
裏面へ続く

はじめにお読みください

このたびは、HTC J One HTL22（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
 ■キーの基本操作

音量キー
着信音量や受話音量などを
調節します。

電源キー
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。

ホームキー
ホーム画面に戻ります。

戻るキー
１つ前の画面に戻ります。

 ■電源を入れる
《ロック画面》

 を長押しする
※ しばらくするとロック画面
が表示されます。

ロック画面の  を上または
左右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』、本製品内で利用できる『取
扱説明書』アプリをご参照ください。

 ■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

言語を選択 日本語を選択⇒OK⇒開始

初期設定(続き)

 ■ STEP 3：簡単セットアップ

初めから設定するを選択
⇒次へ

スキップをタップ

※ パソコンで「http://start.htc.com/pair」にアクセスして画面の指示に
従って設定をしてから、始めよう⇒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 8：HTCへの報告申し込み
HTCに本製品の使用状況を報
告するかどうかを選択⇒OK

 ■ STEP 5：Googleアカウントの設定
Googleアカウントを設定すると、Gmail、Googleマップ、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
規作成する場合はいい
えをタップ
※ すでにGoogleアカウント
をお持ちの場合は、はいを
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⇒▶ 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。

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。

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⇒▶ 後で行うをタップ
※ Google Playを利用する
場合はクレジットカード
をセットアップをタップ
し、画面の指示に従って操
作します。

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 12：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。

初期設定ウィザードについて

ホーム画面で  ⇒ツール⇒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）／写真をバックアップする
場合はそれぞれ同意する⇒次へ
※ アドレス帳（連絡先）／写真をバックアッ
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
にチェックを付ける⇒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⇒スマートフォン
自動診断を利用する場合は同
意する⇒次へ
※ スマートフォン自動診断を利用し
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。

ホーム画面で 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  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

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

接続するWi-Fiネット
ワークを設定⇒次へ

 ■ STEP 4：HTCアカウントの設定

HTCアカウントをタップ HTCアカウントでサイン
インをタップ

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メールアカウント、パスワードを
入力し、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STEP5ヘ進んでください。

 ●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。

 ●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。
 ●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。

設定ガイドHTL22

 ■ STEP 6：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い、
次へをタップします。

そのほかのサービスを
タップ

 ■ STEP 7：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 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。

スキップをタップ

 ■ STEP 10：HTCバックアップ
HTC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⇒次へ
※ HTCバックアップをオンに
すると、Googleサーバーへの
バックアップが無効になりま
す。

 ■ STEP 11：個人設定／画面ロックの設定
名前を入力⇒次へ
※ STEP5で設定したGoogleア
カウント名（＠より左側）があ
らかじめ入力されています。
Googleアカウントを設定し
ていない場合は「HTL22」が入
力されています。

※ 画面ロックを設定する場合は
画面ロックの設定をタップ
し、画面の指示に従って設定
します。

 ■ 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

http://start.htc.com/pair


ネットワークの設定 電池消費を軽減する
 ■Wi-Fi接続の設定

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。

※ 不正アクセスを防ぐために、「WEP」や「WPA/WPA2 PSK」などのセ
キュリティを設定することをおすすめします。

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。
設定できる機能は次のとおりです。
• 無線LAN（Wi-Fi）機能のオン／オフ
• Bluetooth機能のオン／オフ
• GPS機能のオン／オフ
• 画面の自動回転のオン／オフ
• Wi-Fiテザリングのオン／オフ

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。

 ■ Eメール（＠ezweb.ne.jp）のバックアップ

処理中の表示が消
えたら、バックアッ
プは完了です。

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⇒内容を確認⇒OK

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

バックアップデータは以下のフォルダに格納されます。
 ●microSDメモリカードが取り付けられている場合

受信ボックス /storage/ext_sd/private/au/email/BU/RE

送信ボックス /storage/ext_sd/private/au/email/BU/SE

未送信ボックス /storage/ext_sd/private/au/email/BU/DR

 ●microSDメモリカードが取り付けられていない場合

受信ボックス /storage/sdcard0/private/au/email/BU/RE

送信ボックス /storage/sdcard0/private/au/email/BU/SE

未送信ボックス /storage/sdcard0/private/au/email/BU/DR

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

赤外線ポート

中心から
±15ﾟ以内

 ■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

アカウントを選
択する画面が表
示された場合は、
送信したいプロ
フィールのアカ
ウントを選択し
てください。

ホーム画面で  ⇒
連絡先

プロフィールを
タップ

 ⇒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  をタップ ダイヤルボタンをタップして相
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  ⇒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」を上または左
右方向にスライド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

「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。

ホーム画面で  ⇒連
絡先

 ⇒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

インポート方法を選択
⇒OK
※ microSDメモリカー
ド内にvCardファイル
が1つしか存在しない
場合は、この画面は表
示されません。

連絡先データ（vCard
ファイル）を選択
⇒OKをタップする
と、連絡先の移行が始
まります。

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。

データのバックアップ※ 本書では「microSDメモリカード」、「microSDHCメモリカード」、「microSDXC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  ⇒連
絡先

 ⇒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

 ■ 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、『取扱説明書』アプリをご参照ください。

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  ⇒
ツール⇒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  ⇒設定⇒詳
細⇒モバイルネットワーク
共有⇒Wi-Fiテザリング設定

OKをタップ

オプション加入の確
認画面が表示された
場合は、OKをタップ
します。

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⇒OK

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。

 ■主なデータの格納フォルダについて
データの種類 microSDメモリカード内のフォルダ

カメラで撮影した静止
画や動画

/storage/ext_sd/DCIM/100MEDIA

受信したEメール 
（@ezweb.ne.jp）の添
付データや本文に挿入
されている画像の保存
データ

/storage/ext_sd/private/au/email/
MyFolder

Eメールの受信メールの
バックアップデータ

/storage/ext_sd/private/au/email/
BU/RE

Eメールの送信メールの
バックアップデータ

/storage/ext_sd/private/au/email/
BU/SE

Eメールの未送信メール
のバックアップデータ

/storage/ext_sd/private/au/email/
BU/DR


