はじめにお読みください

このたびは、
「GRATINA
（グラティーナ）
（
」以下、
「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。
本書では、本製品をお使いになるための設定とご利用上
の注意点を記載しております。基本的な機能の説明につ
いては、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

設定ガイド

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録
商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®は省略
している場合があります。
本書で記載されているイラスト・画面は、実際の製品・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。
本書では「au Nano IC Card 04 LE」
の名称を「au IC
カード」と表記しています。
本書では「microSD™メモリカード(市販品)」
「microSDHC™メモリカード(市販品)」
の名称を
「microSDメモリカード」もしくは「microSD」
と省略し
ています。
2019年3月第1版
発売元：KDDI
（株）
・沖縄セルラー電話
（株）
製造元：
5KKZ002209XX- 0319SZ

管理用コード

Eメール
Eメール（@au.com/@ezweb.ne.jp）
のご利用には、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ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

■■初期設定

待受画面でj

内容を確認→［接続する］

内容を確認→［閉じる］

Wi-Fi®のみで通信している場合、Eメールの初期設定はできずエラーメッセージが表示されます。
以下の操作からWi-Fi®をOFFに設定できます。
待受画面でk→［設定］→［よく利用する設定］→［Wi-Fi］→「Wi-Fi機能」のチェックを外す

■■Eメールアドレスの確認

ご利用にあたって
本製品をご利用いただくにあたって、次のことにご注意ください。
●お買い上げ時は、
●
電池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。
●防水
● ・防塵性能を維持するため、背面カバーをしっかりと取り付けてください。
●本製品のアプリや機能を使用する際、
●
利用規約などの確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してくだ
さい。
●アプリや機能を起動する際、
●
通信料についての確認画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

初期設定
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、au IDの設定ができます。
au IDはauのサービスをご利用いただくお客様を識別するためのIDです。
お客様のau電話番号をau IDとして登
録します。au IDを設定するとauスマートパス／My au／au WALLETなどauのいろいろなサービスがご利用に
なれます。
●待受画面でk→
●
［設定］→［au ID設定］と操作しても設定できます。

待受画面でj→●
u（メニュー）→●
［Eメール設定］

［Eメール情報］

Eメールアドレスが●
表示されます。

※ 待受画面でk→0と操作しても、
Eメールアドレスを確認できます。

■■Eメールアドレスの変更

k

内容を確認→k

内容を確認→k

待受画面でj→u
（メニュー）
→
［Eメール設定］

k

内容を確認→［OK］

［アドレス変更・●
その他の設定］

内容を確認→［接続する］→●
［メールアドレスの変更へ］

au ID利用規約の内容を確認
→［同意して次へ］

※ 初めてau IDを登録するとき
は、画面の指示に従って操作
してください。

暗証番号※を入力→［送信］

内容を確認→［承諾する］

［OK］

［閉じる］

「ご希望のメールアドレスに変
更する」にチェックを入れる→
メールアドレスを入力→［送信］

数字を入力するには（文字種の切り替え）
数字の入力
本人確認などの暗証番号を
入力する画面が表示された
jを押して
ときは、暗証番号の入力欄を
文字種を切り替え
選択してj（文字種）を押す
と、入力する文字種が数字に切り替わります。

au IDの設定が完了

※ この後の操作については画面
の指示に従ってください。●
設定を終了する場合は.→
［はい］と操作してください。

※ 暗証番号はご契約時に設定された
4桁の数字です。

＋メッセージ（SMS）

Wi-Fi® 設定
家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットに接続でき
ます。

※ 無線LAN（Wi-Fi®）機能をONにした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN（Wi-Fi®）機能を使用していないときは、無線
LAN（Wi-Fi®）機能をOFFにすることをおすすめします。

これまでのSMS（Cメール）が、楽しく便利なメッセージアプリになりました。
＋メッセージ同士なら、au以外の携帯電話やスマートフォンをお使いの方へも、気にせずメッセージや写真、動画
を送受信できます。

※ ＋メッセージのご利用には、別途LTE NETのお申し込みが必要です。
※ ＋メッセージ同士の送信・受信時にはデータ通信料が発生します。 データ定額サービスへのご加入をおすすめします。
※「＋メッセージ」アプリをご利用されていない方への送信はSMSとなります。SMSを送信する場合はSMS送信料がかかります。
※ これまでお使いのSMS（Cメール）のみをご利用いただくことも可能です。初期設定時に「SMS利用」をお選びください。

■■初期設定

待受画面でk→［設定］

［よく利用する設定］

［Wi-Fi］

待受画面でjを1秒以上●
長く押す

k（次へ）

利用規約を読みo（同意す
る）→画面に従ってチュート
リアルを確認

上記の操作3でu（SMS利
用）→［OK］と操作すると、従
来のSMS（Cメール）のみ利
用できるアプリとなります。

利用可能なWi-Fi®ネットワークが一覧表示されます。
••接続するWi-Fi®ネットワークを選択→k→必要に応じてパスワードを
入力→o（接続）と操作すると、Wi-Fi®ネットワークに接続できます。
••接続したいWi-Fi®ネットワークが検出できない場合は、u（メニュー）→
［ネットワークを追加］と操作して、手動でWi-Fi®ネットワークに接続で
きます。
［Wi-Fi機能］

