「お留守番サービスEXを利用する（オ
プションサービス）」
uP.76「着信転送サービスを利用する（標準
サービス）」
「ローミング時の追加設定」をタップして、海外利
用中のネットワークサービスを設定します。
• 海外利用中の場合のみ設定できます。

着信拒否メッ
セージ

着信拒否時の応答メッセージを設定します。

着信をブロック

uP.69「着信をブロックする」

b 以下の項目をタップ
ブロックした番号

特定の電話番号からの着信やメッセージをブロックし
ます。

ブロック条件

登録番号が先頭、または末尾についている電話番号か
らの着信をブロックします。

非通知番号

番号非通知の着信を拒否します。

未登録の番号

連絡先に登録されていない電話番号の着信を拒否しま
す。

memo

番号通知リクエ uP.77「番号通知リクエストサービスを利用す
ストサービス
る（標準サービス）
」

• 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設定しても着信
転送サービスに転送されます。

迷惑電話撃退
サービス

uP.80「迷惑電話撃退サービスを利用する（オ
プションサービス）」

• 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。

音量（上）キー
を使用

音量キー（UP）で、着信をサイレントに切り替え
たり応答したりするかどうかを設定します。

自動応答（ヘッ
ドセット）

設定時間が経過したときに、接続しているヘッド
セットで自動で着信に応答するかどうかを設定し
ます。

電源キーで終話

電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定
します。

伝言メモ
その他の
設定

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］u［通話設
定］u［着信とメッセージ受信の拒否］u［着信をブロック］

b 以下の項目をタップ
着信転送・ 留守番電話
お留守番
サービス
着信転送

自動的に着信をブロックする条件を設定できます。着信をブロックした場合は、
着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

uP.34「伝言メモを利用する」
音声着信のポッ アプリ使用中に音声着信があったときにポップ
プアップ
アップを表示するかどうかを設定します。
発信応答時に振 発信応答時に本製品を振動させます。
動させる
通話終了時に振
動させる

通話終了時に本製品を振動させます。

通話録音後の
ポップアップ表
示

通話録音後にポップアップを表示するかどうかを
設定します。

自動通話録音

自動で通話を録音するかどうかを設定します。ま
た、録音対象を設定することができます。

ジェスチャー

「ミュート」を有効にすると、着信音が鳴っている
ときに本製品を裏返すと音が止まるように設定で
きます。

連絡先未登録番
号追加

通話相手が連絡先に登録されていない場合、通話
終了時に連絡先に追加するか確認します。

ガイドの言語を
変更する

uP.79「英語ガイダンスへ切り替える」
uP.79「日本語ガイダンスへ切り替える」

通話時間

前回通話・累積通話時間の概算値を表示します。
• 各項目をタップすると、表示されている時間を
リセットできます。

その他の設定

発信時に電話番号を通知するかどうかを設定した
り、割込通話サービス（uP.80「割込通話サー
ビスを利用する（オプションサービス）」）を設定
したりします。

オプションサー
ビス申込

サイトへアクセスし、オプションサービスの申し
込みができます。

テザリングの設定をする
テザリングに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］u［テザリ
ング］

b 以下の項目をタップ
USBテザリング

uP.65「USBテザリング機能を利用する」

Wi-Fiテザリング

uP.65「Wi-Fi®テザリング機能を利用する」

Bluetoothテザリング

uP.66「Bluetooth®テザリング機能を利用する」

ヘルプ

各テザリングのヘルプを表示します。

機内モードを設定する
機内モードを設定するとすべての無線接続（無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®
機能、データ通信）と通話機能が無効になります。

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］
］u［ONにする］
b「機内モード」の［
memo
• 電源キー（2秒以上長押し）u［機内モードON］u［ON］と操作しても、機内モー
ドに切り替えられます。
• 航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
• 機内モードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110
番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけるこ
とができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。
• 機内モードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メール
の送受信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能による通信などもご利用に
なれません。ただし、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能については機内
モード設定中に再び有効にすることができます。

memo
通話時間について
• 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、
通話時間が更新されない場合があります。
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VPNを設定する

サウンドに関する設定をする

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）は、保護さ
れたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。
VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内に
いなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。
本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティ
に関する情報を得る必要があります。
• 本製品は以下の種類のVPNに対応しています。
-- PPTP
-- L2TP/IPSec PSK
-- L2TP/IPSec RSA
-- IPSec Xauth PSK
-- IPSec Xauth RSA
-- IPSec Hybrid RSA

■■VPNを追加する

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］u［VPN］
b［ ］

初回起動時など、セキュリティの設定が必要な場合は画面の指示に従って設定し
てください。項目の内容については、「ロック画面とセキュリティの設定をする」
（uP.71）をご参照ください。

c VPN接続の追加画面の各項目を設定
d［保存］

VPN設定画面のリストに、新しいVPNが追加されます。

memo
• 追加したVPNは編集したり、削除したりできます。編集するには、変更するVPN
の［
］u 必要に応じてVPNの設定を変更 u［保存］と操作します。
］u［削除］と操作します。
削除するには、削除するVPNの［

サウンドプロフィールの設定、音量、着信音、通知音など、サウンドに関する設
定を行います。

a 設定メニュー画面 u［サウンド］
b 以下の項目をタップ
サウンドプロフィール

uP.70「サウンドプロフィールを設定する」

音量

着信音、通知音、音楽や動画再生時などの音量を設定し
ます。

着信音

音声着信音に設定するデータを選択して登録します。

着信音の自動作成

電話番号をもとにして自動生成した着信音を鳴動させる
ことができます。

着信音とバイブの連動

着信時に振動させるかどうかを設定します。

着信時にフラッシュ通
知

背面のフラッシュの点滅により着信を通知するかどうか
を設定します。

通知音

通知音に設定するデータを選択して登録します。

通知の鳴動設定

通知の鳴動条件や期間を設定します。

着信時のバイブ

音声着信時の振動パターンを設定します。

タップ時のバイブ

画面上の特定のアイテムをタップしたときに振動するか
どうかを設定します。

ダイヤルキーパッド音

ダイヤルキーパッド操作時に音を出すかどうかを設定し
ます。

タッチ音

タッチ時に音を出すかどうかを設定します。

画面ロック時の音

画面ロック操作時に音を出すかどうかを設定します。

サウンドプロフィールを設定する

■■VPNに接続する

サウンドプロフィールで、公共の場所で周囲の迷惑にならないように設定できま
す。

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］u［VPN］

a 設定メニュー画面 u［サウンド］u［サウンドプロフィール］u［サ

VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

b 接続するVPNをタップ

memo

c 必要な認証情報を入力
d［接続］

VPNに接続すると、ステータスバーに

• ［バイブのみ］／［サイレント］を設定中でもカメラのシャッター音や録画開始／終
了音は鳴動します。
が表示されます。

■■VPNを切断する

a 設定メニュー画面 u［ネットワークとインターネット］u［VPN］
VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

b 接続中のVPNをタップ
c［切断］
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ウンド］／［バイブのみ］／［サイレント］

• ［バイブのみ］／［サイレント］を設定中でも動画や音楽の再生では消音されません。

表示に関する設定をする
画面の明るさの設定やフォントタイプの切り替えなど、表示に関する設定を行い
ます。

a 設定メニュー画面 u［表示］
b 以下の項目をタップ

ロック画面とセキュリティの設定をする
ロック画面と端末のセキュリティに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面 u［ロック画面とセキュリティ］
b 以下の項目をタップ
Google Play プロテクト

Googleが提供するGoogle Play プロテクトを利用
するかどうかを設定します。

画面のデザインを変更します。テーマはダウンロードし
て追加できます。

端末を探す

リモートで本製品を探したり、本製品のデータを保
護したりします。

文字

サイズ、太字、タイプを設定します。

画面の明るさ

画面の明るさをスライダーで調整します。
• 「自動」を有効にすると、照度センサーが周囲の明る
さを感知して、画面の明るさを自動的に変更します。

セキュリティ アップデート 更新センターに新しいソフトウェアがあるか確認し
ます。
uP.��������������������
「ソフトウェアをダウンロードして更新す
る」

ホームタッチボタン

ホームタッチボタンの配列を変更したり、カラー、ホー
ムタッチボタンの表示／非表示を設定します。

表示サイズ

画面に表示されるアイテムのサイズを変更します。

コンフォートビュー

ブルーライトの光量を減らすことで、目の疲れを軽減し
ます。

縦横表示の自動回転

本製品の向きに合わせて、縦表示／横表示を自動的に切
り替えるかどうかを設定します。

画面消灯時間

画面消灯までの時間を設定します。

スクリーンセーバー

充電中に表示するスクリーンセーバーのオン／オフ、種
類を設定します。

ホーム画面

ホーム選択、ホーム画面スタイルなどの設定を行います。

壁紙とテーマ

画面ロックを選択

画面ロックを解除する方法を設定します。

ロック画面の表示情報

ロック画面に表示する壁紙や時計などの設定を行い
ます。

セキュリティロックを設定

セキュリティロックのタイミングや操作を設定しま
す。

コンテンツロック

Qメモ+のファイルをロックします。

位置情報

uP.72「位置情報の設定をする」

暗号化と証明書

microSDメモリカードの暗号化、端末のロック設定、
証明書の設定などを行います。
• microSDメモリカードを暗号化した状態で「デー
タの初期化」を行った場合、microSDメモリカー
ド内のデータを利用できなくなりますのでご注意
ください。「データの初期化」を行う前に、暗号
化解除を行ってください。

UIMカードの UIMカード 起動時にPINコードを入力するかどうかを設定しま
ロック設定
のロック
す。
PINコードを入力 u［OK］
UIM PIN
の変更

PINコードを変更します。UIM PINを変更する場合
は、
「UIMカードのロック」を有効に設定してくださ
い。
1. 現在のPINコードを入力 u［OK］
2. 新しいPINコードを入力 u［OK］
3. 確認のためもう一度新しいPINコードを入力 u
［OK］

