ごあいさつ

HWV31

同梱品一覧

このたびは、HUAWEI nova 2 HWV31（以下、
「HWV31」、「本製品」もしくは「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。
ご使用の前に本製品に付属する『設定ガイド』
『ご利用
にあたっての注意事項』
『取扱説明書』
（本書）または
auホームページより『取扱説明書 詳細版』をお読み
いただき、正しくお使いください。お読みになった後
は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してく
ださい。

取扱説明書について

ご使用いただく前に、次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
●HUAWEI Quick Charger
●イヤホンマイク（試供品）
●クリアケース（試供品）
●SIM取り出しピン（試供品）
●設定ガイド
●ご利用にあたっての注意事項
●取扱説明書（本書）
以下のものは同梱されていません。
●microSDメモリカード

取扱説明書

■■ご利用にあたっての注意事項
本製品をご利用になる前にお読みのうえ、正しくご使
用ください。

■『取扱説明書
■
詳細版』
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/

◎◎電池は本製品に内蔵されています。
◎◎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。

■■取扱説明書アプリケーション
本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる
『取扱説明書アプリケーション』を利用できます。ま
た、機能によっては説明画面からその機能を起動する
ことができます。
• 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従って
アプリケーションをダウンロードして、インストー
ルする必要があります。
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■■For Those Requiring an English
Instruction Manual■
英語版の『取扱説明書』が必要な方へ
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各部の名称と機能

◎◎本書では本体カラー「オーロラブルー」の表示
を例に説明しています。

a

◎◎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。

《上面》
b

l

d
e

c

◎◎本書では「microSD™メモリカード（市販品）」、
「microSDHC™メモリカード（市販品）」およ
び「microSDXC™メモリカード（市販品）」の
名称を、「m i c r o S Dメモリカード」もしくは
「microSD」と省略しています。

j

o
p

m
n

r

k
f

◎◎本書の表記の金額は特に記載のある場合を除き
全て税抜です。

a マイク
b 照度センサー／近接センサー
c フロントカメラ
d 受話口
e ステータスインジケータ
f ディスプレイ（タッチパネル）
g ヘッドセットジャック
h 外部接続端子
i スピーカー
j 音量ボタン
k 電源ボタン
l ダブルレンズカメラ
®
®
※
m 内蔵GPS ／ Wi-Fi ／ Bluetooth アンテナ
n 指紋スキャナー
o フラッシュ／フォトライト
※
p 内蔵サブアンテナ
※
q 内蔵メインアンテナ
r au ICカード／ microSDメモリカードトレイ
※ 内蔵アンテナ部を手でおおったり、シールなどを貼ら
ないでください。通話／通信品質に影響を及ぼす場合
があります。

◎◎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。

memo

q
《前面》

《右側面》

《背面》

《左側面》

◎◎本製品の電池は内蔵されており、お客様による
取り外しはできません。強制的に電源を切る場
合は、「強制的に電源を切り再起動する」（▶P.
23）をご参照ください。
保護フィルムについて

ga h

◎◎ディスプレイの表面には保護フィルムが貼られ
ています。
まれに保護フィルム自体の傷・気泡・剥がれな
どが見られることがありますが、本製品本体の
品質には問題ございません。保護フィルム自体
の不良については保証の対象外となります。
市販の保護フィルムなどをご使用される場合は、
本保護フィルムは剥がしてください。

i

《底面》
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b トレイをまっすぐに引き出し、本体からトレイ
を取り外す

d トレイをしっかりと押し、本体とすき間がない
ことを確認
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au ICカードを取り外す

a SIM取り出しピン（試供品）の先端をau ICカー
ド／ microSDメモリカードトレイの穴に差し
込み、ゆっくりと押し込む
トレイが押し出されます。

b トレイをまっすぐに引き出し、本体からトレイ
を取り外す
c au ICカードを取り出し、トレイを本体に差し
込んで奥までまっすぐ押し込む
c au ICカードのIC（金属）部分を下にしてトレ
イにはめ込み、トレイごと本体に差し込んで奥
までまっすぐ押し込む

• 切り欠きの方向にご注意ください。
• a u I Cカードがトレイから浮かないように、はめ込
んでください。

microSDメモリカードを取り付
ける／取り外す
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
を切ってから行います。

a SIM取り出しピン（試供品）の先端をau ICカー
ド／ microSDメモリカードトレイの穴に差し
込み、ゆっくりと押し込む

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。
• 本製品はau Nano 《au Nano IC Card 04》
IC Card 04に対応
（裏面） （表面）
しております。

