
基本操作
詳しい操作方法については、『オンラインマニュアル』または au ホームページに掲載の『取扱説明書 詳細版 Android 10 対応版』をご
参照ください。

着信（充電）ランプ

充電中は赤色で点灯します。不在着信時や新着メール通知時に緑色で点滅します。

F 電源ボタン／指紋センサー
電源を入れる
着信ランプが点灯
するまでF（電
源ボタン）を長く
押します。

ホーム画面の表示
スタート画面で「   」を「START」の方向にスラ
イド／フリックすると、ホーム画面が表示されます。
「CAMERA」／「PHONE」の方向にスライド／
フリックした場合は、カメラ／電話が起動します。

《スタート画面》
［ （アプリ一覧）］アプリ一覧アイコン

アプリ一覧を表示します。

k カメラボタン

長く押すとカメラを起動できます。また、静止画撮影や水中カメラ画面でのシャッターとし
て使用します。

ナビゲーションバー

C（戻る）： 1つ前の画面に戻ります。文字入力画面表示中に「   」が表示された場合は、
タップするとキーボードやメニューを非表示にします。

H（HOME）：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。

N（履歴）： 最近使用したアプリの一覧を表示します。マルチウィンドウ起動中は「   」に
変わり、タップするとマルチウィンドウで表示するアプリを切り替えられます。

d ダイレクトボタン

長く押すと、設定した機能が動作します。

《ホーム画面》

ディスプレイ

直接指でタッチして操作します。本製品は画面や手が多少濡れていたり、手袋を着用した状態でもタッチ操作ができます（ウェットタッチ／
グローブタッチモード）。「グローブタッチモード」は画面点灯操作後は有効ですが、指でタッチすると、有効が解除され画面消灯まで保持さ
れます。常に有効にする場合は、アプリ一覧→［設定］→［ディスプレイ］→［グローブタッチモード］→［常に有効］→［OK］と操作します。
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
項目やボタンなどに指を触れ
た状態を保ちます。

スライド／スワイプ
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（ズームイン）、
閉じたり（ズームアウト）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。

 ■  文字入力方法
フリック入力やキーを繰り返しタップしての入力で文字入力ができます。

フリック入力
ボタンをタップすると、右の画面のように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、文字が入力されます。

《文字入力画面（テンキー）》

文字種切替ボタン

タップすると文字種
を切り替えることが
できます。

 ■  マナーモードの設定
本体左側面の r（音量上ボタン）または l（音量下ボタン）を押し、マナーモードアイコンで［  ］（マナーモード（バイブレーション））、

［  ］（マナーモード（ミュート））、［  ］（ドライブ）、［  ］（OFF）を切り替えることができます。

 ■  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、内容をご確認の上、操作してください。
•   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。
•  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。

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、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

 ■  Googleアカウントの設定
Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」、「Duo」などの Google社のアプリを利用できます。
主な設定項目は次の通りです（次の項目以外にお客様の「姓」と「名」の登録が必要となります）。

ユーザー名 お客様の Googleアカウント（ユーザー ID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好き
なユーザー名を登録できますが、他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。

