
初期設定基本操作
詳しい操作方法については、auホームページより『取扱説明書（詳細版）』
をご参照ください。

 電源キー
電源ON
 を長押しします。

キーロック解除
ディスプレイが消えているときに   を押して
「   」を右にドラッグすると、キーロックが
解除されます。

 アプリキー
タップするとアプリケーション画面を表示します。

 バックキー
タップすると1つ前の画面に戻ります。

 ホームキー
タップするとホーム画面を表示します。

ディスプレイ（タッチパネル）
直接指で触れて操作します。

ステータスバー
IS12Mの現在のステータスと通知アイ
コンを表示します。
ステータスバーの左側に通知アイコンが
表示されているときは、ステータスバー
を下にスライドして通知パネルを開き、
通知を表示させることができます。

 メニューキー
タップすると利用できる機能（メニュー）を表示します。

 ■タッチパネルの操作方法
タップ／ダブルタップ
画面の項目やアイコンを指で軽く触れて、すぐに離します。また、同じ位置を
2回連続で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
画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。
（ポップアップメニューを表示した例）

ドラッグ／フリック
画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動したり（ドラッグ）、素早くは
らうように操作します（フリック）。

ピンチ
画面を2本の指で触れ、指の間隔を広げたり狭めたりします。

 ■設定を切り替えるには
設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンが表示されているときは、
チェックボックス／ラジオボタンをタップすることで設定のオン／オフを切り
替えることができます。

アイコン 説明
 ／  設定がオンの状態です。
 ／  設定がオフの状態です。
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ユーザー名の登録
確認が開始される

パスワードを入力
→［次へ］

Googleアカウン
トの作成が開始さ

れる

Google位置情報サービス
の利用設定を確認→［次へ］
※利用を許可しない場合
は、チェックボックスを
オフにします。

バックアップと復元の
設定を確認→［次へ］
※ バックアップを利用しな
い場合は、チェックボッ
クスをオフにします。

［セットアップを
完了］

お客様の「名」、「姓」、
任意の「ユーザー名」
を入力→［次へ］

パスワードを忘れた場合の
質問、回答、予備のメールア
ドレスを入力→［作成］

内容を確認→ 
［同意して次へ］

画面に表示されてい
る文字列を入力→
［次へ］

 ●Gmail、Gmail連絡先、カレンダーなどを端末上で同期して使うには、初期
設定完了後に  →［設定］→［アカウント］→Googleアカウントをタッ
プして表示される「データと同期」で同期設定をする必要があります。

 ■文字入力方法
文字を入力するときは、メールの作成や連絡先の登録など、文字入力欄を
タップすると表示されるソフトウェアキーボードを使います。
ソフトウェアキーボード
日本語入力では「iWnn IME」で「テンキー」（かな入力）、「フルキー」（ロー
マ字入力）の2種類のソフトウェアキーボードを切り替えて使用できます。

入力が終了したら
 をロングタッチすると、ソフトウェアキーボードの表示／非表示を切り

替えられます。

《文字入力画面（テンキー）》

文字種切替キー
タップすると文字種を切り替えることがで
きます。また、ロングタッチで「テンキー」
「フルキー」を切り替えることができます。

《横画面》《文字入力画面（フルキー）》

《フリック入力画面》

ぬ

ねに

の

な左に
フリック

上に
フリック

キーに触れる

右に
フリック

下に
フリック

フリック入力
テンキーソフトウェアキーボードでキーに触れると、下の画面のようにフ
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。

次ページへつづく
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 ■STEP 3：au one-IDの設定
au one-IDを設定するとau one Marketに掲載されているアプリケーション
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 one-ID※ お客様のau one-ID（ユーザーID）となるau電話番号または
任意の文字列を登録します。

au one-ID 
パスワード au one-IDを利用する際のパスワードを登録します。

※ 他のユーザーと重複する「au one-ID」は登録できません。

［au one-ID］ ［OK］ ［au one-IDの設定・保存］

3

4

セキュリティパ
スワードを入力
→［OK］

※ 初期値は、契
約時に記載さ
れた4ケタの暗
証番号です。

パスワードを入力→内容を確認
して［利用規約に同意して登録］
※ au電話番号以外のお好きなau 
one-IDの新規登録を行う場合
は、［お好きなau one-IDを新
規登録したい方はこちら］より
新規登録を行ってください。
※ すでにお持ちのau one-IDを設
定する場合は、［取得済みのau 
one-IDを登録したい方はこち
ら］より設定してください。

au one-IDの 
設定完了 

→［設定画面へ］
※ 引き続き、［設
定画面へ］を
タップし、パス
ワード再発行の
ために必要な情
報を登録してく
ださい。

5 6

7

「生年月日」、「秘密の質問」と「答え」
を入力→「入力完了」→［設定］

生年月日、秘密の質問と答
えの登録が完了→［終了］

［アカウントの追
加完了］→［完了］
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 ●初期設定完了後にホーム画面で   →［設定］→［アカウント］→［ア
カウントの追加］と操作してもアカウントを追加することができます。

このたびは、MOTOROLA RAZR™ IS12M（以下、「IS12M」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した。
本書では、IS12M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。
基本的な操作については、同梱の『クイックスタートガイド』をご参照ください。

設定ガイド
はじめに
お読みください

2012 年 2月第 1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：�モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社
製造元：�Motorola�Mobility,�Inc.