パスワード表示

入力中のパスワードの最後の文字を表示するかどう
かを設定します。

デバイス管理機能の選択

本製品で有効にするデバイス管理機能を選択します。

信頼できるエージェント

信頼できるエージェント（Smart Lockなどの機能）
を管理します。

画面の固定

アプリ画面を固定して表示し続けることができます。

使用履歴へのアクセス

アプリ単位で使用履歴へのアクセスを許可するかど
うかを設定できます。

memo
画面ロック設定について
• パターン、PIN、パスワードのいずれかで画面ロック中、ロックを解除していない
状態でもロック画面をフリック（スワイプ）u「緊急通報」をタップして、110番
（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話はかけられます。
• ロック解除方法をパスワードに設定する場合、パスワードは、4 ～ 16桁のお好み
の英数字・記号に設定できます。
UIMカードのロック設定について
• PINコードについては、「PINコードについて」（uP.13）をご参照ください。
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位置情報の設定をする

便利な機能の設定をする

位置情報に関する設定を行います。

a 設定メニュー画面 u［ロック画面とセキュリティ］u［位置情報］
］u［同意する］
b「位置情報」の［
c 以下の項目をタップ
モード

位置情報の取得モードを設定します。

スキャン

Wi-Fi®やBluetooth®がOFFの場合でもWi-Fi®ネットワー
クやBluetooth®機器をスキャンして、位置情報の精度を
向上させるかどうかを設定します。

アプリレベルの権限

位置情報を使用できるアプリを選択します。

最近の位置情報リク
エスト

最近の位置情報データを使用したアプリが表示されます。

位置測位（省電力モー Qualcomm IZat ハードウェアを使用して位置情報の
ド）※
パフォーマンスを向上させるかどうかを設定します。
®

Google ロケーショ
ン履歴

a 設定メニュー画面 u［便利な機能］
b 以下の項目をタップ
スマートドクター

スマートドクターを使用すると、簡単にアプリやメモ
リを管理したり、本製品を診断し最適化したりするこ
とができます。
uP.�����������
「スマートドクター」

ゲーム

ゲームをより楽しむためのゲームツールを利用でき
ます。ゲーム中にゲームツールアイコンを表示するか
どうかを設定できます。また、ゲーム画面の画質の調
整や、ブレイクタイムの設定もできます。

ショートカットキー

画面OFF時またはロック画面で音量キーを2回押す操
作で、キャプチャー +を起動してメモを書いたり、カ
メラを起動したりできます。

ノックオン

画面をダブルタップすることで画面のON ／ OFFを
切り替えるかどうかを設定します。

TM

Googleアカウントに関連付けられた端末の最新の場所
データなどをGoogleで定期的に保存し使用するかどうか
を設定します。また、ロケーション履歴をGoogleで保存
するかどうかを設定します。設定する場合は、Googleア
カウントの設定が必要です。

Google 現在地の共
有機能

自分の現在地を他の人にリアルタイムで共有するかを設定
します。

au位置情報サービス

auサービスのアプリケーションで位置情報の利用を許可
するかどうかを設定します。

※ 位置情報についての同意画面が表示された場合は、内容を確認し、「同意する」
をタップします。

memo
位置情報機能の使用について

アプリと通知の設定をする
アプリのアンインストールやキャッシュの消去、強制終了などを行います。また、
アンインストールできない一部のアプリやサービスを無効化することもできます。
また、アプリの通知や権限についても設定できます。
• アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連携している他のアプリが正しく動
作しないことがあります。再度有効化することで正しく動作します。

a 設定メニュー画面 u［アプリと通知］
b 以下の項目をタップ
アプリ情報

アプリのアンインストールやキャッシュの消去、強制
終了などを行います。また、アンインストールできな
い一部のアプリやサービスを無効化します。

通知

アプリの通知に関する設定を行います。

アプリ権限

＋メッセージ（SMS）やお客様の位置情報などをア
プリが使用できるかどうかを設定します。

既定のアプリ

機能が似たアプリのうち、どちらを既定として呼び出
すかを設定します。

特殊なアクセス

アプリに特殊なアクセスを許可するかどうかを設定
します。

• 電池の消費を節約する場合は、無効に設定してください。
• 電波が良好な場所でご利用ください。

接続の設定をする

a 設定メニュー画面 u［接続］
b 以下の項目をタップ
Bluetooth

uP.64「Bluetooth®機能」

共有パネル

周辺デバイスと、特定の人を共有パネルに表示できる
ようにします。

印刷

uP.72「印刷の設定をする」

印刷の設定をする
プリントサービスを利用したプリンターの設定を行います。

a 設定メニュー画面 u［接続］u［印刷］
b［クラウドプリント］／［デフォルト印刷サービス］

• 「サービスを追加」をタップすると、サービスを追加することができます。
• プリントサービスが無効のときは、［
］と操作すると、プリントサービスが
有効になり、使用できるプリンターの一覧が表示されます。

memo
• 「クラウドプリント」の利用には、Googleアカウントが必要です。詳しくは「Google
アカウントをセットアップする」（uP.20）をご参照ください。
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memo
アプリケーションの管理について
• Google Playなどからインストールしたアプリケーションを選択すると「アンイ
ンストール」が表示されます。アンインストールを実行するとアプリケーション
は削除されます。

バッテリーの設定をする
バッテリー情報の表示、電池残量が少なくなったときに各種機能の使用を抑える
ような設定など、バッテリーに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面 u［バッテリー］

• 表示された画面の上部に、電池残量、充電状態、推定残り時間を確認できます。
また、充電している場合、推定残り時間の代わりに充電完了までの予想時間を確
認できます。

ユーザー補助の設定をする
縦横表示の自動回転や、ユーザー補助サービスなどを設定します。

a 設定メニュー画面 u［ユーザー補助］
b 以下の項目をタップ
見る

TalkBack

ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキストを
読み上げたりするユーザー補助サービスを有効にしま
す。また、読み上げやその他のフィードバック、タッ
チガイドなどを設定します。

音声通知

着信時に発信者情報を読み上げるかどうかを設定しま
す。

文字

文字サイズ、太字、タイプを変更します。

表示サイズ

画面に表示されるアイテムのサイズを変更します。

b 以下の項目をタップ
バッテリー消費量

バッテリー消費状況の詳細を確認できます。

ステータスバーに表示

ステータスバーに電池残量（%）を表示するかどう
かを設定します。

省電力

バッテリーセーブ バッテリーセーブのOFF ／基本設定／最大設定を切
り替えます。
また、編集モードから基本設定の変更ができます。

タッチズーム 画面を3回タップすることで画面をズームイン／ズー
ムアウトするかどうかを設定します。

バッテリーセーブ バッテリーセーブやバッテリーの最適化から除外す
機能の除外アプリ るアプリを選択します。
アプリ使用量／デバイスの
使用状況

ウィンドウ
ズーム

バッテリーを使用しているアプリなどの情報が表示
されます。特になければ「バッテリー使用量データ
なし」と表示されます。
• 「バッテリー」設定画面で、［
］u［全体の使用
量を表示］と操作すると、「デバイスの使用状況」
と表示されます。

マウスポイン マウスポインタを拡大します。
タ拡大
ハイコントラ 画面の背景色を黒くして画面のコントラストを強調し
スト画面
ます。

聞く

画面の色調を選択してコントラストを調整します。

キャプション 字幕の表示方法を設定します。
フラッシュお 着信中、SMS受信中またはアラーム鳴動中に、フラッ
知らせ
シュを点滅してお知らせするかどうかを設定します。

内部ストレージ、microSDメモリカード、USBドライブのメモリ容量を確認した
り、microSDメモリカードやUSBドライブのマウント／マウント解除やフォー
マットを行います（uP.61「メモリの使用量を確認する」）。

すべての音を すべての音をミュートにし、通話音量を下げます。
ミュート
オーディオ
チャンネル

アカウントの設定をする

自動同期を設定する

画面の明暗を反転します。

色調調整

電源キーで終 電源キーを押して通話を終了するかどうかを設定しま
話
す。

a 設定メニュー画面 u［ストレージ］

オンラインサービスのアカウント管理や、データ同期に関する基本設定を行いま
す。

色の反転

グレイスケー 画面の色を白黒にします。
ル

ストレージの設定をする

ストレージ使用量の確認やストレージの初期化をする

ウィンドウ内でズームイン／ズームアウトできます。
また、色を反転させることもできます。

ステレオ音声／モノラル音声を切り替えます。

音声バランス スライドすることで、左右の音量のバランスを調節し
ます。
動作と認
識

本製品とGoogleオンラインサービスの連絡先、カレンダー、Gmailなどの自動同
期を設定します。

Touch
assistant

キーやジェスチャーでの操作が困難なユーザーをサ
ポートする機能です。

タッチ入力

ロングタッチを感知するまでの時間を設定したり、複
数回のタップを1回分と認識する設定をしたりします。

物理キーボー キーボードの設定をカスタマイズします。
ド

a 設定メニュー画面 u［アカウント］
］u［ONにする］
b「アカウントの自動同期」の［

自動クリック カーソルを停止した位置で自動的にクリック動作を行
います。
長押しで着信 スワイプ操作せずに通話の応答や拒否をします。
に応答

手動で同期する
アカウントを手動で同期することができます。

画面消灯時間 画面消灯までの時間を設定します。

a 設定メニュー画面 u［アカウント］
b 同期するアカウントを選択 u［同期］
］
c 同期する項目の［

タッチ操作エ タッチ操作を認識する画面領域を設定します。
リア

• 同期する項目が「
」の場合、一度「
」にして、再度「
」にしてく
ださい。
• 「アカウントの自動同期」が「
」の場合、同期する項目に「
」／「
」
が表示されません。同期する項目をタップすると、タップした項目を同期できます。