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。
-- a u I CカードのI C（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。

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。
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■■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、ステータスバーには が
表示されます。

au ICカードを取り付ける／取り
外す

• 電話をかける※／受ける
• SMSの送受信
• auメールの初期設定および送受信
• 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。

◎◎au ICカードの取り付け／取り外しには、付属の
SIM取り出しピン（試供品）が必要です。

- 11 -
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お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されてい
ません。初めてお使いになるときや電池残量が少な
くなったときは、充電してからお使いください。

本製品に付属のHUAWEI Quick Chargerを接続して
充電する方法を説明します。

充電する

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、
破損したりするおそれがあります。

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
を切ってから行います。

トレイが押し出されます。

c microSDメモリカードを取り出し、トレイを
本体に差し込んで奥までまっすぐ押し込む

付属のACアダプタを使って充電する

memo
◎◎充電中、本製品と内蔵電池が温かくなることがあ
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、内蔵電池の温度
が高くなります）。

a 付属のUSBケーブルのUSB Type-Cプラグを
本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む
外部接続端子

◎◎カメラ機能などを使用しながら充電した場合、
充電時間は長くなる場合があります。

USB Type-Cプラグ

◎◎指定の充電用機器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、内蔵電
池の寿命が短くなります。

b USBケーブルのUSBプラグをHUAWEI
Quick ChargerのUSBポートに差し込み、
HUAWEI Quick Chargerの電源プラグを
AC100Vコンセントに差し込む

画面上部のステータスバーに が表示され、充電が
開始されます。充電が完了するとステータスバー
に「100%」が表示されます。

memo
◎◎m i c r o S Dメモリカードの端子部には触れないで
ください。

d トレイをしっかりと押し、本体とすき間がない
ことを確認

トレイが押し出されます。

※ 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、G S M
／ UMTS ／ LTEローミング中で電波の強さが「圏外」
以外の場合は、発信可能です（緊急通報番号は国によっ
て異なるため、発信してもつながらない場合もありま
す）。

d トレイをしっかりと押し、本体とすき間がない
ことを確認

IC部分

a SIM取り出しピン（試供品）の先端をau ICカー
ド／ microSDメモリカードトレイの穴に差し
込み、矢印の方向にゆっくりと押し込む

◎◎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。故障の原因となります。

b トレイをまっすぐに引き出し、本体からトレイ
を取り外す

トレイ

au ICカードの取り付けは、本製品の電源を切ってか
ら行ってください。

◎◎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。

c microSDメモリカードの端子（金属）面を下
にしてトレイにはめ込み、トレイごと本体に差
し込んで奥までまっすぐ押し込む

切り欠き

au ICカードを取り付ける

◎◎a u I Cカードを正しく取り付けていない場合や
a u I C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。

b トレイをまっすぐに引き出し、本体からトレイ
を取り外す

• m i c r o S Dメモリカードがトレイから浮かないよう
に、はめ込んでください。

意味

• PINコード設定

a SIM取り出しピン（試供品）の先端をau ICカー
ド／ microSDメモリカードトレイの穴に差し
込み、ゆっくりと押し込む

トレイが押し出されます。

表記

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

-4-

- 10 -

au ICカードの取り外しは、本製品の電源を切ってか
ら行ってください。

■■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
の一部のア
イコン類な
どは、省略
されていま
す。

■■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。

『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/

memo

音量ボタン 電源ボタン

主な機能の主な操作のみ説明しています。

You can download the English version of the
"Basic Manual" from the au website (available
from approximately one month after the product
is released).
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■■掲載されているボタン表示について
本書では、ボタンの図を次のように表記しています。

■『取扱説明書』
■
（本書）／『設定ガイド』

ホーム画面→［ツール］→［取扱説明書］

memo

本書の表記方法について

c 充電が終わったら本製品の外部接続端子から
USBケーブルのUSB Type-Cプラグをまっす
ぐに引き抜く

◎◎長時間お使いになった後、取り外したm i c r o S D
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。

d HUAWEI Quick Chargerの電源プラグをコ
ンセントから抜く

d トレイをしっかりと押し、本体とすき間がない
ことを確認

- 14 -
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お問い合わせ先番号
お客さまセンター
9:00～20:00（年中無休）