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。
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、画面の上下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。
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●基本操作
各部の名称や基本操作を説明しています。

●初期設定
■ STEP 1：Googleアカウントの設定
Androidマーケットからアプリケーションを
ダウンロードするために行います。Gmailや
YouTube、Googleマップ、Googleトークなど
のサービスを利用するためにも必要です。

■ STEP 2：Motorola Service契約書の確認
本製品を使用するにはMotorola Service契約
書に同意する必要があります。

■ STEP 3：au one-IDの設定
au one Marketからアプリケーションをダウン
ロードするために行います。

■STEP 4：紛失端末対応の設定
IS12Mを盗難・紛失された場合に備え、必要な
設定を行います。

■ STEP 5：基本操作の確認
通知パネルの開きかた、ロングタッチ（タップ
アンドホールド）の操作方法、メニュー（オプショ
ンメニュー）の表示方法を実際に操作して確認
します。

■ STEP 6：Wi-Fi®の設定
Wi-Fi®ネットワークの設定を行います。

■ STEP 7：Eメール設定とEメールアドレスの
変更

Eメール（～@ezweb.ne.jp）を利用するために
行います。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。

●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。

●連絡先をインポートする
これまでお使いのau電話から、連絡先データを
移行できます。

●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。

●電池消費を軽減する
設定をこまめに切り替えることで電池の消費を
抑えられます。

お買い上げ後、初めてIS12M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。表示に沿って設定を行ってください。

2１

［作成］
※ 既にGoogleアカウ
ントをお持ちの場合
は、「ログイン」をタッ
プしてください。

※あとでGoogleアカ
ウントを設定する場
合は、「スキップ」を
タップしてください。

画面中央の
Androidロボを

タップ

3

 ■STEP 1：Googleアカウントの設定
Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Androidマーケット」、
「Googleトーク」などのGoogle社のアプリケーションを利用できます。
主な設定項目は次の通りです。（次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、
「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予
備のメールアドレス」について、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）。

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

4

2
 ■STEP 2：Motorola Service契約書の確認

［モトローラの 
利用規約］

MotoCast IDをお持ちで
ない場合は、「いいえ、復
元しない」を選択し、「次
へ」をタップします。
※ MotoCast IDをお持ちの
方は、「はい、今すぐ復元
する」を選択し、「次へ」を
タップすると、MotoCast 
IDのログイン画面に進みま
すので、そこでログインす
ると、以前の端末の状態を
復元できます。

利用条件を確認 
→［読み取り完了］

「同意する」にチェック
を入れる→［次へ］

3
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電話をかける／受ける 電池消費を軽減する
 ■電話番号を入力して発信する

 ■  「切り替え：電源管理」ウィジェットについて

「切り替え：電源管理」ウィジェットを利用して、Wi-Fi®、Bluetooth®、
GPS機能、自動同期、画面の明るさの設定ができます。設定をこまめに
切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

ホーム画面で［電話］

１ 2 3

［電話］ 電話番号を入力→
［     ］

 ■連絡先から発信する

ホーム画面で 
　［電話］ →［連絡先］

１ 2

電話をかける相手
をタップ

3

［ ］

 ■電話を受ける
１

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。
 ●IS12Mでは、パソコン版WEBページでのご確認となります。
 ● 「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。