アカウントを追加する

a 設定メニュー画面 u［アカウント］u［アカウントを追加］
b 追加するアカウントを選択
c 画面の指示に従って操作する
アカウントを削除する

a 設定メニュー画面 u［アカウント］u 削除するアカウントを選択
b［アカウントを削除］u［削除］

ユーザー補助機能の
ショートカット

簡単な操作（ホームボタンを3回タップ）でユーザー
補助機能を起動できるようにするかどうかを設定しま
す。

縦横表示の自動回転

本製品の向きを変えた場合、画面表示の縦横を自動的
に切り替えるかどうかを設定します。

選択して読み上げ

画面上でタップした項目を音声で聞くことができま
す。

スイッチアクセス

設定可能なキーの組み合わせを使用して端末を制御で
きます。

memo
• TalkBackを初めて有効にしたときは、チュートリアルが起動します。画面の指示
に従って、チュートリアルの内容を確認してください。
• タッチガイドとは、タップした位置にあるアイテムの説明を読み上げたり、表
示したりする機能です。タッチガイドを有効にすると、通常とは異なる方法で
本製品を操作できます。項目を選択する場合は、一度項目をタップしてから再度
ダブルタップします。スライド操作は2本の指で行います。
• タッチガイドの設定を切り替える場合は、設定メニュー画面 u［ユーザー補助］u
［見る］u［TalkBack］u［設定］と操作し、「タッチガイド」を無効にします。
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Googleの設定をする

a 設定メニュー画面 u［Google］
b セキュリティやバックアップ、位置情報、検索などの設定を、画面
の指示に従って行う

システムの設定をする

a 設定メニュー画面 u［システム］
b 以下の項目をタップ
更新センター

uP.88「ソフトウェアを更新する」

言語と入力

uP.74「言語と入力の設定をする」

日付と時刻

uP.74「日付と時刻を設定する」

メモリ

メモリの平均使用量を確認します。

バックアップ

個人情報や設定をバックアップします。

再起動と初期化

uP.74「再起動と初期化の設定をする」

端末情報

uP.74「端末情報の確認をする」

言語と入力の設定をする
表示言語の設定、文字入力関連の設定を行います。

a 設定メニュー画面 u［システム］u［言語と入力］
b 以下の項目をタップ
言語

本製品で使用する言語を選択します。
「日本語（日本）」をタップして、使用したい言語をタッ
プすると言語が切り替わり、リストに追加されます。

現在のキーボード

使用するキーボードを選択します。

オンスクリーンキーボード 標準のキーボードと入力方法を選択します。
物理キーボード

物理キーボードに関する設定を行います。

自動入力サービス

自動入力サービスの利用有無や利用するサービスの設
定を行います。

音声出力

優先エンジン Googleテキスト読み上げエンジンの設定ができます。
Google Playからプリインストール以外の言語に対応
した音声データをインストールすることもできます。
言語

読み上げに使用する言語を選択します。

読み上げ速度 テキストを読み上げる速度を設定します。
の調整

再起動と初期化の設定をする
設定した曜日の時刻に、自動的に端末の再起動および初期化を実行するように設
定できます。また、設定をリセットしたり、お買い上げ時の状態に戻します。

a 設定メニュー画面 u［システム］u［再起動と初期化］
b 以下の項目をタップ
自動再起動

設定した曜日の時刻に、自動的に端末の再起動および初期
化を実行するように設定できます。

ネットワーク設定リ
セット

ネットワークの設定をお買い上げ時の状態に戻します。

アプリ設定をリセッ
ト

アプリの設定を初期化します。ただし、アプリのデータは
消去されません。

データの初期化

uP.74「本製品を初期化する」

本製品を初期化する
本製品をリセットします。この操作を行うと、ご購入後にお客様が本製品にイン
ストールしたアプリケーションや登録したデータはすべて削除されます。また、
お買い上げ時にインストールされていた一部のアプリケーションも削除されます
（uP.46）。

a 設定メニュー画面 u［システム］u［再起動と初期化］u［データの
初期化］

b［携帯電話のリセット］
c［すべて削除］u［リセット］
memo
• データの初期化を実行すると本体内のすべてのデータが消去されます。
• データの初期化を実行する前に本体内のデータをバックアップすることをおすす
めします。
• 「SDカードのデータを消去」にチェックを付けるとmicroSDメモリカード内の
データも消去されます。
• 設定メニューの以下の項目は、データの初期化を実行してもリセットされません。
-- UIMカードのロック設定

端末情報の確認をする
電話番号や電波状態などの情報を確認できます。ソフトウェア更新もここから行
います。

a 設定メニュー画面 u［システム］u［端末情報］
b 以下の項目をタップ

音声の高さを テキストを読み上げる音声の高さを設定します。
変更

デバイス名

プレビュー

テキスト読み上げの短いデモを行います。

ネットワーク

リセット

音声出力の設定を初期の状態に戻します。
マウスやトラックパッド使用時のポインターの速度を
設定します。

「ネットワーク」、「電波強度」、「モバイルネットワークの種
類」、
「サービスの状態」、
「ローミング状態」、
「モバイルネッ
トワークの状態」、「IPアドレス」を表示します。

ステータス

「電話番号」、「IMEI」、「IMEI SV」を表示します。

マウスの左右のボタン機能を切り替えます。

バッテリー

「バッテリーの状態」、「バッテリー残量」が確認できます。

ポインター速度
マウスボタンの変更

SIMカード

memo
言語設定について
• リストに複数の言語があるときは、使用したい言語をドラッグし一番上にドロッ
プして切り替えることができます。

日付と時刻を設定する
日付と時刻の表示形式などを設定します。

a 設定メニュー画面 u［システム］u［日付と時刻］
b 以下の項目をタップ
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自動設定

ネットワークから日付・時刻・タイムゾーン情報を取得して
自動的に設定します。

日付の設定

日付を設定します。
• 「自動設定」が有効の場合は設定できません。

時刻の設定

時刻を設定します。
• 「自動設定」が有効の場合は設定できません。

タイムゾーンの選
択

タイムゾーンの設定を行います。
• 「自動設定」が有効の場合は設定できません。

24時間表示

時刻の表示方法を、
24時間表示にするかどうかを設定します。

機能設定

Bluetooth®やWi-Fi Direct®などで使用されるデバイスの
名称を設定できます。

SIMカードの状態が確認できます。

ハードウェア情報

「モデル番号」、
「稼働時間」、
「S/N」、
「Wi-Fi MACアドレス」、
「Bluetoothアドレス」を表示します。

ソフトウェア情報

「Androidバージョン」、「Androidセキュリティパッチレベ
ル」、
「ベースバンドバージョン」、
「カーネルバージョン」、
「ビ
ルド番号」、「ソフトウェアバージョン」を表示します。

使用条件

「LGソフトウェアの利用条件」、「オープンソースライセン
ス」
、
「Google利用規約」が確認できます。

アクティビティロ
グ

LGに本製品の情報を送信することに同意するかどうかを設
定します。
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応答できない電話を転送する（無応答転送）

auのネットワークサービス

かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。
サービス
標準サービス

有料オプションサービス

※

参照先

SMS

uP.39

着信お知らせサービス

uP.76

着信転送サービス

uP.76

発信番号表示サービス

uP.77

番号通知リクエストサービス

uP.77

お留守番サービスEX

uP.77

三者通話サービス

uP.80

割込通話サービス

uP.80

迷惑電話撃退サービス

uP.80

通話明細分計サービス

uP.81

※ 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡
ください。
各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ（https://www.
au.com/）でご確認ください。

着信お知らせサービスを利用する（標準サービス）
■■着信お知らせサービスについて
「着信お知らせサービス」は、電波の届かない場所にいた場合など、着信があった
ことをSMSでお知らせするサービスです。電話をかけてきた相手の方が伝言を残
さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知ら
せします。
memo

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［無応答転送］
c［着信転送］

• 「無効にする」をタップすると無応答転送サービスを停止できます。

d 転送先番号を設定 u［ONにする］／［更新］
•「

」をタップすると、連絡先から転送先番号を選択できます。

e 転送までの時間を設定 u［保存］

• 転送時間は5 ～ 55秒の間で設定できます。

memo
• 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間
は、電話に出ることができます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［話中転送］
c［着信転送］

• 「無効にする」をタップすると転送サービスを停止できます。

d 転送先番号を設定 u［ONにする］／［更新］
•「

」をタップすると、連絡先から転送先番号を選択できます。

memo

• 「着信お知らせサービス」を利用するには、お留守番サービスEXの圏外転送を設
定してください（uP.77）。
※ 有料オプションサービスにご契約されていない場合も設定を行ってください。
• 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっ
ても番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
• お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
• 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセ
ンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
• ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お
留守番サービス総合案内（uP.78）で着信お知らせ（着信通知）を停止するこ
とができます。
• 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サー
ビスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

• 話中転送と割込通話サービス（uP.80）を同時に設定している場合は、割込通
話サービスが優先されます。

応答できない電話を転送する（圏外転送）
電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなどに電話を転送しま
す。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［圏外転送］
c［着信転送］

• 「無効にする」をタップすると転送サービスを停止できます。

着信転送サービスを利用する（標準サービス）
電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際
の条件を選択できます。

• 緊急通報番号（110、119、118）、時報（117）など一般に転送先として望ま
しくないと思われる番号には転送できません。
• 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（uP.77）を同時に開始する
と、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
• au国際電話サービスでの転送はご利用いただけません。また、一部の国際電話事
業者でも転送できない場合があります。

」をタップすると、連絡先から転送先番号を選択できます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［フル転送］
c［着信転送］