パスワード Googleアカウントを利用する際のパスワードを登録します。

1 2 3 4 5

「日本語（日本）」が表示
されていることを確認

して ［開始］
※	「日本語（日本）」を
タップすると、使用
する言語を変更でき
ます。

必要に応じて、接続す
る Wi-Fi® ネットワー

クの設定を行う
※	設定しない場合は［セッ
トアップ時にモバイル
ネットワークを使用す
る］→［続行］と操作
します。

※	セットアップ時にネッ
トワークを使用しない
場合は「スキップ」を
タップします。以降は
画面の指示に従って操
作してください。

［コピーしない］
※	アプリとデータのコ
ピーをする場合は「次
へ」をタップします。
以降は画面の指示に
従って操作してくだ
さい。

［アカウントを作成］
※	「自分用」／「子供用」
の選択画面が表示された
場合は、「自分用」を選
択してください。

※	 Google アカウントをお
持ちの場合は、メールア
ドレスまたは電話番号を
入力→［次へ］と操作し
てください。

※	 Google アカウントを設
定しない場合は「スキッ
プ」をタップします。以
降は画面の指示に従って
操作してください。

お客様の「姓」、「名」 
を入力→［次へ］ 

→生年月日と性別を入
力 → ［次へ］

6 7 8 9 10

［自分で Gmail アドレ
スを作成］→ Gmail

アドレスを入力→ 
［次へ］

※	あらかじめ用意され
たGmail アドレスを
選択することもでき
ます。

パスワードを入力し、
確認用にパスワードを

再入力→［次へ］

［はい、追加します］
※	 設定しない場合は「ス
キップ」をタップし
てください。

※	電話番号の追加方法
を変更する場合は
「その他の設定」を
タップし、画面の指
示に従って設定して
ください。

内容を確認し、 
［次へ］

内容を確認し、 
［同意する］

11 12 13 14 15

内容を確認し、 
［同意する］

内容を確認し、 
［同意する］

画面の指示に従ってセキュ
リティを設定

Google アプリの権限を
確認し、［有効にする］
※	有効にしない場合は、「戻
る」をタップします。

［次へ］→［スキップ］
※	Voice	Match	を使用す
る場合は「同意する」
をタップします。

16 17 18

[ スキップ］
※	Google	Payを使用する
場合は「カードを追加」
をタップします。以降
は画面の指示に従って
操作してください。

必要に応じて、その他の
設定項目の設定を行う
※	設定しない場合は、「い
いえ」をタップします。

内容を確認し、チェッ
クを付けて［次へ］

※	同意しない場合は、そ
のまま「次へ」をタッ
プします。

au初期設定
あらかじめインストールされているアプリのアップデートや au ID の設定、以前にご利用のアプリのダウンロード、本製品をもっと便利にご利用い
ただくための設定ができます。
•   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 初期設定は、初期設定完了後にアプリ一覧→［設定］→［au設定メニュー］→［au初期設定］と操作しても設定できます。

1 2 3 4 5

「アップデートする」に
チェックを入れる／外す

→［はじめる］ 
→内容を確認し［同意する］

［ログイン］
※	以前に au	ID を登
録したことがある場
合、手順 3と手順 4
は表示されません。
手順5に進んでくだ
さい。

暗証番号を入力→［次へ］
※	暗証番号は、申込書にお
客様が記入した任意の 4
桁の番号です。

パスワードを入力 
→［同意して次へ］

［次へ］

6 7 8 9 10

［OK］ ［許可］
※	アプリの権限につい
ての確認画面は複数
回表示されます。以
降も同様に操作して
ください。

インストールするアプ
リにチェックを入れる

→［次へ］
※	「以前にご利用のアプ
リ」欄に「アプリを選
ぶ」が表示された場合
は、タップするとアプ
リを確認できます。

設定する項目にチェッ
クを入れる→［次へ］

［完了］
※	「データお預かり」ア
プリで預けたデータ
がある場合は、デー
タを戻すことができ
ます。「お預かりデー
タを戻す」をタップ
し、画面の指示に従っ
て操作してください。

auメール設定
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。
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。

 ■初期設定をする
1 2 3

ホーム画面→［  ］ 内容を確認→［同意する］ 
→内容を確認→［同意する］
→画面の指示に従って操作

し、次へ進む

au メールアドレス
を確認→［閉じる］
※	機種変更の場合は、
今までお使いのau
メールアドレスが
表示されます。

このたびは、「TORQUE G04」（トルク ジーゼロヨン）（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。

『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、本製品から右の操作でご
確認できます。

1 2 ※		『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/kyv46/

アプリ一覧→［サポート］ ［取扱説明書］

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。
本書は、Android™ 10 の内容で記載しています。
最新版は auホームページに掲載の『設定ガイド』をご参照ください。
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/
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 ■auメールアドレスを確認する

1 ホーム画面→［  ］→［  ］→［E メール情報］

 ■auメールアプリの操作方法を確認する

1 2 3

ホーム画面→［  ］ ［  ］ ［アプリ操作ガイド］

 ■auメールアドレスを変更する

1 ホーム画面→［  ］→［  ］→［アドレス変更／迷惑メール設定］→［OK］

2［メールアドレスの変更へ］→暗証番号を入力→［送信］

3 内容を確認→［承諾する］→「ご希望のメールアドレスに変更する」をタップして、メールアドレスを入力→［送信］→［OK］
※	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。
※	操作方法や画面表示は予告なく変更される場合があります。

au設定メニューからデータ移行する方法
これまでお使いの au電話から、microSDメモリカードや auサーバーを使って本製品にデータを戻す・預けることができます。
•  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（これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、au Cloudアプリをご利用くだ
さい）。

•  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（これまでお使いのau電話にau設定メニューが無いときは、auバックアップアプリをご利用ください）。

1 2 3 4

アプリ一覧 →［設定］ ［au設定メニュー］ ［データを移行する］
初回起動時に利用規約が
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。

［機種変更はこちら］
以降は画面の案内に従っ
てデータ移行を行ってく
ださい。

「データお預かり」アプリを利用する
「データお預かり」アプリを利用して、au サーバーに写真やアドレス帳などを自動的に預ける場合は、次の操作から設定ができます。

アプリ一覧→［設定］→［au設定メニュー］→［データお預かり設定］→自動で預けるデータの種類を選択する

画面の設定
画面のバックライトの点灯時間や、明るさを設定できます。

 ■画面のバックライトの点灯時間を長くする

1 2 3 4 5

アプリ一覧→［設定］ ［ディスプレイ］ ［スリープ］ ［スリープ時間］ 点灯時間を選択

 ■画面を明るくする

1 2 3 4

アプリ一覧→［設定］ ［ディスプレイ］ ［明るさのレベル］ インジケータを左右に 
スライド

※	右にスライドすると明る
くなり、左にスライドす
ると暗くなります。

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。
主な設定方法は次の通りです。

Wi-Fi® ネットワークを選択
して接続

利用可能な Wi-Fi® ネットワークを検索して接続できます。

※ 無線 LAN（Wi-Fi®）機能をオンにした場合、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®）
機能をオフにすることをおすすめします。

