
● ロック解除画面のリングを上方向に
スライドします。

● 一定時間、何も操作しないと画面の
表示が消えます（スリープモード）。

 電源ボタン（　ボタン）を押して画面
を表示させてから、画面ロック解除
の操作をします。
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●　初期設定について

■キーの基本操作
■タッチパネルの基本操作 ■電源を入れる

■画面ロックを解除する

■電源を切る

■文字入力基本操作

初期設定 データ閲覧・再生（データフォルダ）

Googleアカウントの設定について

■電話のかけかた ■電話の受けかた

■データフォルダ内のデータについて

入力モード

①
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●microSD内のデータ閲覧・再生方法

■電話帳の移行について

■連絡先から電話をかける

■通話履歴から電話をかける

このたびは、HTC EVO 3D ISW12HT（以下、「ISW12HT」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。
この『設定ガイド Android 4.0 対応版』では、Android 4.0 へ
のメジャーアップデート（OS更新）後の主な基本操作・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、『取扱説明書（詳細版） Android 4.0 対応版』、本製品内で利
用できる『取扱説明書』アプリケーションをご参照ください。
ご使用の前に必ず『取扱説明書（詳細版） Android 4.0 対応版』
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。

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。

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
してください。

Google+ に参加する場合は
Google+ に参加する▶画面
の指示に従って操作
※ Google+ に参加しない場合は
今は設定しないをタップします。

次へ
※ ソーシャルネットワーク
の設定をする場合、ご使用
のサービスをタップして
設定を行ってください。

完了
以上で初期設定は完了です。
※ 他の電話機から連絡先やメッセージ
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デー
タを転送してください。

姓・名を入力▶次へ ユーザー名を入力▶次へ
※ すでに他のユーザーが使用
しているユーザー名は使用
できません。

パスワードを入力▶次へ パスワードを忘れたときに
使用する予備のメールア
ドレスと質問、答えを入力
▶次へ

内容を確認▶同意する 画面に表示されている
文字列を入力▶次へ

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▶次へ

Englishまたは日本語を
選択▶次へ

接続タイプ インターネットの接続
方法を選択

データの同期 接続するアクセスポイントを
選択▶パスワードなど必要に
応じて入力▶接続▶次へ

ISW12HT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

Googleの位置サービスを
利用するかどうかを選択
▶次へ

使用状況報告についての
内容を確認▶次へ

Google

・ 初期設定は、必要に応じて次の操作でやり直すことができ
ます。

 ホーム画面で全てのアプリ▶初期設定
・ Wi-Fi接続の設定、Googleアカウントの登録、各種SNS
サービスアカウントなどの設定ができます。

・ Googleアカウントを登録すると、Gmail、Google Play、
GoogleマップなどのGoogle社が提供するサービスを利
用できます。

※ 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールされている
アプリケーションは予告なく変更される場合があります。

※ 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。

Googleアカウントの設定を行うと、Gmail、Google 
Play、Google マップなどのGoogle社のアプリケーショ
ンを利用できます。Googleアカウントの登録は初期設定
ウィザード中に表示されます。

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。

ロングタッチ
メニューや項目などに指を触れた
状態を保ちます。

フリック
画面を指で素早く上下左右にはらう
ように操作します。

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。

　ボタンを長押しする
しばらくするとロック画面が表示されます。

テキストや数字の入力が必要なアプリケーションを起動し
たときや、文字入力エリアを選択したときに、ソフトウェア
キーボードが使用できます。

①文字入力キーに割り当てられている１つ前の文字に戻ります。
②カーソルキーを左に移動します。
③英数カナ変換を行います。
④入力モードを切り替えます。
⑤カーソルの前の文字を削除します。
⑥カーソルキーを右に移動します。
⑦スペースの入力、または連文節変換を行います。
⑧改行や入力中の読みを確定します。
⑨濁点・半濁点の入力、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「、」と「。」を入力します。

電源ボタン
電源ONにします。

ディスプレイ
（タッチパネル）
指でタッチして操作します。

ホームボタン
ホーム画面に戻ります。

メニューボタン
操作中に使用できるメニュー
を表示します。

検索ボタン
現在表示している画面または
アプリケーションに関連する
情報を検索します。

戻るボタン
１つ前の画面に戻ります。

1.ホーム画面で　 をタップ

2.ダイヤルキーをタップして
　 相手の電話番号を入力

3.ダイヤル

4.通話が終了したら通話を終了

1.ホーム画面で　 ▶連絡先

2.連絡先をタップ

3.かけたい電話番号をタップ

1.ホーム画面で　 ▶通話履歴

2.連絡先または電話番号をタップ

1. 電話がかかってきたら応答

2.通話が終了したら通話を終了

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ISW12HTにデータを移行することができます。

1. 今までお使いの電話のデータ（アドレス帳）を
microSDメモリカードへ移行する
・ 詳しくは現在お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧くだ
さい。

