
裏面へ続く

はじめにお読みください

このたびは、HTC J butter�y HTL21（以下、「本製品」とします）をお買い上
げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に必ず『クイックスタートガイド』の「免責事項について」および
「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標
です。本書では®マークやTMマークを省略して記載しています。

※ 本書に記載されている画面は、実際の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。あらかじめご了承ください。

※ 本書では「アプリケーション」のことを「アプリ」と省略しています。
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基本操作 初期設定
 ■ボタンの基本操作

音量ボタン
着信音量や受話音量などを
調節します。

電源ボタン
電源ONにします。

ディスプレイ
（タッチパネル）
指で触れて操作します。

ホームボタン
ホーム画面に戻ります。

タスクボタン
最近使用したアプリを表示します。

戻るボタン
１つ前の画面に戻ります。

 ■電源を入れる
《ロック解除画面》

 を長押しする
※ しばらくするとロック解除
画面が表示されます。

ロック解除画面のリング
を上方向にスライドする

機能の説明について
この『設定ガイド』では、主な基本操作・初期設定について
説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱
の『クイックスタートガイド』、auホームページからダウン
ロードできる『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。

 ■タッチパネルの基本操作
タップ／ダブルタップ
メニューや項目などに軽く触れて、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。

 ■文字入力
テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したときや、文
字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボード
が使用できます。

入力モード

①
②
③
④

⑤
⑥
⑦
⑧

⑨ ⑩ ⑪

① 文字入力時は文字入力キー（⑩）に割り当てられている文
字を逆順に表示します。

② カーソルを左に移動します。
③ 入力中にタップすると、英数カナ変換を行います。入力前
にタップすると、記号／顔文字リストを表示します。

④ 入力モードを切り替えます。
⑤ カーソルの左側の文字を削除します。
⑥ カーソルを右に移動します。
⑦ スペースの入力、または連文節変換を行います。
⑧ 改行を入力したり、入力中の読み（変換中は文節）を確定
します。

⑨ 濁点・半濁点の付加、大文字・小文字の切り替えを行います。
⑩ 文字を入力します。
⑪「、」や「。」、記号やスペースを入力します。

はじめて電源を入れたときの初期設定方法（初期設定ウィ
ザード）について説明します。

 ■ STEP 1：言語の設定
日本語を選択⇒次へ

初期設定(続き)

 ■ STEP 3：簡単セットアップ
スキップをタップ
※ パソコンで「 http://start.htc.com/htl21 」
にアクセスして画面の指示に従って設
定をしてから、ウェブから設定を適用
⇒画面の指示に従って操作すると、パ
ソコンで設定した内容を本製品に適用
することができます。

 ■ STEP 5：データ転送の設定
スキップをタップ
※ 他の電話機から連絡先などを転送する
場合は、データ転送をタップし、画面の
指示に従って操作してください。

 ■ STEP 9：Googleロケーションの設定
確認画面が表示されます。
内容を確認して操作してく
ださい。
なお、設定によってはカメ
ラで撮影した写真に位置情
報が記録される場合があり
ます。写真を共有する場合
はご注意ください。
位置情報の記録を希望しな
い場合は、カメラの設定を
変更してください。

Googleの位置サー
ビスを利用するかど
うかを選択⇒次へ

本製品のデータと
インターネット上
のデータを同期さ
せるかどうかを選
択⇒次へ

 ■ STEP 8：そのほかのサービスの設定

そのほか、画面
に表示されて
いるサービス
を使用する場
合、サービスを
タップして設
定を行ってく
ださい。

次へをタップ

HTCに本製品の使用
状況を報告するかど
うかを選択⇒OK

 ■ STEP 7：Googleアカウントの設定
Googleアカウントを設定すると、Gmail、PlayストアなどのGoogle社のアプリを利用できます。

Googleをタップ Googleアカウントを新規作成する
場合は新しいアカウントをタップ
※ すでにGoogleアカウントをお
持ちの場合は、既存のアカウン
トをタップします。