一般電話からは

0077-7-111

au電話からは
局番なしの

157番

Pressing“zero”will connect you to an operator, after
calling“157”on your au cellphone.
上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。
（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域）
0120-977-699（沖縄）

- 17 -

パソコンを使って充電する

memo
が表示されない場合

総合・料金・操作方法について（通話料無料）
受付時間
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◎◎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。
USBケーブルのUSB Type-Cプラグが確実に接
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。

a 付属のUSBケーブルのUSB Type-Cプラグを
本製品の外部接続端子にまっすぐに差し込む
b USBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSB
ポートにまっすぐに差し込む
外部接続端子

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）

受付時間

24時間（年中無休）

一般電話からは

0077-7-113

b

au電話からは
局番なしの

113番

上記の番号がご利用になれない場合、
下記の番号にお電話ください。
（無料）

パソコンのUSBポート

0120-925-314

USBケーブル

memo

故障紛失サポートセンター

◎◎本製品の電源を入れたままでも充電できますが、
充電時間は長くなります。

紛 失・盗 難・故 障 について（通話料無料）
受付時間

a

9:00～20:00（年中無休）

一般電話／au電話から

◎◎HUAWEI Quick Chargerでの充電と比べて、時
間が長くかかる場合があります。

0120-925-919

◎◎パソコン上に「新しいハードウェアの検出ウィ
ザード」画面が表示された場合は、
「キャンセル」
を選択してください。
濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。

電源を入れる／切る
電源を入れる
a 電源ボタン（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。

• 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。

電源を切る
a 電源ボタン（2秒以上長押し）
b［電源を切る］→［タップして電源をOFF］
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ロック画面について
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、通知情報を確認したり、
カメラのショートカットを利用できます。
a ステータスバー
a
b 通知情報
不在着信などの新着
情報が表示されます。
c 歩数計
b
d 日付と時刻
e カメラのショート
カット
上にスワイプすると
カメラが起動します。

■■強制的に電源を切り再起動する

c

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりし
た場合に、強制的に本製品の電源を切り再起動するこ
とができます。

e

d

a 電源ボタンを10秒以上長押し

ロック画面を解除する
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指紋認証機能を利用する
• 本機能は指紋画像の特徴情報を認証に利用するも
のです。指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、
指紋認証機能を利用できないことがあります。

a ロック画面で上端／
下端以外の場所をス
ワイプする

• 認証性能（正しく指を触れた際に指紋が認証され
る性能）はお客様の使用状況により異なります。
指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難
になったり、認証性能が低下したりすることがあ
ります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指
を変えるなど、お客様の指の状態に合わせて対処
することで、認証性能が改善されることがありま
す。

ロックが解除され、ホー
ム画面またはスリープ
モードに移行する前の
画面が表示されます。

• 画面の上端／下端をス
ワイプすると、通知パ
ネルやカメラ、マガジ
ンロック画面が起動し
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。
• 画面の下端を上にス
ワイプするとマガジ
ンロック画面が表示さ
れ、各アプリ／機能へ
のショートカットを利
用できます。

-- お風呂上がりなどで指がふやけている
-- 指が濡れていたり、汗をかいたりしている
-- 指紋の間が埋まっていたり、泥や油などで汚れ
ている
-- 手が荒れたり、指に損傷（切傷やただれなど）
を負ったりしている
-- 手が極端に乾燥している、乾燥肌である
-- 磨耗して指紋が薄い
-- 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に
異なる

memo
◎◎強制的に電源を切り再起動すると、保存されて
いないデータは消失します。本製品が操作でき
なくなったとき以外は行わないでください。

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
マークのあるお店で回収し、
リサイクルを
行っています。

2018年1月 第1.1版
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《マガジンロック画面》

• 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証する
ものではありません。当社では本端末を使用され
たこと、または使用できなかったことによって生
じるいかなる損害に関しても、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。

発売元：KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：華為技術日本（株）
製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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■■指紋スキャナー利用時のご注意

タッチパネルの使いかた

指紋を登録する

• 次のような場合は、故障および破損の原因となる
ことがあります。
-- ぶつけたり、強い衝撃を与えたりする

a ホーム画面→［基本フォルダ］→［設定］→［指
紋ID］→［指紋管理］

• あらかじめ画面ロックを設定している場合は、表示
されたロック解除画面でロックを解除します。
• 画面ロックを設定していない場合は、予備のロッ
ク解除方法としてP I Nまたはパスワードを登録しま
す。画面の指示に従って操作してください。