• 「無効にする」をタップすると転送サービスを停止できます。

d 転送先番号を設定 u［ONにする］／［更新］
•「

■■ご利用料金について
月額使用料

無料

相手先から本製品までの通話料

有料
• 電話をかけてきた相手の方のご負担となります。

本製品から転送先までの通話料

有料
• お客様のご負担となります。
• 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際
電話通信事業者からのご請求となります。

auのネットワークサービス

•「

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話

memo
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d 転送先番号を設定 u［ONにする］／［更新］

」をタップすると、連絡先から転送先番号を選択できます。

memo
• フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）
お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電
話などから、着信転送サービスの転送開始、転送停止ができます。

a 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。
サービス内容
フル転送起動
フル転送停止
全転送停止

番号
1428
1429
1430

番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス）
電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番
号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。
memo
• 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
• お留守番サービス（uP.78）、着信転送サービス（uP.76）、割込通話サー
ビス（uP.80）、三者通話サービス（uP.80）のそれぞれと、番号通知リク
エストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されま
す。
• 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（uP.80）を同時に開始
すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。

b ご利用の本製品の電話番号を入力
c 暗証番号（4桁）を入力

• サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

暗証番号については「各種暗証番号／ P I Nコードについて」（u P .13）をご参照
ください。

d ガイダンスに従って操作

番号通知リクエストサービスを開始する

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話

memo

設定］

• 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
• 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電
話を使って遠隔操作を行うことはできません。

b［着信とメッセージ受信の拒否］u「番号通知リクエストサービス」
の［

］

memo

発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）
電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手
の方の電話番号をお客様の端末のディスプレイに表示したりするサービスです。
■■お客様の電話番号の通知について
相手の方の電話番号の前に「184」（電話番号を通知しない場合）または「186」
（電話番号を通知する場合）を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客
様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

• 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の
方に「お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、
相手の方に通話料がかかります。
• 次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続
となります。
-- 公衆電話、国際電話
-- SMS
-- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発
信の場合

memo
• 発信者番号（お客様の電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについ
ては十分にお気を付けください。

番号通知リクエストサービスを停止する

• 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の
電話番号が表示されないことがあります。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話

• 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■■相手の方の電話番号の表示について
電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が本製品のディスプレイに表示
されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通
知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。
表示
「非通知設定」
（ID Unsent）
「公衆電話」
（Pay Phone）
「通知不可能」
（Not Support）

説明
相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
に表示されます。
相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者
番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されま
す。

電話番号を通知する

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］u［その他の設定］u［その他の設定］

b［発信者番号］u［番号を通知］
memo
• 電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して
入力した場合は、
「発信者番号」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」
が優先されます。
• 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号」を「番号を
通知」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知した
い場合は、お客さまセンターまでお問い合わせください。
• 「発信者番号」をOFFに設定しても、緊急通報番号（110、119、118）への発
信時や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。

設定］

b［着信とメッセージ受信の拒否］u「番号通知リクエストサービス」
の［
］
お留守番サービスEXを利用する（オプションサービス）
■■お留守番サービスEXについて
電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モード
（uP.68）を有効にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかっ
たときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。
■■お留守番サービスEXをご利用になる前に
• 本製品ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸し出し
と修理後返却の際にお留守番サービスEXに加入中の場合、お留守番サービスは開始さ
れています。
• お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（uP.77）を同時に開始すると、
非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■■お留守番サービスEXでお預かりする伝言・ボイスメールについて
お留守番サービスEXでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。
お預かり（保存）する時間

7日間まで※1

お預かりできる件数

99件まで※2

1件あたりの録音時間

3分まで

※1 お預かりから7日間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール（uP.78）の合計です。100件目以降の場合は、電
話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダ
ンスでお知らせします。

■■ご利用料金について
月額使用料

有料

特番へのダイヤ
ル操作

入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞
いた場合は通話料がかかります。
伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かな
かった場合は通話料がかかりません。

遠隔操作

遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電
話に対して通話料がかかります。

伝言・ボイスメー 伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の
ルの録音
電話に通話料がかかります。
• お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った
場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流
れ始めた時点から通話料が発生します。
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お留守番サービス総合案内（141）を利用する

電話をかけてきた方が伝言を録音する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、
応答メッセージの録音／確認／変更、英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの
設定、不在通知（蓄積停止）の設定／解除、着信お知らせの開始／停止ができます。

ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

a ホーム画面 u［電話］u［1］［4］［1］u［
b ガイダンスに従って操作

］

応答できない電話を転送する（無応答転送）
かかってきた電話に出ることができないときに電話を留守番電話サービスに転送
します。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［無応答転送］
c［留守番電話］

• 「無効にする」をタップすると転送サービスを停止できます。

d 転送までの時間を設定 u［保存］

• 転送時間は5秒～ 55秒の間で設定できます。

a お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が設定され
た応答メッセージで応答します（uP.79「応答メッセージの録音／確認／変更
をする」）。
電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（ス
キップして）操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防
止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

b 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。
伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

c「#」を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。

［1］ ：録音した伝言を再生して、内容を確認する
［2］ ：録音した伝言を「至急扱い」にする
［9］ ：録音した伝言を消去して、取り消す
］ ：録音した伝言を消去して、録音し直す
［

d 電話を切る
memo

memo
• 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間
は、電話に出ることができます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［話中転送］
c［留守番電話］

• 「無効にする」をタップすると転送サービスを停止できます。

memo
• 話中転送と割込通話サービス（uP.80）を同時に設定している場合は、割込通
話サービスが優先されます。

応答できない電話を転送する（圏外転送）

• 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生す
るとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
• お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は
発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生
します。

ボイスメールを録音する
相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すこと
なくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお
留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

a ホーム画面 u［電話］u［1］［6］［1］［2］+相手の方のau電話番
号を入力 u［

b ガイダンスに従ってボイスメールを録音
伝言お知らせについて
お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことをSMS（「伝
言お知らせ」と表示）でお知らせします。

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなどに、電話を留守番
転送サービスに転送します。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［圏外転送］
c［留守番電話］

• 「無効にする」をタップすると転送サービスを停止できます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［フル転送］
c［留守番電話］

• 「無効にする」をタップすると転送サービスを停止できます。

memo
• フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

］

memo
• 同じ電話番号から複数の伝言をお預かりした場合は、最新の伝言のみについてお
知らせします。
• お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は99件です。
• 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約7日経過してもお知らせできない場合、
お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
• 通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サー
ビスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く

a ホーム画面 u［電話］u「1」をロングタッチ

ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話設定］u［着信
転送・お留守番サービス］u［伝言メッセージを再生する］u［発信］と操作しても
伝言・ボイスメールを聞くことができます。
］と操作しても伝言・ボイスメー
ホーム画面 u［電話］u［1］
［4］
［1］
［7］u［
ルを聞くことができます。

b ガイダンスに従ってキー操作

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「ダイヤルパッド」をタップして表示
します。

［1］ ：同じ伝言をもう一度聞く
［4］ ：5秒間巻き戻して聞き直す
［5］ ：伝言を一時停止（20秒間）※
［6］ ：5秒間早送りして聞く
［7］ ：再生済みの伝言をすべて消去
［9］ ：伝言を消去
［0］ ：伝言再生中の操作方法を聞く
［#］ ：次の伝言を聞く
［ ］：前の伝言を聞く
※「終了」以外のキーをタップすると、伝言の再生を再開します。

c［

］
memo

• お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール（uP.78）も
同じものとして扱われます。
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応答メッセージの録音／確認／変更をする

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービス）

新しい応答メッセージの録音や現在設定されている応答メッセージの内容の確認
／変更や、スキップ防止などの設定を行うことができます。

お客様の本製品以外のau電話、他通信事業者の携帯電話、PHS、NTT一般電話、
海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイスメールの再生、
応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

b［着信転送・お留守番サービス］u［応答内容変更］u［発信］
ホーム画面 u［電話］u［1］
［4］
［1］
［4］u［

］と操作しても設定できます。

■■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合（個人メッ
セージ）

c［1］u［1］u 3分以内で応答メッセージを録音 u［#］u［#］u
［

］

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「ダイヤルパッド」をタップして表示
します。

■■電話番号の代わりに読み上げるお客さまのお名前を録音するタイプの応答メッ
セージを録音する場合（名前指定メッセージ）

c［1］u［2］u 10秒以内で名前を録音 u［#］u［#］u［

］

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「ダイヤルパッド」をタップして表示
します。

a 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。
サービス内容
留守番転送設定（無条件）開始
留守番転送設定（無条件）停止
留守番再生
留守番総合案内

番号
1418
1419
1415
1416

b ご利用の本製品の電話番号を入力
c 暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「各種暗証番号／ PINコードについて」（uP.13）をご参照
ください。

d ガイダンスに従って操作
memo

■■ 設定／保存されている応答メッセージを確認する場合

• 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。

c［3］u 応答メッセージを確認 u［

• 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電
話を使って遠隔操作を行うことはできません。

］

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「ダイヤルパッド」をタップして表示
します。

■■蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合（不在通知）

英語ガイダンスへ切り替える

c［1］u［3］u 3分以内で応答メッセージを録音 u［#］u［#］u
［
］

標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

画面にキーパッドが表示されていない場合は、「ダイヤルパッド」をタップして表示
します。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］u［その他の設定］

b［ガイドの言語を変更する］u［英語ガイダンス］u［変更する］

memo

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。
ホーム画面 u［電話］u［1］［4］［1］［9］［1］u［
］と操作しても切り替え
ることができます。

• 録音できる応答メッセージは、各1件です。
• ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
• 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定で、
スキップができないように設定することができます。
• 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って［2］u［1］と操作
すると標準メッセージに戻すことができます。
• 録音した蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）がある場合に、ガイダンスに従っ
て［1］u［4］と操作すると標準メッセージに戻すことができます。

c［

］
memo

• ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

日本語ガイダンスへ切り替える
伝言の蓄積を停止する（不在通知）
長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄積を停
止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）を録音しておくと、お客様
が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
詳しくは「応答メッセージの録音／確認／変更をする」（uP.79）をご参照く
ださい。

a ホーム画面 u［電話］u［1］［6］［1］［0］u［
b ガイダンスを確認 u［ ］

］

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］u［その他の設定］

b［ガイドの言語を変更する］u［日本語ガイダンス］u［変更する］

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
ホーム画面 u［電話］u［1］［4］［1］［9］［0］u［
］と操作しても切り替え
ることができます。

c［

］

memo
• 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
• 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除され
ません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、
「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