※ チェックを入れると無線LAN
（Wi-Fi®）機能がONになりま
す。

＋メッセージの設定が完了

SMSモード画面

■■＋メッセージ（SMS）のご利用方法を確認する

画面の明るさを調整する

「よくあるご質問」と「使い方ガイド」をブラウザで確認できます。
●画面が小さいので、
●
PCやタブレットなどをお持ちの方は、他端末よりご覧いただくことをおすすめします。

待受画面でjを1秒以上●
長く押す※

l
（マイページ）
→
［ヘルプ］

画面の明るさのレベルを調整します。

待受画面でk→［設定］

［よくあるご質問］／●
［使い方ガイド］

［ディスプレイ］

［明るさのレベル］

※ 前回「＋メッセージ」アプリの操作を終了したときの状態によっては、手順1のあと、メッセージ一覧画面が表示されていない場
合があります。その場合は,を何度か押して、メッセージ一覧画面に戻ってください。

■■メッセージを送信する

レベルを選択→k

バッテリーケアモードを利用する

待受画面でjを1秒以上●
長く押す

o（新規作成）→［個人に送る］

満充電しないことで、電池の寿命を延ばすことができます。
●バッテリーケアモードをONにすると、
●
充電が85%で止まります。また、電池アイコンにハートマーク「
示されます。

相手先を選択→k

待受画面でk→［設定］
o（本文入力）→本文を入力
→k（完了）

［エコ・電池］

［バッテリーケアモード］

o（送信）

※ j（ファイル）／l（スタンプ）
を押すと、ファイルやスタン
プを送信できます。

■■受信したメッセージを確認する

［ON］

フォントサイズ（文字サイズ）を変更する
文字サイズを小／中／大／極大／でか文字の5段階に設定します。

待受画面でjを1秒以上●
長く押す

相手を選択→k

受信したメッセージを表示

データを移行する方法
これまでお使いのau電話から、お客様の大切なデータ（電話帳・画像・動画など）を本製品に移行することができま
す。

■■microSDメモリカードを利用する
●あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。
●
① これまでお使いのmicroSDメモリカードを本製品へ装着してください。
② データフォルダのデータ一覧画面からデータを移行することができます。※
例：microSDメモリカード内の電話帳データを本製品に移行する場合
	待受画面でk→［データフォルダ］→［電話帳・予定］→電話帳データを選択→k→o（登録）→登録するデータを
選択→k→o
（確定）→［はい］→［OK］

待受画面でk→［設定］

［よく利用する設定］

［フォントサイズ（全般）］

フォントサイズを選択→k

［フォントサイズ］

■「データお預かり」
■
アプリを利用する
●auサーバーを利用してデータを戻す場合は、
●
あらかじめこれまでお使いのau電話でデータをauサーバーに預
けてください。auサーバーを利用する場合は、au IDの設定が必要です。
●microSDメモリカードを利用してデータを戻す場合は、
●
あらかじめこれまでお使いのau電話でデータを
microSDメモリカードに保存してください。

音量を変更する
着信音やアラーム音、音楽、動画再生時などの音量を設定します。

待受画面でk→［安心 安全］

［データお預かり］

「データ移行」を選択し画面
の案内に沿ってデータ移行
を行う

「データお預かり」アプリを利用して、auサーバーにアドレス帳を自動的に預ける場合は、以下の操作から設定
ができます。
待受画面でk→［安心 安全］→［データお預かり］→［データを保存／戻す］→［auサーバーを使う］→［アドレス
帳の自動お預かり設定］

■■Bluetooth®機能を利用する
※
Bluetooth®機能を利用してデータを移行することができます。

待受画面でk→［設定］

例：電話帳データを本製品に移行する場合
①	待受画面でk→［設定］→［よく利用する設定］→［Bluetooth］→「Bluetooth機能」
にチェックを入れる→u（メ
ニュー）→［電話帳全件受信］→Bluetooth®機器を選択→k→［はい］→［接続］
••Bluetooth®機器とペアリングされ、電話帳データを受信します。
②	ファイル受信後→u（メニュー）→［受信済みファイルを表示］→電話帳データを選択→k→o（登録）→登録す
るデータを選択→k→o（確定）→［はい］→［OK］
®機器との接続動作を確認したものではありません。
●本製品はすべてのBluetooth
●
したがって、すべての
Bluetooth®機器との接続は保証できません。
※ 詳しくは、
『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。
『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/

●
●

各項目を設定

［サウンド・通知］

［音量］

」が表