-- ひっかいたり、先の尖ったものでつついたりす
る
-- 爪やストラップの金具など硬いものを押し付け、
指紋スキャナー表面にキズが入る
-- 泥などで指紋スキャナー表面が汚れる
-- シールを貼ったり、インクなどで塗りつぶした
りする
• ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分の付着や
結露があると、指紋の読み取りが困難になったり、
認証性能が低下したりすることがあります。指紋
スキャナー表面は時々清掃してください。
• 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指
紋スキャナー表面を清掃してください。現象が改
善されることがあります。

b［新しい指紋］→指紋スキャナーに指の腹を押
し付ける

振動を感じたら一度指を離し、画面の指示に従っ
て指の別の場所を押しつけてください。以降、「登
録に成功しました」のメッセージが表示されるま
で繰り返し行います。

c［OK］
d 指紋管理画面で指紋認証を利用する機能を選択

画面ロックの解除に利用する場合は［ロック解除
画面］をオンに設定します。
memo

◎◎登録した指紋の確認や追加登録／削除、名前の
変更、指紋認証を利用する機能の変更などを行
うには、ホーム画面→［基本フォルダ］→［設定］
→［指紋I D］→［指紋管理］と操作して、目的
の操作を行ってください。

指紋認証を行う

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。

■■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。

■■ロングタッチ
項目などに指を触れた状態を保ちます。

■■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。

■■フリック
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。

■■ズームイン／ズームアウト
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ズームア
ウト）、閉じたり（ズームイン）します。

■■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。

ホーム画面の見かた

ホーム画面を利用する

お買い上げ時のホーム画面には、スマートフォンで
よく使うアプリがワンタッチで利用できる「Huawei
ホーム」が設定されています。ホーム画面は切り替え
ることもできます。

■■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。

a
a ステータスバー
b クイック検索ボッ b
ク ス（ ウ ィ ジ ェ ッ
ト）
c
c 時 計・ 天 気（ ウ ィ
ジェット）
d アプリ／フォルダ
e インジケータ
f ドックバー
g ナビゲーション d
キー
e
戻るボタン
f
1つ前の画面に戻
g
ります。
ホームボタン
ホーム画面を表示
します。
タスクボタン
起動中のアプリケーションを一覧表示します。
※ ホーム画面→［基本フォルダ］→［設定］→［ナ
ビゲーションキー］と操作すると、ボタンの種類
や配置を変更できます。

■■主なステータスアイコン

本製品の状態を知る

アイコン

アイコンの見かた
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、通知の内容を確認できます
（uP.34）。
ステータスバー

■■アプリを起動する

※ 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。

■■主な通知アイコン

ホーム画面でアプリのアイコンをタップすると、アプ
リが起動します。

アイコン

• 起動したいアプリのアイコンがフォルダ内にある
場合は、フォルダをタップしてからアプリのアイ
コンをタップします。
memo

／

概要
時刻
電池レベル状態
機内モード
電波の強さ（受信電界）
4G（LTE ／ WiMAX 2+）※データ通信
状態
VoLTE利用可能
バイブレートのみ設定中／サイレント設
定中
Wi-Fi®の電波の強さ

概要
不在着信あり
新着メールあり（auメール）
新着メールあり（Gmail）
新着SMSあり
着信中

◎◎アプリ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。

a 画面消灯中／ロック画面表示中／指紋認証画面
表示中に、指紋スキャナーに指の腹で触れる
画面ロックが解除されます。
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通知パネルについて

ステータスインジケータについて

通知アイコンが表示されたときは、通知パネルを開く
と通知の概要を確認できます。また、ショートカット
をタップすると、よく使う機能のオン／オフがすぐに
設定できます。

a ステータスバーを下方向にスライド
日付と時刻
ショートカット
画面の明るさ
通知情報
通知パネル編集
設定
ショートカットエ
リア拡大／縮小
ショートカットが
表示されるエリア
を拡大／縮小しま
す。
h 消去
通知情報と通知ア
イコンの表示を消
去します。
a
b
c
d
e
f
g
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e
f
g

a
b
c

d

ステータスインジケータの点灯／点滅により、充電を促
したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信な
どをお知らせしたりします。
ステータスインジ
通知内容
ケータの色と動作
赤の点灯
充電中（電池残量10％未満）で
あることを示します。
オレンジ色の点灯 充電中（電池残量10％～ 90％
未満）であることを示します。
緑の点灯
充電中（電池残量90％以上）ま
たは満充電状態であることを示
します。
緑の点滅（スリー 不在着信／通知メッセージなど
プモード中）
があることを示します。