伝言の蓄積停止を解除する

a ホーム画面 u［電話］u［1］［6］［1］［1］u［
b ガイダンスを確認 u［ ］

］

memo
• 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除され
ません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、
「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

auのネットワークサービス

79

三者通話サービスを利用する（オプションサービス）
通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。
例：Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

a Aさんとの通話中画面 u［
話番号を入力

］u［別の通話を追加］u Bさんの電

• 通話中に連絡先や通話履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

b［

］

割込通話を受ける
例：Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

a Aさんと通話中に割込音が聞こえる
b 着信画面で「電話に出る」を輪の外側までスワイプ

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
通話中画面で保留中の相手をタップするたびにAさん・Bさんとの通話を切り替える
ことができます。

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

c Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、「
」をタップするとAさんとの通話に戻ります。
Bさんとの通話を保留にしてAさんとの通話に戻るには、Aさんの電話番号をタップします。

d［

］u［グループ通話］

3人で通話できます。
」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。
「

memo
• 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になり
ます。
• 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。

memo
• 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わりま
す。
• 割込通話時の着信も通話履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知
などの情報がない着信については記録されない場合があります。

迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス）
迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、
次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。
■■ご利用料金について

• 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。

月額使用料

有料

• 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出し
たとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

番号登録「1442」

無料

■■ご利用料金について

すべての登録を削除「1449」 無料

撃退する電話番号を登録する

月額使用料

有料

通話料

電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

割込通話サービスを利用する（オプションサービス）
通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保
留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

a ホーム画面 u［電話］u［1］［4］［4］［2］u［

］

ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話設定］u［着信
］u［最終着信の相
とメッセージ受信の拒否］u［迷惑電話撃退サービス］u［
手］と操作しても登録できます。

■■指定の電話番号を登録する

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話

memo
• 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利
用いただけます。
ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場
合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定
し直してください。

設定］

b［着信とメッセージ受信の拒否］u［迷惑電話撃退サービス］
c［ ］
d［連絡先］／［通話履歴］／［新しい番号］／［最終着信の相手］

• 「新しい番号」を選択した場合、撃退する電話番号を入力 u［保存］と操作します。
• 「最終着信の相手」を選択した場合は、操作5は不要です。

■■ご利用料金について
月額使用料

有料

通話料

電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

e 撃退する電話番号を選択 u［完了］
memo

割込通話サービスを開始する

• 登録できる電話番号は30件までです。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］u［その他の設定］u［その他の設定］

• 登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「おかけになった電話
番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダン
スが流れ、相手の方に通話料がかかります。

b［割込通話サービス］の［

• 登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに
接続されます。

• 電話番号の通知のない着信についても、登録できます。

］

ホーム画面 u［電話］u［1］［4］［5］［1］u［

］と操作しても開始できます。

memo
• 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（uP.77）を同時に開始する
と、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
• 割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（uP.80）を同時に開始すると、迷
惑電話撃退サービスが優先されます。

登録した電話番号を全件削除する

a ホーム画面 u［電話］u［1］［4］［4］［9］u［
b［ ］

割込通話サービスを停止する

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］u［その他の設定］u［その他の設定］

b［割込通話サービス］の［

• 登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通
常の接続となります。
-- SMS

■■指定の電話番号を削除／編集する

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［通話
設定］

］

ホーム画面 u［電話］u［1］［4］［5］［0］u［

］と操作しても停止できます。

b［着信とメッセージ受信の拒否］u［迷惑電話撃退サービス］
c［

］u 削除する電話番号を選択 u［削除］u［削除］

• 編集する場合は、編集する電話番号の［
作します。
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］

］u 電話番号を編集 u［保存］と操

通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス）
分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、
通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行
するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」な
どが記載されます。

a ホーム画面 u［電話］u［1］［3］［1］+相手先電話番号を入力 u［
b［ ］

］

memo
• 分計する通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要
があります。
• 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初に
ダイヤルしてください。
• 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤル
されていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されま
す。

■■ご利用料金について
月額使用料

有料

auのネットワークサービス

81

82

auのネットワークサービス

海外利用

海外利用…………………………………………………………………… 84

au世界サービスについて… …………………………………………………………………… 84
海外利用に関する設定を行う………………………………………………………………… 84
渡航先で電話をかける………………………………………………………………………… 84
渡航先で電話を受ける………………………………………………………………………… 85
お問い合わせ方法……………………………………………………………………………… 85
海外でのご利用上のご注意…………………………………………………………………… 85

海外利用

83

海外利用に関する設定を行う

海外利用
au世界サービスについて
au世界サービスとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただ
けるサービスです。本製品は渡航先に合わせてGSM ／ UMTS ／ LTEネットワー
クのいずれでもご利用いただけます。
• いつもの電話番号のまま、海外で通話・SMS・データ通信がご利用いただけます。
• 特別な申し込み手続きや月額の定額料は不要で、ご利用料金は日本国内分との合算請
求ですので、お支払いも簡単です。
※ 新規ご加入の場合、翌日から海外でのご利用が可能です。 ただし、オンライン
ショップでご加入の場合、日本国内で通話（発信）した翌々日よりご利用が可能
です。

本製品は、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように設定さ
れています。
• 海外で電源をオンにすると、海外の事業者のネットワークで通話とSMSがご利用いた
だけます。
• データ通信を行う場合は「データローミング」（uP.84）を有効に設定します。

■■データ通信を利用する

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［モバ
イルネットワーク］

b［海外ローミング］u「データローミング」の「
「

• ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページ
またはお客さまセンターにてご確認ください。

■■対象エリア・料金を知る

https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/
area-charge/

■■海外でのデータ通信ご利用方法と適用データ通信料金について

https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/check/

■■海外でご利用のお客さま

※渡航前に必ずご確認ください

https://www.au.com/information/notice_mobile/global/

」にする

」をタップして

memo
• LTE NETまたはLTE NET for DATAにご加入されていない場合は、海外でデー
タ通信を利用できません。
• サービス内容、料金、ご利用方法などの詳細はauホームページにてご確認ください。
■ 世界データ定額
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/sekai-data/
■ 海外ダブル定額
https://www.au.com/mobile/charge/data-option/kaigai-double-teigaku-lte/

memo
• 日本国内の各種割引サービス・データ通信料定額／割引サービスの対象となりませ
ん。

■■海外でVoLTEを利用する

• 海外で着信した場合でも着信通話料がかかります。

a ホーム画面 u［設定］u［ネットワークとインターネット］u［モバ

• 発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
• 各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。

海外でVoLTEを利用できるように設定します。

イルネットワーク］

b［海外ローミング］u「4Gを有効にする」の「
「

」にする

」をタップして

• お買い上げ時はONになっています。

memo
• LTE NETにご加入されていない場合は、VoLTEを利用できません。
• VoLTEが利用できる国・地域についてはauホームページをご参照ください。
• 海外で通話やデータ通信の品質がよくない場合は、「4Gを有効にする」をOFFに
すると改善されることがあります。ただし、日本国内では「4Gを有効にする」を
常時ONで利用してください。
• サービス内容、料金、ご利用方法などの詳細はauホームページにてご確認ください。
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/volte/

渡航先で電話をかける
au世界サービスを利用して、渡航先で電話をかけることができます。

a ホーム画面 u［電話］
b［0］をロングタッチ

「+」が入力され、発信時に渡航先現地からの国際アクセス番号が自動で付加されま
す。

c 相手先の国番号を入力
d 地域番号（市外局番）を入力

地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合は、
「0」を除いて入力してください（イ
タリアなど一部例外もあります）。

e 相手の電話番号を入力 u［

］

例：渡航先から日本の「03-1234-XXXX」にかける場合
■
+ 81（国番号）-3（市外局番）-1234XXXX（相手の電話番号）
例：渡航先（アメリカ）からアメリカの「123-456-XXXX」にかける場合 ■
+ 1（国番号）-123（市外局番）-456XXXX（相手の電話番号）
memo
• 電話をかける相手が日本の携帯電話をご利用の場合は、相手の渡航先にかかわら
ず国番号として「81」（日本）を入力してください。
• 渡航先では、一部特番などかけられない電話番号があります。
• 国番号についてはKDDI国際電話ホームページをご参照ください。
http://www.001.kddi.com/countrycode/
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渡航先で電話を受ける

海外でのご利用上のご注意

日本国内にいるときと同様の操作で、電話を受けることができます。
memo
• 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からであっても日本からの国際
転送となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信通話料
がかかります。
• 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に
電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。
• 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合は、渡航先にかかわらず日本
経由で電話をかけるため、現地からの国際アクセス番号および「81」（日本）を
ダイヤルしてもらう必要があります。