姓・名を入力⇒▶ メールアドレスを入力⇒▶
※ すでに他のユーザーが使用し
ているメールアドレスは使用
できません。

パスワードを入力⇒▶

認証中の画面が表示され
たときは、画面に表示され
ている文字を入力⇒▶と
操作します。

パスワードを忘れた場合の質問と回
答、予備のメールアドレス※を入力⇒▶
※ 別のメールアドレスをお持ちでない場合
は、空白のままにしておいてください。

今は設定しないをタップ
※ Google+に参加する場合は

Google+に参加するをタップ
します。

内容を確認⇒▶ Googleアカウントを使用し
てバックアップするかどう
かを選択⇒▶

 ■ STEP 10：auかんたん設定
auの便利な機能やサービスを利用するための設定を簡単な操作で進められます。

内容を確認⇒次へ 内容を確認⇒次へ 登録⇒内容を確認⇒OK au IDの設定・保存をタップ 暗証番号を入力⇒OK
※ 暗証番号の初期値は、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⇒利用規約
に同意して新規登録
※ au電話番号以外でau IDの新規
登録を行う場合はお好きなau 
IDを新規登録したい方はこちら
をタップします。

※ すでにお持ちのau IDを設定す
る場合はau IDをお持ちの方は
こちらをタップします。

クイックヘルプについて
初期設定が終了すると、クイックヘルプが表示されます。
クイックヘルプとは、初めて機能を使用するときに、画面に重ねて表示される
簡単な説明のことです。

 をタップ⇒はい／いいえと操作するとホーム画面が表示されます。

初期設定ウィザードについて

ホーム画面で  ⇒初期設定をタップするとウィザードが起動し、初期設定
をやり直すことができます。

終了をタップ
※ パスワード再発行のために必要
な情報を設定する場合は、設定
画面へをタップします。

内容を確認⇒アドレス帳（連
絡先）をバックアップする場
合は同意する⇒次へ
※ アドレス帳（連絡先）をバックアップ
しない場合は次へをタップします。

内容を確認⇒auウィジェット
を利用する場合は同意します
⇒次へ
※ auウィジェットを利用しない場
合は次へをタップします。

内容を確認⇒設定を終了
※ 「次回この機能を起動しない」を
タップしてチェックを付けると、
再起動後にauかんたん設定が起
動しなくなります。

 ■ Eメールの初期設定
Eメール（@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。

ホーム画面で  ⇒Eメール 内容を確認⇒接続する Eメールアドレスを確認
⇒閉じる

Eメール（@ezweb.ne.jp）の設定
 ■ Eメールアドレスの変更

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。
《Eメール設定画面》

ホーム画面で  ⇒Eメール  をタップ Eメール設定をタップ アドレス変更・その他の設定
をタップ

内容を確認⇒接続する

Eメールアドレスの変更を
タップ

暗証番号を入力⇒送信 内容を確認⇒承諾する Eメールアドレスを入力⇒送
信

OK⇒閉じる

 ■ STEP 2：インターネット接続の設定

インターネットの接続方
法を選択⇒次へ

接続するWi-Fiネット
ワークを設定⇒次へ

Wi-Fiネットワークの設定方法に
ついては、裏面の「無線LAN（Wi-
Fi）の設定」を参照してください。

 ■ STEP 4：HTCアカウントの設定
HTCアカウントを作成する場合は
HTCアカウントを作成⇒画面の指
示に従って設定
※ HTCアカウントをお持ちの場合は私
のHTCアカウントでサインインを
タップします。

※ HTCアカウントを利用しない場合は
スキップをタップします。

 ■ STEP 6：Dropboxアカウントの設定
Dropboxアカウントを作成する場
合はアカウントの作成⇒画面の指
示に従って設定
※ Dropboxアカウントをお持ちの場合は
サインインをタップします。

※ Dropboxを利用しない場合は次へを
タップします。

設定ガイド

 ●基本操作
基本的な操作方法を説明しています。

 ●初期設定
はじめて電源を入れたときの初期
設定について説明しています。

 ●Eメール（@ezweb.ne.jp）の設定
Eメール（@ezweb.ne.jp）はEメー
ルに対応した携帯電話やパソコン
とメールのやりとりができるサー
ビスです。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。

 ●ネットワークの設定
Wi-FiネットワークやWi-Fiテザリ
ングを利用するために行います。

 ●紛失端末対応の設定
本製品を盗難・紛失された場合に備
え、必要な設定を行います。

 ●赤外線によるデータの送受信
本製品と赤外線通信機能を持つ相
手側の機器との間でデータを送受
信できます。

 ●電話をかける／受ける
連絡先を利用して電話をかけるこ
ともできます。

 ●データの移行
これまでお使いの携帯電話から
データを移行できます。

 ●データのバックアップ
microSDメモリカードにデータを
バックアップできます。

 ●au災害対策アプリ
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、津
波警報）、災害用音声お届けサービ
スを利用できます。