自分の電話番号を確認する
h

a ホーム画面→［基本フォルダ］→［設定］→［端
末情報］→［端末の状態］
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マナーモードを設定する
マナーモードで、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 通知パネルを開く→［サウンド］／［バイブ］
／［サイレント］

機内モードを設定する
機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、デー
タ通信、無線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）
がすべてオフになります。

a ホーム画面→［基本フォルダ］→［設定］→［機
内モード］

文字を入力する
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。

電話番号欄に電話番号が表示されます。
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カメラを利用する

ソフトウェアキーボードを切り替える
a 文字入力画面→［

］をロングタッチ

■■カメラを利用する前に

b［キーボードタイプ切替］→キーボードのタイ
プを選択

• テンキーボードでは、キーを繰り返しタップするか、
上下左右にフリックすることで、入力したい文字を
入力できます。
• Q W E R T Yキーボードまたは50音キーボードでは、
入力したい文字の文字入力キーをタップします。
QWERTYキーボードの「ひらがな漢字」の場合は、
ローマ字入力になります。

memo
◎◎入力モードを切り替えるには、文字入力画面→
［ ］をロングタッチ→［入力モード切替］と
操作して入力モードを選択します。

• 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。

◎◎キー操作時の操作音やバイブレータなどを設定
するには、文字入力画面→［ ］をロングタッ
チ→［各種設定］→［キー操作］と操作します。

• マナーモード設定中でも静止画撮影のフォーカス
ロック音やシャッター音、動画撮影の開始音、終
了音は鳴ります。

◎◎ をタップすると、入力する文字種を切り替え
ます。
◎◎ をタップすると、選択した文字やカーソルの
左の文字を削除します。

memo
◎◎電話のかけかた／受けかたについて詳しくは、
同梱の『設定ガイド』をご参照ください。
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◎◎ をタップすると絵文字、記号、顔文字が入力
できます。
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撮影画面の見かた
a ホーム画面→［

memo

］

撮影画面が表示されます。
f a
g

a

f
g

h b

b

◎◎撮影画面を右にフリックするとモード切替画面が
表示され、撮影モードを設定できます。また撮影
画面を左にフリックすると設定画面が表示され、
解像度や位置情報の利用などを設定できます。
◎◎ポートレートモードをオンにすると、解像度が
固定され、変更することができません。解像度
を変更する場合は、ポートレートモードをオフ
にして変更してください。
◎◎画面消灯中／画面ロック表示中に、音量ボタン
（下）をすばやく2回押すと、ウルトラスナップ
ショットが起動し、静止画が撮影されます。

c
d
e

j
i d
e
《静止画撮影画面》

i
《動画撮影画面》

a フラッシュ／フォトライト
b オートフォーカス枠
画面をロングタッチすると、フォーカス（外側）と露
出の計量点（内側）が表示され、それぞれお好みの位
置にドラッグして調整できます。
c シャッターボタン
d 前回撮影した画像のサムネイル
e インジケータ
f カメラ切り替え
g ポートレートモードのオン／オフ切り替え
h ズーム
i 静止画／動画切り替え
j 動画の撮影開始／停止ボタン

ソフトウェアを更新する
ご利用上の注意
• 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。

• 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。
• 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。
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• 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。
• 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。

こんなときは
充電ができない

• 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。

ソフトウェアをダウンロードして更新する
a ホーム画面→［基本フォルダ］→［設定］→［シ
ステム更新］
b［更新の確認］

操作できない／画面
が動かない／電源が
切れない
電源が勝手に切れる
電源起動時のロゴ表
示中に電源が切れる
「 」（圏外）が表示
される

新しいソフトウェアがあるか確認します。
以降は、画面の指示に従って操作してください。

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「故障受付」アプリにて「トラブル診断」を
行ってください。
ホーム画面→［a u］→［故障紛失サポート］→［ト
ラブル診断］
こんなときは
電源が入らない