本製品を盗難・紛失したら
• 海外で本製品もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、お客さまセンターまで
速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。詳しくは「海外から
のお問い合わせ」（uP.85）をご参照ください。盗難・紛失された後に発生した通
話料・データ通信料もお客様の負担になりますのでご注意ください。
• 本製品に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携
帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もあります
ので、SIMカードロックを設定されることをおすすめします。SIMカードロックにつ
いては「UIMカードのロック設定」（uP.71）をご参照ください。

auネットワークサービスに関するご注意

お問い合わせ方法

• 以下のサービスは、au世界サービス「VoLTE」利用中以外はご利用いただけません。
-- 着信転送サービス（標準サービス）の無応答転送・話中転送・圏外転送

海外からのお問い合わせ

-- お留守番サービスEX（オプションサービス）

■■本製品からのお問い合わせ方法（通話料無料）

-- 割込通話サービス（オプションサービス）

-- 三者通話サービス（オプションサービス）※

受付時間：24時間

b［0］をロングタッチ

「+」が入力され、発信時に渡航先現地からの国際アクセス番号が自動で付加されま
す。

c「81366706944」を入力 u［

-- 通話明細分計サービス（オプションサービス）
• 発信番号表示サービス（標準サービス）は、海外では電話番号が通知されない場合が
あります。海外では「発信者番号通知」の機能は無効になります。

a ホーム画面 u［電話］

］

■■一般電話からのお問い合わせ方法

詳しい情報はauホームページの「海外からのお問い合わせ番号」をご参照ください。
https://www.au.com/mobile/service/global/inquiry/
memo
• 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ／オン（再起動）するこ
とでご利用可能となる場合があります。

• 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、着信を受けた場合、相手の方
に番号通知リクエストガイダンスが流れ、着信できない場合がありますので、あらか
じめ日本国内で停止してください。
• 渡航先で着信した場合、原則として発信者番号は表示されますが、海外通信事業者の
事情により「通知不可能」や、まったく異なる番号が表示されることがあります。また、
発信側で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示されること
があります。
• 迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）は、au世界サービス「VoLTE」利用
中以外は受信拒否リストへの登録ができません。また、日本で登録した番号でも海外
では迷惑電話撃退サービスが動作せず通常の接続となる場合があります。
※ au世界サービス「VoLTE」利用中であっても、グアム、サイパンではご利用いただ
けません。

海外利用
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最新のソフトウェア更新を自動確認する

ソフトウェアを更新する
最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の
拡張機能を入手できます。
更新は、次の方法があります。
• 本製品本体でソフトウェアをダウンロードして更新する

■■ご利用上のご注意

• データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課
金が発生します。特にOSアップデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。
Wi-Fi®でのご利用をおすすめします。
• ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させて
いただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター
（157 ／通話料無料）までお問い合わせください。また、本製品をより良い状態で
ご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、au
からのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
• 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
• 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池
残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
• 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェアの更新
に失敗することがあります。
• ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ（連絡先、メール、静
止画、楽曲データなど）や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態（故
障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、
あらかじめご了承願います。
• ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し
直してください。
• 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。

ソフトウェア更新中は、以下のことは行わないでください。
• ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ソフトウェア更新中にできない操作について

• ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防機関）
、
118番（海上保安本部）、157番（お客さまセンター）へ電話をかけることもでき
ません。また、アラームなども動作しません。

ソフトウェア更新が失敗した場合などについて

• ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品
が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）に
お持ちください。

ソフトウェアをダウンロードして更新する

最新のソフトウェア更新を定期的に自動確認します。更新がある場合、ステータ
スバーに
が表示されます。

a ホーム画面 u［更新センター］u［ソフトウェアアップデート］
b［ ］u［設定］
］u［同意する］
c「自動確認」の［
• お買い上げ時はONになっています。

memo
• 自動確認するために通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。

ダウンロードしたソフトウェアを自動インストールする
ダウンロードした更新内容を、自動で深夜にインストールします。インストール後、
以前のバージョンに戻すことはできません。

a ホーム画面 u［更新センター］u［ソフトウェアアップデート］
b［ ］u［設定］
］u［同意する］
c「更新の自動インストール」の［
故障とお考えになる前に
故障とお考えになる前に次の内容をご確認いただくとともに「故障紛失サポート」
アプリ（uP.52）の「クイック診断」および「トラブル診断」でご確認ください。
また、「スマートドクター」で本製品を診断することができます。

■■クイック診断

ホーム画面 u［auサポート］u［故障紛失サポート］u［クイック診断してみる］

■■トラブル診断

ホーム画面 u［auサポート］u［故障紛失サポート］u［便利な機能］u［トラブ
ル診断を試す］
以下のauホームページからもご確認いただけます。
https://www.au.com/trouble-check/

データ通信またはWi-Fi®ネットワーク接続を使用し、インターネット経由で、
本製品から直接ワイヤレスで更新をダウンロードできます。

■■通知から更新する

ソフトウェアの更新が必要な場合に通知が届き、ステータスバーに
ます。

が表示され

a ステータスバーを下方向にスライド
b ソフトウェアアップデートの通知をタップ
c 通信方式を選択

ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択すると、新しいソフトウェ
アのダウンロードが開始されます。
が表示されます。
ダウンロードが完了すると、ステータスバーに

d ステータスバーを下方向にスライド
e ソフトウェアアップデートの通知をタップ
f［インストールする］

ソフトウェアの更新が開始されます。
ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。

g［OK］
■「更新センター」から更新する
■

a ホーム画面 u［更新センター］u［ソフトウェアアップデート］  
b［アップデートを確認］
新しいソフトウェアがあるか確認します。
ソフトウェアを更新できる場合はソフトウェア更新画面が表示されます。

c 通信方式を選択

ソフトウェアのダウンロードに利用する通信方式を選択します。

d［ダウンロード］

新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。

e［インストールする］

ソフトウェアの更新が開始されます。
ソフトウェア更新中は本製品の再起動を1、2回ほど行います。

f［OK］
■■ソフトウェア更新をWi-Fi®のみでダウンロードする場合
ホーム画面 u［更新センター］u［ソフトウェアアップデート］u［アップデート
を確認］u［Wi-Fiのみ］と操作します。Wi-Fi®通信を利用して更新する場合、WiFi®通信が不安定になると自動的にデータ通信に切り替わり、通信料が発生するこ
とがありますのでご注意ください。
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■■スマートドクター

ホーム画面 u［設定］u［便利な機能］u［スマートドクター］u［ハードウェアテ
スト］または［診断］
• 診断を実行することにより、本製品の問題がないかチェックができます。

memo
• 「スマートドクター」で診断した結果、「動作しません。サービスセンターにお問
い合わせください。」と表示されたときは、auショップもしくは故障紛失サポート
センターまでご連絡ください。
こんなときは
電源が入らない

ご確認ください

電池パックは充電されていますか？
電源キーを長押ししていますか？
電源が勝手に切れる
電池が切れていませんか？
電源起動時のロゴ表示中 電池が切れていませんか？
に電源が切れる
電話がかけられない
電源は入っていますか？
au ICカードが挿入されていますか？
電話番号が間違っていませんか？
（市外局番から入力していますか？）
電話番号入力後、 を選択していますか？
「モバイルネットワーク」の設定が間違っていませ
んか？
「機内モード」が設定されていませんか？
電話がかかってこない
電波は十分に届いていますか？
サービスエリア外にいませんか？
電源は入っていますか？
au ICカードが挿入されていますか？
「モバイルネットワーク」の設定が間違っていませ
んか？
「着信とメッセージ受信の拒否」が設定されていま
せんか？
「機内モード」が設定されていませんか？
着信転送サービスが設定されていませんか？
（圏外）が表示される サービスエリア外か、電波の弱い場所にいません
か？
内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？
au ICカード以外のカードが挿入されていませんか？
Wi-Fi®の電波は十分に届いていますか？
Wi-Fi®がつながらない
Wi-Fi®の設定をしましたか？
「機内モード」が設定されていませんか？

参照
uP.19
uP.19
uP.19
uP.19
uP.19
uP.18
uP.32
uP.32
uP.68
uP.68
uP.24
uP.24
uP.19
uP.18
uP.68
uP.69
uP.68
uP.76
uP.24
uP.16
uP.18
uP.24
uP.65
uP.68

こんなときは

ご確認ください

ディスプレイは点灯する 着信音量が最小に設定されていませんか？
が着信音が鳴らない
サウンドプロフィールが「バイブのみ」／「サイレ
ント」に設定されていませんか？
充電ができない
指定の充電用機器（別売）のプラグがコンセントに
確実に差し込まれていますか？
タッチパネルで意図した 手袋などをしたままで操作していませんか？
通りに操作できない
爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作した
りしていませんか？
キー／タッチパネルの操 画面ロックが設定されていませんか？
作ができない
電源を切り、もう一度電源を入れ直してみてくださ
い。
画面をタップしたとき／ 本製品に大量のデータが保存されているときや、
キーを押したときの画面 本製品とmicroSDメモリカードの間で容量の大き
の反応が遅い
いデータをやりとりしているときなどに起きる場合
があります。
「UIMカードが挿入され au ICカードが挿入されていますか？
ていません － 通信サー
ビスなし」と表示される
充電してくださいなどと 電池残量がほとんどありません。
表示された
電池を利用できる時間が 十分に充電されていますか？
短い
電池パックが寿命となっていませんか？
（圏外）が表示される場所での使用が多くありま
せんか？
使用していないアプリケーションや機能を終了・停
止してみてください。
電話をかけたときに受話 サービスエリア外か、電波の弱いところにいません
口から「プーッ、プーッ、か？
プーッ…」と音がしてつ 回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中で
ながらない
すのでおかけ直しください。
ディスプレイの照明がす 「画面消灯時間」が短く設定されていませんか？
ぐ消える
画面照明が暗い
「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？
相手の方の声が聞こえな 通話音量が最小に設定されていませんか？
い
受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴
に当たるようにしてください。
イヤホンマイクのマイク コネクタが正しく挿入されていますか？
が使えない
奥までしっかり挿入してください。
連絡先の個別の設定が動 相手の方から電話番号の通知はありますか？
作しない
通知がない場合は、連絡先の個別着信画像、着信音
の設定は有効になりません。また、連絡先のグルー
プ着信音は有効になりません。
同じ電話番号が2件以上連絡先に登録されていませ
んか？
microSDメモリカード microSDメモリカードは正しくセットされていま
を認識しない
すか？
microSDメモリカードのマウントが解除されてい
ませんか？
カメラが動作しない
本体の温度が高くなっていませんか？