 ●電池消費を軽減する
使用していない機能をオフにする
と電池の消費を抑えることができ
ます。

 ●WEB de 請求書の利用方法
毎月のご請求金額をインターネッ
トを使ってご確認いただけるサー
ビスです。

auかんたん設定は、本製品を再起動したときにも表示されます。
ただし、auかんたん設定を完了する際に「次回この機能を起動しない」にチェックを付けたときは、表示されません。

http://start.htc.com/htl21


ネットワークの設定

電池消費を軽減する

 ■無線LAN（Wi-Fi）の設定
無線LAN（Wi-Fi）機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用し
てインターネットに接続できます。
無線LAN（Wi-Fi）の設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID 接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称

パスワード 無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

※ 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。
※ 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。
※ 無線LAN（Wi-Fi）機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。 
無線LAN（Wi-Fi）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。

接続する無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で操作してください。

ホーム画面で  ⇒設定 Wi-Fiをタップ OffをタップしてOnにす
る

接続するネットワーク
（SSID）をタップ

パスワードを入力⇒接続
※ 画面上部に  が表示され
たら設定完了です。

本製品を長時間使用したい場合、使用していない機能（Wi-Fi
機能、Bluetooth機能、Wi-Fiテザリング、およびGPS機能）を
オフにすると電池の消費を抑えることができます。

 ■各機能のオン／オフを切り替える

各機能をオン／オフするにはホーム画面で該当する機能
のウィジェットをタップしてください。

電話をかける／受ける データの移行
 ■ Eメール（＠ezweb.ne.jp）の移行

Eメール設定画面で
バックアップ・復元を
タップ

メールを復元をタップ 受信メール／送信メー
ル／未送信メール／ス
トレージから探す⇒OK

処理中の表示が消え
たら、データの移行は
完了です。

移行するデータにチェッ
クを付ける⇒OK
※ 全選択をタップすると、
一覧表示しているデータ
をすべて選択できます。

追加保存／上書き保存
⇒OK
※ 上書き保存を選択した
場合は、確認画面でOK
をタップします。

紛失端末対応の設定
安心セキュリティパックの紛失端末対応機能について設定します。

 ●安心セキュリティパックは有料サービスです。

ホーム画面で  ⇒3LM 
Security

個人向け設定をタップ 内容を確認⇒同意します 有効にするをタップ

ウイルスバスター for auについて
安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、初期
設定完了後、「ウイルスバスター for au」のセットアップも
行ってください。
ホーム画面で  ⇒auお客さまサポート※⇒サポート＆サー
ビス⇒安心セキュリティパック⇒ウイルスバスター for au
をタップします。
※ 初回起動時には、利用規約を確認する画面が表示されます。内容をご
確認のうえ、同意する⇒トップをタップしてください。

 ⇒終了

au災害対策アプリ
au災害対策アプリは、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、津波警報）、災害用音声お届けサー
ビスを利用することができるアプリです。

ホーム画面で  ⇒ 
au災害対策

災害用伝言板／緊急速報
メール／災害用音声お届
けサービスをタップ

• 災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模
災害発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己
の安否情報を登録することが可能となるサービスです。

• 緊急速報メールは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波
警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定
のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

• 災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマート
フォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセー
ジとしてお届けするサービスです。

 ■ Eメール（＠ezweb.ne.jp）のバックアップ

Eメール設定画面で
バックアップ・復元
をタップ

バックアップをタッ
プ

処理中の表示が消
えたら、バックアッ
プは完了です。

バックアップするフォルダを
タップしてチェックを付ける
⇒OK

赤外線によるデータの送受信
本製品と赤外線通信機能を持つ相手側の機器との間でデータ
を送受信できます。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する
必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認
してから送信してください。
データの送受信が終わるまで、本製品の赤外線ポート部分を、
相手側の赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでくださ
い。