ご確認ください
内蔵電池は充電されています
か？
電源ボタンを長く押していま
すか？

ボタン／タッチパネ
ルの操作ができない
タッチパネルで意図
した通りに操作でき
ない
「

」が表示される

充電してくださいな
どと表示された

指定の充電用機器は正しく接
続されていますか？
本製品の温度が高温または低
温になっていませんか？ 温度
によって充電を停止する場合
があります。
指定の周辺機器（アダプタな
ど）で充電をしていますか？
電源ボタンを10秒以上長押し
すると強制的に電源を切り再
起動することができます。
内蔵電池は十分に充電されて
いますか？
内蔵電池は十分に充電されて
いますか？
サービスエリア外か、電波の
弱いところにいませんか？
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？
電源は入っていますか？
電源を切り、もう一度電源を
入れ直してください。
タッチパネルの正しい操作方
法をご確認ください。
電源を切り、もう一度電源を
入れ直してください。
au ICカードが挿入されていま
すか？
電池残量がほとんどありませ
ん。
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「交換用携帯電話機お届けサービス」
（会員）ご負担金
1回目
5,000円／長期
ご利用特典※1
3,000円
「WEB割引」※2 4,000円／長期
／「代用機なし ご利用特典※1
割引」※3の両方 2,000円
を適用
「代用機なし割 4,500円／長期
引」※3のみを適 ご利用特典※1
2,500円
用

ご確認ください

2回目
8,000円／長期
ご利用特典※1
6,000円
7,000円／長期
ご利用特典※1
5,000円
7,500円／長期
ご利用特典※1
5,500円

※金額はすべて税抜
※1 3年目（25カ月）以上ご利用中のお客様、またはそ
のお客様が属する家族割内すべての回線が対象です。
データ通信端末、タブレットをご利用中のお客様は、
セット割（WINシングルセット割、またはスマホセッ
ト割）に加入しており、セット割の対象回線のご契
約が3年目以上の場合が対象です。
※2 W E B割引：a uホームページから「交換用携帯電話
機お届けサービス」を申し込む場合、サービス利用
ご負担金から500円を割引します。
「W E B 割引」の場合は代用機の貸出はできませんの
で、自動的に「代用機なし割引」があわせて適用さ
れます。
※3 代用機なし割引：
「交換用携帯電話機お届けサービス」
のご利用に際し、代用機を利用しない場合は、サー
ビス利用ご負担金から500円を割引します。
詳細はauホームページでご確認ください。

こんなときは

ご確認ください

電話がかけられない 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？）
電話がかかってこな 電波は十分に届いています
い
か？
サービスエリア外にいません
か？
着信転送サービスが設定され
ていませんか？
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 通話音量が最小に設定されて
えない
いませんか？
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。
上記の各項目を確認しても症状が改善されないとき
は、以下のauホームページの「トラブル診断」で症状
をご確認ください。
https://www.au.com/trouble-check/

アフターサービスについて
■■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
保証期間外

当社無償修理規定に基づき修理いたし
ます。
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。
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◎◎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。

■■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。）

■■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（月額380円、税抜）。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。本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。

memo

◎◎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。
◎◎本体内蔵の電池は、電池の材質上または製造上
の瑕疵により生じる事象を除き無償修理保証の
対象外です。
◎◎USBケーブル、クリアケース、イヤホンマイク、
SIM取り出しピンは無償修理保証の対象外です。
■■補修用性能部品について
当社はこのHWV31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。
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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。

SIMロック解除

memo
交換用携帯電話機お届けサービス

◎◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただ
くことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同
一機種・同一色※）をお届けします。故障した今
までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお
手元に届いてから14日以内にご返却ください。

※ 同一機種・同一色の提供が困難な場合、別途当社
が指定する機種・色の交換用携帯電話機をご提供
します。

◎◎本サービスをご利用された日を起算日として、
1年間に2回までご利用可能です。本サービス申
し込み時において過去1年以内に本サービスの
ご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合
は2回目となります。
※ 詳細はauホームページでご確認ください。

◎◎盗難、紛失など、本サービスのご利用と同時に
au ICカードの再発行を伴う場合は、別途au IC
カード再発行手数料1,900円が必要です。

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ロック解除の操作は、ホーム画面→［基本フォ
ルダ］→［設定］→［端末情報］→［端末の状態］
→［SIMロックの状態］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/
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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。