参照
uP.70
uP.70
uP.19
uP.22
uP.22
uP.71
uP.19
uP.61

uP.18

uP.19
uP.24
uP.24
uP.11
uP.24
uP.23

アフターサービス
■■修理を依頼されるときは
修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。
保証期間中

当社無償修理規定に基づき、修理いたします。

保証期間外

修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたし
ます。

※ 保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。

memo
• メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えてお
いてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失
利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承く
ださい。
• 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
• 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修
理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスに
て交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客
様へ返却することはできません。
• 本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含む）、
リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）された
もの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対
象外または修理をお断りする場合があります。
• 電池パックと背面カバーは無償修理保証の対象外です。

uP.24
―
uP.71
uP.73
uP.71
uP.32
uP.16
uP.16
―

uP.34
uP.60
uP.61
uP.47

■■補修用性能部品について
当社はこのLG it本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後4年間
保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要
な部品です。
■■無償修理規定
1. 修理受付時は、製造番号（IMEI番号）の情報をお知らせください。製造番号（IMEI
番号）は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認することがで
きます。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故
障した場合には、無償修理をさせていただきます。
3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理ができな
い場合があります。）
a 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
b 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
c 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
d 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、
水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
e 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5. 製品の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたし
ません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、
責任を負いかねます。
7. 出張による修理対応はお受けできません。
8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in
Japan.）
※ 本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従っ
て、本保証によって保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権
利を制限するものではありません。

■■故障紛失サポートについて
au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度
「故障紛失サポート」をご用意しています。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラ
ブルの補償を拡大するサービスです。
月額利用料およびサービスの詳細については、auホームページをご確認いただく
か、故障紛失サポートセンターへお問い合わせください。
https://www.au.com/mobile/service/kosho-funshitsu/
memo
• ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
• ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
• 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サー
ビスの提供対象となります。
• au電話を譲渡・承継された場合、故障紛失サポートの加入状態は譲受者に引き継
がれます。
• 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前に
ご利用のau電話に対する故障紛失サポートは自動的に退会となります。
• サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■■au ICカードについて
au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場
合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・
紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
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auスマートサポート
auスマートサポートでできること
24時間365日体制※1のauスマートサポートセンターによる電話サポートでは、
「遠隔
操作サポート（リモートサポート）」のアプリケーションを利用して、遠隔操作によるサ
ポートサービスを利用することができます。
その他、初期設定・基本操作や人気アプリの利用方法を、ご自宅※2に訪問し丁寧にご
説明する「スマホ訪問サポート（別途有料）」や、初心者の方にも分かりやすい「使い
方ガイド本※3」プレゼントなど、安心してスマートフォンをご利用いただけるよう各
種サービス、特典をご用意しています。
• ご利用にはお申し込みが必要です。ご利用料金や詳細については、auホームページ
（https://www.au.com/）でご確認ください。
※1 22時から翌9時のご利用は事前予約が必要となります。
※2 訪問先はお客様のご契約住所に限ります。
※3 本のプレゼントは一回限りとなります。

memo
• 「遠隔操作サポート」のご利用にあたっては、「遠隔操作サポートを利用する」
（uP.90）をあわせてご参照ください。

遠隔操作サポート
スマートフォンの操作についてお問い合わせいただいた際に、オペレーターがお客様の
スマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートすることで、直接問題を解決
します。
※ ご利用にあたってはauスマートサポートまたはauスマートパス、故障紛失サポートのい
ずれかへの加入が必要です。

遠隔操作サポートを利用する

a お客さまセンター、auスマートサポートセンターまでお問い合わせ

auスマートパス会員は局番なしの157番（au電話から／通話料無料）
、 00777-111（一般電話から／通話料無料）までご連絡ください。
auスマートサポート会員は、auスマートサポート加入後に送付される会員証に記載
の「専任チーム専用番号」までご連絡ください。

b ホーム画面 u［設定］u［au設定メニュー］u［コミュニケーターが
遠隔操作でサポート］

初回起動時には許可画面や使用許諾契約書を確認する画面が表示されます。内容を
ご確認のうえ、画面に従って操作してください。

c オペレーターの指示に従って操作
位置検索サポート
本製品を盗難・紛失された場合に、お客さまセンターやお客さまのパソコンから本製品
を遠隔操作で位置検索、ロックをすることができます。

※ 本製品を遠隔操作で位置検索、ロックする場合は、auスマートサポートまたはauスマート
パス、故障紛失サポートのいずれかへの加入が必要です。

memo
• ご利用の際には「デバイス管理機能の選択」で「My au」を有効にしてください。
無効の場合は、ロックが正常に動作しないことがあります。
• My auのアプリ上で位置情報へのアクセスなどの確認ダイアログが表示される場
合には、
「許可」をタップし、機能の利用を許可してください。

位置検索をご利用いただくにあたって
位置検索をご利用いただくにあたって当社では、提供した基地局から推測される
位置情報およびGPS情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわら
ず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■■ご利用上の注意
• My auに本製品の位置情報へのアクセス許可がされていない場合は、GPS情報による
位置検索をご利用いただけません。
• サービスエリア内でも地下街など、GPS衛星と基地局からの電波の受信状態が悪い場
所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。
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SIMロック解除
本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIM
カードを使用することができます。
• SIMロック解除はauホームページ、auショップで受付しております。
• 他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限される場合が
あります。当社では一切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。
• SIMロック解除後の設定は、ホーム画面 u［設定］u［システム］u［端末情報］u
［SIMカード］から行ってください。
• 詳しくは、auホームページをご参照ください。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/

周辺機器
■■背面カバー（LGV36TRA/LGV36TLA/LGV36TWA）
■■電池パック（LGV36UAA）
■■ACアダプタ（別売）
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

共通ACアダプタ05（0501PWA）
共通ACアダプタ03（0301PQA）
共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）
共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）
共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）
共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）
AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）
AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）
AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）
AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）
AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）

■■共通DCアダプタ03（0301PEA）（別売）
■■microUSBケーブル（別売）
•
•
•
•
•

microUSBケーブル01（0301HVA）
microUSBケーブル01ネイビー（0301HBA）
microUSBケーブル01グリーン（0301HGA）
microUSBケーブル01ピンク（0301HPA）
microUSBケーブル01ブルー（0301HLA）

■■ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）
■■auキャリングケース（別売）

• auキャリングケースFブラック（0105FCA）
• auキャリングケースGブラック（0106FCA）
• auキャリングケースHブラック（0107FCA）

memo
• ポータブル充電器02（別売）では、本製品を十分に充電できない可能性があります。
• 周辺機器は、auオンラインショップでご購入いただけます。
http://onlineshop.au.com

■■表示言語
ドイツ語／スペイン語／フランス語／ポルトガル語／ロシア語／英語（米国）
／アラビア語（エジプト）／中国語（簡体）／韓国語／日本語

主な仕様
ディスプレイ

約5.0インチ、約1,677万色、IPS

質量
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

1280 × 720（HD）

■■入力言語（文字入力）
日本語／英語／韓国語

約140g（電池パック含む）

■■電池パック

約72mm × 145mm × 8.0mm（最厚部8.4mm）

CPU

MSM8917（1.4GHz/4）

内部メモリ容量
ストレージ：32GB、RAM：3GB
（ストレージ／ RAM）
連続通話
時間
連続待受
時間※

国内

約910分

海外
（GSM）

約650分

国内

約330時間

海外
（GSM）

約390時間

連続テザリング時間

約470分

テザリング最大接続数 13台（Wi-Fi®テザリング8台、Bluetooth®テザリング4台、
USBテザリング1台）
※ 連続待受時間は、静止待受け状態での測定値です。

memo
• 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電
波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
• 本製品は、背面カバーを完全に装着した状態でI P X2※相当の防滴性能を有してい
ます。
※ IPX2（防滴Ⅱ形）は、15°傾斜したときに鉛直に落下する水滴に対する保護を
規定しています。滴水試験装置で3[ m m / m i n ]の水の滴下を、電話機を15°傾
けて実施します。各方向から2.5分間ずつ、計10分間の散水試験を行います。

■■充電時間
ACアダプタ

約180分（共通ACアダプタ05（別売）使用時）

DCアダプタ

約460分（共通DCアダプタ03（別売）使用時）

■■無線LAN（Wi-Fi®）
通信方式

IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠

使用周波数帯

2.4GHz帯／ 5GHz帯

■■Bluetooth®
通信方式

Bluetooth® 標準規格Ver.4.2

出力

Bluetooth® 標準規格Power Class1

通信距離※1

見通しの良い状態で10m以内

対応プロファイル・
機能※2

使用周波数帯

GATT（Generic Attribute Profile）、SPP（Serial Port Profile）、
aac、apt-X、sbc、SCMS-T※3、Bluetooth SSP、HFP（HandsFree Profile）、A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）、
AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）、HDP（Health
Device Profile）、HID（Human Interface Device Profile）、HSP
（Headset Profile）、OPP（Object Push Profile）、PAN（Personal
Area Networking Profile）、PAN NAP、PAN U、PBAP（Phone
Book Access Profile）※4、MAP（Message Access Profile）、
ScPP（Scan Parameters Profile）、HOGP（HID Over GATT
Profile）※5、DUN（Dial-up Networking Profile）※6

電池種類

リチウムイオン電池

公称電圧

3.85V

公称容量

2,500mAh

携帯電話機の比吸収率（SAR）について
この機種【LG it】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準
および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、こ
れと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計さ
れています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国
際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者
の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電
波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）で
定めており､ 携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機
の頭部におけるSARの最大値は0.820W/kg※2、身体に装着した場合のSARの最
大値は0.541W/kg※2です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じること
もありますが、いずれも許容値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設
計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SARはより小さい
値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は
小さくなります。
この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のア
クセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属
（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の
技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認していま
す。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価する
ために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、
携帯電話使用を原因とするいかなる健康影響も確立されていません。』と表明して
います。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご
参照ください。
http://www.who.int/emf
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページ
をご参照ください。
○総務省のホームページ:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○一般社団法人電波産業会のホームページ:
https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
○auのホームページ:
https://www.au.com/
○LG Electronics Inc.のホームページ:
本製品の「仕様」のページをご確認ください。
https://www.lg.com/jp/mobile-phone
（URLは予告なく変更される場合があります。）
※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されて
います。
※2 この値は同時に使用可能な無線機能を含みます。