1 2 3 4 5

アプリ一覧→［設定］ ［ネットワークとイ
ンターネット］→

［Wi-Fi］

［OFF］
※	「ON」表示にします。

利用可能なWi-Fi® ネット
ワークが自動的に検索さ
れ、SSIDが表示されます。

接続する Wi-Fi® 

ネットワークの SSID を 
選択※ 1 → ［接続］ ※ 2

※ 1　	接続したいWi-Fi® ネットワークが検出できない場合は、［ネットワークを追加］と操作して手動でWi-Fi® ネットワークを追加してください。
※ 2　	セキュリティで保護されたWi-Fi® ネットワークに接続する場合は、パスワード（セキュリティキー）を入力し、「接続」をタップします。パス

ワード（セキュリティキー）は、Wi-Fi® ネットワークで設定されています。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

定期的に診断をする
お客様のスマホを快適にご使用いただくために診断することをおすすめします。

 ■クイック診断する

1 2

画面の指示に従って  
操作してください。

アプリ一覧→ 
［サポート］→

［故障紛失サポート］
※	確認画面が表示された
場合は、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。

［クイック診断してみる］

 ■定期クリーニング通知を設定する

1 2 3

アプリ一覧→ 
［サポート］→ 

［故障紛失サポート］ 
→［便利な機能］

［各種設定］ ［定期クリーニング通知］
の［  ］

※	「	 	（ON）」表示にし
ます。

※	通知を受け取ったら「ク
イック診断してみる」で
診断してください。

カメラの設定

 ■カメラを起動する

1 ホーム画面→［  ］
※	k（カメラボタン）を長く押しても「カメラ」を起動できます。

 ■モニター画面の見かた

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑩

⑨

⑪

⑫

⑬
⑭
⑮

⑧

モニター画面

① モード切替
撮影モードを切り替えます。

② ダイレクト SNS
機能を有効にするとサムネイルが表示され、画像を選択すると共有で
きるアプリが選択できます。
撮影した複数の静止画や動画をまとめてSNSに投稿することもでき
ます。

③ ワイド／アウト切替
ワイドカメラとアウトカメラを切り替えます。

④ カメラ切替
アウトカメラとインカメラを切り替えます。

⑤ フラッシュ設定
（OFF）　 （ON）　 （オート）　 （照明）

⑥ 設定アイコン
カメラを設定します。

⑦ 音声操作
音声操作が「ON」のときに表示されます。

⑧ ズーム
画面上で 2本の指を広げたり狭めたりするとズームバーが表示され、
ズームを調整できます。r（音量上ボタン）／l（音量下ボタン）
を押してズーム調整するように設定することもできます。

⑨ オートフォーカス枠
タッチオートフォーカスしたときに表示されます。
※	操作やカメラの状態によって表示が異なる場合があります。

⑩ 直前に撮影／録画したデータ
直前に撮影／録画したデータのサムネイルを表示します。タップする
とデータを確認できます。

⑪ 撮影（シャッター）
選択した撮影モード／設定により表示が変わります。
•シャッターを押している間は連写ができます。

⑫ 録画／停止
⑬ Google Lens
かざした対象物の名前の確認やQRコードの読み取りができます。
•利用するには、モバイルネットワークやWi-Fi® ネットワークに接続
してください。

⑭ 位置測位中／位置情報付加
（位置測位中）　　 （測位成功）　　 （測位失敗）

⑮ 電池レベル状態
充電中や電池残量が 20％以下になったときに表示されます。

 ■カメラを設定する

1 モニター画面→［  ］
フォトサイズやセルフタイマー、音声操作などの設定が可能
です。

 ■撮影モードを切り替える

1 モニター画面→［  ］

•  おまかせ：自動露光できれいに撮影
•  マニュアル： 自身で細かく設定して撮影（明るさ、シャッタースピードなど）   

・ マニュアルモード設定時に、「 （フォーカス）」をオート（「顔優先」／「センター」）にすると、「 （ISO）」／
「 （シャッタースピード）」も自動的にオートになります。

•  フォトマイスター：撮影した後に、あとからフォーカス変更、あとからぼかし調整機能を利用可能
•  水中： 水中で色味を最適化、歪みを修正し撮影   

・歪みを補正するには、「水中歪み補正」を「ON」にしてください。
•  スローモーション：スローモーション撮影
•  タイムラプス： 時間の経過を早回しで記録するような撮影
•  エフェクト： 27 種類の加工したモードで撮影（モノクロ、セピアなど）
•  Google Lens：かざした対象物の名前の確認やQRコードの読み取り
•  Action Overlay：速度や移動距離などを表示して撮影
※	設定しているモードや本製品の状態によって、表示されるモードが異なります。

 ■ワイドアングルカメラで撮影する

1 モニター画面→［  ］

アウトカメラ ワイドアングルカメラ