■■auアフターサービスの内容について
故障紛失サポート
会員
非会員
交換用携帯 自然 1年目
無料
補償なし
電話機お届 故障 2年目 「交換用携帯電
けサービス
以降
話機お届けサー
（会員）
部分破損、水 ビス」
濡れ、全損、 ご負担金の表を
参照
盗難、紛失
サービス内容

預かり修理 自然 1年目
故障 2年目
以降
部分破損

無料
無料
無料
実費負担
（3年間保証）
お客様負担額
上限5,000円
水濡れ、全損 お客様負担額
10,000円
盗難、紛失
補償なし
補償なし
（機種変
更対応）

◎◎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。

※金額はすべて税抜

◎◎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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周辺機器のご紹介
■■TypeC共通ACアダプタ01（0601PQA）（別売）
■
TypeC共通ACアダプタ02（0602PQA）
（別売）
■■共通ACアダプタ05（0501PWA）
（別売）※
■■MicroB-TypeC変換アダプタ（0601PHA）
（別売）
■■auキャリングケースGブラック（0106FCA）
（別売）

※ ご利用にはMicroB-TypeC変換アダプタ（別売）が必
要です。

memo
◎◎周辺機器は、a uオンラインショップでご購入い
ただけます。
http://onlineshop.au.com

預かり修理

◎◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・
塗装など）による損害や故障の場合は補償の対
象となりません。

■

ディスプレイ

約5.0インチ、約1,677
万色、IPS液晶
1920×1080（FHD）
質量
約143g（内蔵電池含む）
サイズ（幅×高さ×厚さ） 約69mm × 142mm ×
6.9mm
（最厚部 約7.6mm）
内部メモリ容量
ストレージ：64GB
（ストレージ／ RAM）
RAM：4GB
連続通話時間
国内
約1080分
海外
約850分
（GSM)
※1
国内
約390時間
連続待受時間
海外
約280時間
（GSM)
連続テザリング時間※2
約530分（WAN側 LTE/
WiMAX2+）
Wi-Fiテザリング最大接 8台
続数
充電時間
約100分（HUAWEI
Quick Charger使用時）
※1 連続待受時間は、静止状態での待受けです。待受状
態でのプロトコル通信動作を考慮しています。
※2 連続テザリング時間は、WAN側LTEとWi-Fi子機は
1台での測定です。Wi-Fiは、802.11nです。
（下りTCP 1.2Mbpsのデータ転送相当で測定）

◎◎外装ケースの汚れや傷、塗装のはがれなどによ
るケース交換は割引の対象となりません。

■■無線LAN（Wi-Fi®）
通信方式
使用周波数帯

※ パソコン、スマートフォンからのみ受付可能
https://www.au.com/support/service/mobile/
trouble/repair/application/
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IEEE802.11b/g/n準拠
2.4GHz帯
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■■Bluetooth

■■アウトカメラ

通信方式

撮影素子
有効画素数

®

主な仕様

■■HUAWEI Quick Charger（59200JHQ）

オンライン交換受付（24時間受付）
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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。
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※ 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。
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適用条件
通常
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Bluetooth® 標準規格Ver.4.2
BLE
出力
Bluetooth® 標準規格Power
Class1
見通しの良い状態で10m以内
通信距離※1
対応プロファイル・ GATT、A2DP（Advanced
Audio Distribution Profile）
、
機能※2
AVRCP（Audio/Video
Remote Control Profile）
、
HFP（Hands-Free Profile）
、
HID（Human Interface
Device Profile）
、HSP
（Headset Profile）
、OPP
（Object Push Profile）
、
PAN（Personal Area
Networking Profile）
、PBAP
（Phone Book Access
Profile）※3、apt-X、MAP
（Message Access Profile）
使用周波数帯
2.4GHz帯

CMOS
約1200万画素（ポートレー
トモード無効時）
約800万画素（ポートレート
モード有効時）

■■インカメラ
撮影素子
有効画素数

CMOS
約2000万画素

※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 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。

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。
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■お詫びと訂正■
このたびは、
「HUAWEI nova 2」
をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
『取扱説明書』の記載内容に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

● 30ページ：
『ホーム画面の見かた』
誤：
正：

お買い上げ時のホーム画面には、スマートフォンでよく使うアプリがワンタッチで利用できる「auベーシックホーム」が設定されています。
お買い上げ時のホーム画面には、スマートフォンでよく使うアプリがワンタッチで利用できる「Huaweiホーム」が設定されています。