20cm以内

中心から
±15ﾟ以内

赤外線ポート

 ■データを送信する
送信操作は機能によって異なります。ここでは連絡先（プロフィール）を1件送信する操作を説明します。
例）プロフィールを送信する場合

ホーム画面で  （電話）
⇒連絡先

プロフィールをタップ メニュー⇒マイプロ
フィールを送信

連絡先を送信する方法
をタップ

赤外線ポート部分
を相手側の赤外線
ポート部分に向け
る

赤外線をタップ 送信する内容をタップ
してチェックを付ける

送信⇒画面の指示に
従って操作

 ■電話をかける

ホーム画面で  （電話）
をタップ

ダイヤルキーをタップして相手
の電話番号を入力⇒ダイヤル

電話を切るときは通話を
終了をタップ

 ■連絡先から電話をかける

ホーム画面で  （電話）
⇒連絡先

連絡先をタップ⇒かけた
い電話番号をタップ

電話を切るときは通話を
終了をタップ

 ■電話を受ける
画面ロック中に電話が
かかってきたときは

「電話に出る」をリング内に
ドラッグする電話がかかってきたら電

話に出るをタップ
電話を切るときは通話を
終了をタップ

これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリカードを使って本製品にデータを移行できます。
• あらかじめ、これまでお使いの携帯電話でデータをmicroSDメモリカードに保存してください。詳
しくは、これまでお使いの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。

• データを保存したmicroSDメモリカードを本製品に取り付けてください。

 ■連絡先の移行

ホーム画面で  （電
話）⇒連絡先

メニュー⇒連絡先を
管理⇒連絡先のイン
ポート／エクスポー
ト

SDカードからインポー
トをタップ

「アカウントに連絡
先を作成」が表示さ
れた場合は、電話を
選択すると本製品に
連絡先データが登録
されます。

プログレスバーの表
示が消えたら、連絡先
の移行は完了です。

連絡先データ（vCard
ファイル）を選択する
と、連絡先の移行が始
まります。

データのバックアップ※ 本書では「microSDメモリカード」および「microSDHCメモリカード」の名称を「microSDメモリカード」と省略しています。

本製品に登録した連絡先や、本製品で送受信したEメール（@ezweb.ne.jp）は、microSDメモリ
カードにバックアップすることができます。
• あらかじめmicroSDメモリカードを本製品に取り付けてください。

 ■連絡先のバックアップ

ホーム画面で  （電
話）⇒連絡先

メニュー⇒連絡先を管理⇒連絡
先のインポート／エクスポート

SDカ ード に エ ク ス
ポートをタップ

プログレスバーの表
示が消えたら、連絡
先のバックアップは
完了です。

アカウントをタップ⇒
内容を確認⇒OK

WEB de 請求書の利用方法
「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をauケータイやス
マートフォン、パソコンのWEBページからご確認いただけ
るサービスです。

 ●「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポート
IDが必要です。未取得のお客様は事前に新規登録＊してく
ださい。

＊ 登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード（新規/契約内容変
更時にお渡しするお客様控えに記載）」が必要です。

ホーム画面で 

auお客さまサポート
利用規約が表示されたときは、画面の指示に従って操作し
ます。
設定画面が表示されたときは、サポートIDやパスワードを
登録して設定をタップします。

確認する

WEB de 請求書

 ■ Eメールアドレスの確認
Eメール設定画面からEメールアドレスを確認できます。
Eメール設定画面の表示方法については、表面の「Eメールア
ドレスの変更」をご参照ください。

Eメ ール 設 定 画 面 で 
Eメール情報をタップ

本製品のEメールアドレ
スが表示されます。

PCメール設定について

ホーム画面で  ⇒メールと操作すると、PCメール
（POP3／IMAP）や会社のExchange Serverメール、
Gmail、Yahoo! Mail、Microsoft Hotmailの設定を行うこ
とができます。
詳細は、auホームページからダウンロードできる『取扱説
明書（詳細版）』をご参照ください。

Eメール（@ezweb.ne.jp）の設定（続き）  ■データを受信する

ホーム画面で  ⇒
赤外線

受信をタップ

赤外線がオンにな
ると、ステータス
バーに  が表示さ
れます。
赤外線ポート部分
を相手側の赤外線
ポート部分に向け
てデータを受信し
ます。

画面の指示に従っ
て操作

 ■Wi-Fiテザリングの設定
本製品をワイヤレスLANホットスポットとして使用し、無線LAN（Wi-Fi）機能対応のク
ライアント（パソコンなど）からインターネット接続を利用できます。
※ テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。

ホーム画面で  ⇒Wi-Fiテザ
リング

OKをタップ

Wi-Fiテザリングをタップし
てチェックを付ける

画面上部に  が表示された
ら、画面の指示に従ってクラ
イアント（パソコンなど）から
本製品に接続する