連絡先をインポートする
これまでお使いのau電話から、microSDメモリカードを使ってIS12M
に連絡先データを移行することができます。
１

［au one］

［請求書をWEBで
見る（WEB de 
請求書）］

１

5

［サポート］ ［auお客さまサ
ポート］

１

［ウィジェット］ウィジェットの入る 
ホーム画面で背景を 
ロングタッチ

3

フリックしてスクロール
→［切り替え：電源管理］

2

6

3

7

4

ホーム画面で 
［電話］

「連絡先のインポー
ト元」の［SDカード］

4

2 3

着信画面で［電話に出る］
※ 着信を拒否する場合は「着
信拒否」をタップします。

通話が開始される 電話を切る場合は、
［電話を切る］

2 3

 ■  「切り替え：電源管理」ウィジェットを追加する

※ 以降の操作など、
詳細はサイトにて
ご確認ください。

表示を確認する

※ 連絡先がインポートさ
れます。

 →［連絡先を 
管理する］

［連絡先］

ホーム画面で 
［アプリ］

フリックして
スクロール→

［請求内容・お支払い］

 Wi-Fi®
Wi-Fi®のオン／オフを切り替えることができます。
 Bluetooth®

Bluetooth®機能のオン／オフを切り替えることが
できます。
 画面の明るさ

「自動調整」「暗い」「通常」「明るい」の4種類の明
るさに切り替えることができます。
 自動同期

アプリケーションの自動同期のオン／オフを切り
替えることができます。
 GPS機能

GPS機能のオン／オフを切り替えることができます。

3 3１ １

１

4
１

4

7

10

2 2

2 3

5
2

5

8

6
3

6

9

7

ホーム画面が表
示される

8

 ■STEP 4：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。

安心セキュリティパックをお申し込みいただいた場合、初期設定終了後、「ウ
イルスバスター™ モバイル for au」の設定も行ってください。
初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。
ホーム画面で［アプリ］→［auお客さまサポート］→［同意する］→画面に従っ
てご利用方法を選択→［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 モバイル for au］→画面の指示に従って操作
※ 安心セキュリティパックのご利用については、auホームページより『取扱説
明書（詳細版）』をご参照ください。

［2］→画面表示に
従ってロングタッチ

Eメールアドレスを確認→［閉じる］
［1］→画面表示に従って 
ステータスバーを下にスライド

ホーム画面で［Eメール］

ホーム画面で 
［Eメール］

内容を確認して［同意します］

［閉じる］

内容を確認→［OK］

内容を確認→ 
［承諾する］

［閉じる］

通知パネルの下
部をタップ

内容を確認→［OK］

［アクティブ化］  →［終了］

［3］→ 
 →［Eメール設定］

※ Eメール設定画面が表示されます。

［Eメールアドレスの変更］

Eメールアドレス
を入力→［送信］

［よくできました。タップ
して閉じてください。］ ［アドレス変更・

その他の設定］

暗証番号を入力→［送信］

［OK］

［×］

IS12MのWi-Fi®設定方法は次の2通りから選びます。
Wi-Fi®ネット 
ワーク選択設定

検索されたWi-Fi®ネットワークから選択して設定します。
セキュリティが設定されたWi-Fi®ネットワークを選択した
場合は、セキュリティキーの入力が必要です。

Wi-Fi®ネット
ワーク手動設定

手動でWi-Fi®ネットワークを追加します。
あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

 ●接続するWi-Fi®ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

 ■STEP 6：Wi-Fi®の設定
家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、
インターネットに接続できます。

１

Wi-Fi®が有効になり、利用可能なWi-Fi®ネットワークを検出します。検出
されると、検出されたWi-Fi®ネットワークのネットワーク名とセキュリティ
設定が、「Wi-Fiネットワーク」セクションに表示されます。

電子書籍 Webサイト音楽映像

大容量コンテンツを手軽に楽しめる
外出先で

公衆無線LAN

ご自宅で

無線LAN親機
IS12M

Wi-Fi®ネットワーク選択設定を利用する場合
１

手動でWi-Fi®ネットワークの設定を行う場合
１

ホーム画面で   →
［設定］→［ワイヤレ
スとネットワーク］→
［Wi-Fi設定］

「Wi-Fi」に
チェックを 
入れる

Wi-Fi®が有効の
状態

2 3 接続するWi-Fi®ネッ
トワークをタップ

パスワード（セキュリティ
キー）を入力→［接続］

Wi-Fi®ネットワーク
に接続

2 3

［Wi-Fiネット
ワークを追加］

ネットワークSSID
とセキュリティを
入力→［保存］

Wi-Fi®ネットワーク
に接続

2 3

 ■STEP 5：基本操作の確認
画面表示に従って、通知パネルの開きかた、ロングタッチ（タップアンドホー
ルド）の操作方法、メニュー（オプションメニュー）の表示方法を確認します。

 ■STEP 7：Eメール設定とEメールアドレスの変更
Eメールの初期設定をする
Eメール（～@ezweb.ne.jp）のご利用には、IS 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。
 ●au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で
利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

Eメールアドレスを変更する
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が、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。

連絡先など大切なデータを守るため、
定期的にmicroSDメモリカードにエク
スポートしてください。

１ 2

［Eメール情報］ Eメールアドレスを確認

Eメールアドレスを確認するには
設定したEメールアドレスを確認するには、Eメール設定画面で［Eメー
ル情報］をタップします。

 ●普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをIS12Mに設定する
と、パソコンと同じようにIS12Mからメールを送受信できます。詳しく
は、取扱説明書（詳細版）をご参照ください。

2

 ●普段パソコンなどで利用しているメールアカウントをIS12Mに設定する
と、パソコンと同じようにIS12Mからメールを送受信できます。詳しく
は、取扱説明書（詳細版）をご参照ください。

 ●画面ロック中に着信したときは、次のように操作します。
電話を受けるには「   」を右へドラッグします。
着信を拒否するには「   」を左へドラッグします。

 ●本書では「microSDHC™メモリカード」および「microSD™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。
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