2.4GHz帯

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で
定められています。
※3 SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ出力対
応アプリの音を聴くことができます。
※4 電話帳データの内容によっては、相手側の機器で正しく表示されない場合があります。
※5 Bluetooth®標準規格Ver.4.2に対応したプロファイルとなります。
※6 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。 ご利用にあたっては、
auホームページをご参照ください。

■■アウトカメラ
撮影素子

CMOS

有効画素数

約1300万画素

■■インカメラ
撮影素子

CMOS

有効画像数

約500万画素

■■本体内の容量
保存可能容量

約20GB
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Declaration of Conformity

Important Safety Information

The product "LG it" is declared to conform with the essential
requirements of European Union Directive 2014/53/EU Radio Equipment
Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.
This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to
radio waves.
Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured
not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF)
energy, which SAR* value, when tested for compliance against the
standard was 0.665 W/kg at the ear, and 1.100 W/kg when worn on
the body. To comply with the RF Exposure limits a distance of greater
than 0.5 cm must be maintained from the user's body.
While there may be differences between the SAR* levels of various
phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements
for RF exposure.
*
**

***

The exposure standard for mobile phones employs a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/
kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended
by The Council of the European Union. The limit incorporates a
substantial margin of safety to give additional protection for the
public and to account for any variations in measurements.
Tests for SAR have been conducted using standard operating
positions with the phone transmitting at its highest certified power
level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined
at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone
while operating can be well below the maximum value.
This is because the phone is designed to operate at multiple power
levels so as to use only the power required to reach the network. In
general, the closer you are to a base station antenna, the lower the
power output.

European Union Directives Conformance
Statement

Hereby, LG Electronics declares that this LGV36 product is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of
Conformity can be found at https://www.lg.com/global/support/cedoc/
cedoc
■■5GHz Wi-Fi® Device
The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.
AT

BE

CH CY

CZ

DE

DK

EE

EL

HR

HU IE

BG

IS

IT

LI

LT

LU

LV

MT NL

NO PL

PT

RO

SI

SK

UK

AL

ME RS

MK TR

BA

SE

ES

■■Tx Output power
Supported Bands
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Tx Output power

GSM 900

32.5 dBm

GSM 1800

29.5 dBm

WCDMA B1

23.0 dBm

LTE B1

24.0 dBm

LTE B3

23.5 dBm

BT 2.4GHz

9.5 dBm

WLAN 2.4GHz

14.5 dBm

WLAN 5GHz

11.5 dBm
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AIRCRAFT
Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever
you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight
mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be
used on board.
DRIVING
Full attention should be given to driving at all times and local laws and
regulations restricting the use of wireless devices while driving must
be observed.
HOSPITALS
Mobile phones should be switched off wherever you are requested
to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests
are designed to prevent possible interference with sensitive medical
equipment.
PETROL STATIONS
Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices
or other radio equipment in locations with flammable material and
chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed
to do so by authorized staff.
INTERFERENCE
Care must be taken when using the phone in close proximity to
personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.
Pacemakers
Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of
15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to
avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use
the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in
a breast pocket.
Hearing Aids
Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In
the event of such interference, you may want to consult your hearing
aid manufacturer to discuss alternatives.
NOTE :

Excessive sound pressure from earphones and headphones
can cause hearing loss.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high
volume levels for long periods.

FR
XK

For other Medical Devices:
Please consult your physician and the device manufacturer to
determine if operation of your phone may interfere with the operation of
your medical device.
CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT
TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

FCC Notice
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to
which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and
for additional suggestions.
Warning
The user is cautioned that changes or modifications not expressly
approved by the manufacturer could void the user's authority to
operate the equipment.

FCC RF Exposure Information
This model phone is a radio transmitter and receiver.
It is designed and manufactured not to exceed the emission limits
for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal
Communications Commission of the U.S. Government.
The guidelines are based on standards that were developed by
independent scientific organizations through periodic and thorough
evaluation of scientific studies. The standards include a substantial
safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless
of age and health.
The exposure standard for wireless handsets employs a unit of
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR
limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions
and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the
FCC for each model.
The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is
0.91 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide,
is 0.77 W/kg.

輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」および
その関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export
Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および
付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必
要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米
国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について
商標について
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
• microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD3C, LLCの商標です。
• Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有
する登録商標であり、LG Electronics Inc.は、これら商標を使用す
る許可を受けています。
• Wi-Fi®、Wi-Fi Direct®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
• Google、Googleロゴ、Android、Androidロゴ、Google Play、Google Playロゴ、
Playムービー、Gmail、Googleマップ、GoogleマップナビはGoogle LLCの商標ま
たは登録商標です。
• 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。
iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2018 All Rights Reserved.
• FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
• InstagramおよびInstagramロゴはInstagram, LLCの商標または登録商標です。
• Microsoft®、Windows®、Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米
国およびその他の国における商標または登録商標です。
• 本書では各OS（日本語版）を以下のように略して表記しています。
-- Windows 10は、Microsoft® Windows® 10（Pro、Home、Enterprise、
Education）の略です。
-- Windows 8.1は、Microsoft® Windows® 8.1（ Pro、Enterprise）の略です。
-- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、Home
Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。
• Twitter、Twitterロゴは、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。
• その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標で
す。

本製品は patentlist.hevcadvance.comに登録された一つ以上の特許請求事項によって実施されます。

Body-worn Operation
This phone was tested for typical body-worn operations with the back
of the phone kept at a distance of 1 cm from the body. To maintain
compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that
maintain a 1 cm separation distance between your body and the back
of the phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories
should not contain metallic components.
The use of accessories that do not satisfy these requirements may
not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model
handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance
with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model
handset is on file with the FCC and can be found under the Display
Grant section of https://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on
FCC ID ZNFLET.
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be
found on the Cellular Telecommunications & Internet Association
(CTIA) website at https://www.ctia.org/ .
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OpenSSL License
【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS''
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights
reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

オープンソースソフトウェア通知情報
本製品に実装されているGPL、LGPL、MPL及び、その他のオープンソースラ
イセンスで開発されたソースコードの入手はhttp://opensource.lge.com/ の
WEBサイトをご覧ください。ソースコードと共に、該当するすべてのライセンス
の内容、保証免責の内容および著作権表示をダウンロードすることができます。
また、弊社はお客様のご負担（メディア代、送料や手数料など）にてCD-ROMでオー
プンソースコードを提供しています。 Eメールにて次のアドレスへCD-ROMをお
申し込みください：opensource@lge.com
このお申し込みは、LGエレクトロニクスにて本製品を販売後3年にかぎり有効と
なっておりますのでご注意ください。
本サービスは、本情報を受け取られた方どなたでもご利用いただけます。

その他
本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、
リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それ
に関与してはいけません。
本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされ
ており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においての
み使用することが認められています。
• MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生
する場合
• MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生す
る場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国
法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
• 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業
的な使用のために（i）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載します）
を符号化するライセンス、および／または（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商業的
活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビ
デオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手
したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他の
使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳し
い情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。http://www.
mpegla.com をご参照ください。
• 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商
業的な使用のために（i）VC-1規格準拠のビデオ（以下「VC-1ビデオ」と記載します）
を符号化するライセンス、および／または（ii）VC-1ビデオ（個人的で、且つ商業的
活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および／またはVC-1
ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入
手したVC-1ビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾されております。その他
の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳
しい情報については、MPEG LA, LLCから入手できる可能性があります。
http://www.mpegla.com をご参照ください。
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au のお客さまサポート
料金・操作・設定などのご確認や各種お手続きができます。
スマートフォンをご利用ならアプリが便利です。
My au

パソコン・スマートフォン

3G ケータイ

WEB 版

https://www.au.com/support/

EZ ボタン＞トップメニューまたは
auポータルトップ＞My au

アプリ版

au Market もしくは App Store から
「My au」で検索

ー

お客さまセンター（年中無休 / 通話料無料）

au 携帯電話(スマホ/ケータイ)

au 携帯電話以外 /一般電話

総合案内（ 受付 9:00〜20:00 ）

局番なし

157

0077-7-111

盗難・紛失（ 24 時間受付 ）

局番なし

113

0077-7-113

左記番号がつながらない場合

0120-977-033
[ 沖縄の方は ]

0120-977-699
0120-925-314

Pressing “zero” will connect you to an operator, after calling “157” on your au cellphone.
※ ご契約内容の変更や照会の場合には、ご利用の「au 携帯電話番号」と「暗証番号」が必要です。
※ 音声応答メニューのご利用料金照会、回線停止、再開手続きは 24 時間ご利用いただけます（メンテナンス時を除く）。

故障紛失サポートセンター ( 年中無休 / 通話料無料 )

au 携帯電話(スマートフォン/ケータイ) / 一般電話

盗難・紛失・故障（ 受付 9:00〜20:00 ）

0120-925-919

※ 上記の電話番号がつながらない場合があります。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用する

ためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、
ブランド・メーカーを問わず
イクルを行っています。

マークのあるお店で回収し、リサ

濡れた状態での充電は、

衝撃や過度な外圧を加えると、電池

大変危険です。

の原因となり大変危険です。

異常な発熱・焼損などの原因となり

MBM66836101（1.0）2018年10月第1版

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社

の破損・変形等により発煙・発火等

輸入元：LG Electronics Japan株式会社

製造元：LG Electronics Inc.