2. バックアップデータの入っているmicroSDメモリ
カードをISW12HTに装着する

3. ホーム画面で　 ▶連絡先

4. メニューボタン　 ▶インポート /エクスポート

5. SDカードからインポート

※SDカードにエクスポートを選択すると、連絡先データを
バックアップできます。

6. 「アカウントに連絡先を作成」が表示された場合は、
本体を選択する

7. バックアップデータ（vCard ファイル）を選択
・ 1つのバックアップデータを移行するとき：
vCard ファイルを１つインポート▶OK▶
移行する vCard ファイルをタップ▶OK

・ 複数のバックアップデータを移行するとき：
複数の vCard ファイルをインポート▶OK　
移行する vCard ファイルにチェックを付ける▶OK

・ すべてのバックアップデータを移行するとき：
すべての vCard ファイルをインポート▶OK

プログレスバーの表示が消えたら、電話帳の移行は完了
です。

　ボタンを長押し▶電源OFF

ホーム画面で全てのアプリ▶初期設定をタップすると初期
設定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。

これまでお使いの携帯電話から、microSDメモリカード
を介してISW12HTでデータを閲覧・再生する手順を
説明します。

携帯電話からmicroSDメモリカードフォルダに移行した
データはmicroSDメモリカードから利用することにな
ります。

アプリケーションから閲覧・再生＊したいデータを選択
します。
＊ これまでお使いの携帯電話で保存していた、著作権付き
のデータについては、ISW12HTへの引継ぎができません。

閲覧・再生可能なデータは以下の通りです。
・ 写真ファイルや動画ファイル ： 「ギャラリー」にて閲覧・
再生可能

・ 音楽ファイル ： 「音楽」にて再生可能
・ Excel、Word、PowerPoint：「Polaris Office」にて閲覧
編集可能

・ PDFデータ：「Adobe Reader」にて閲覧可能

ホーム画面で全てのアプリを
タップ

閲覧・再生したいアプリ
ケーションをタップ
※ 例として「ギャラリー」を
選択します。

表示されるデータから再生したいデータを選択すると、
microSDメモリカードに保存されているデータが表示さ
れます。



Wi-Fiの設定Eメールの設定

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
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。

au IDの設定 WiMAX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。

本書に記載の設定方法でWi-Fiの設定を行う際は、設定し
たい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる
環境で設定を行う必要があります。

Wi-Fiの設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID

パスワード

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

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

モバイルWiMAXサービスを利用すると、外出先など
で動画のストリーミング再生や音楽ダウンロードなど、
大容量データを快適にやりとりできます。
さらに複数台の無線LAN機器を同時接続できる、
モバイル無線LANルーターとしてもご利用いただく
ことができます。

バッテリーの節約について WEB de 請求書の利用方法
ISW12HTを長時間使用したい場合、使用していない
機能（WiMAX機能、Wi-Fi機能、Bluetooth機能、Wi-Fi
テザリング、および GPS 機能）をオフにするとバッテ
リーの消費を抑えることができます。

「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。

●ISW12HT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。

au サービスリスト

auお客さまサポート

サイトへアクセス

請求内容・お支払い

請求書をWEBで見る（WEB de 請求書）

ホーム画面で全てのアプリ

■Eメールの初期設定
■Eメールアドレスの変更 ■Eメールアドレスの確認

※ 本サービスは UQコミュニケーションズ株式会社の
　 提供するWiMAXに対応したサービスです。
※ WiMAXを有効にした場合、電池の消費が大きくなり 
　 ます。WiMAXを使用していないときは、WiMAX機能
　 をオフにすることをおすすめします。

＊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。

※ 以後の操作など、詳細はサイトにてご確認ください。

※ 他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

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。

ホーム画面で全てのアプリ▶メールをタップすると、PC
メール（POP3／IMAP4）や会社の Exchange Server
メール、Gmail、Yahoo! Mail、Windows Live Hotmail
の設定を行うことができます。
詳細は、『取扱説明書（詳細版） Android 4.0』をご参照く
ださい。

au ID を設定すると au 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。
主な設定項目は次の通りです。

au ID※

お客様の au 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 IDパスワード

au IDを利用する際のパスワードを登録します。

「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、左記の「Eメー
ルアドレスの変更」をご参照ください。

PCメール設定について

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▶OK

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

　　 をタップして
Onにする

WiMAXのサービスエ
リア内では画面上部に
　 が表示されます。

ホーム画面で全ての
アプリ▶au ID設定

内容を確認▶OK au IDの設定・保存を
タップ

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桁の
暗証番号です。

「au ID 新規登録」画面にお
いて、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から設
定してください。
電話番号以外のお好きな 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から
新規登録を行ってください。

au IDパスワードを入力
▶利用規約に同意して
新規登録

au ID の設定は完了です。
※ 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。

生年月日、秘密の質問と
答えを入力し、入力完了
▶設定をタップ

生年月日、秘密の質問と
答えの登録が完了しました。

WiMAXをタップ 　　 をタップして
Onにする

再度接続するときは、
WiMAXサービスの
スキャンをタップ

確認画面や利用規約が表示されたときは、画面の指示に従っ
て操作すると、auサービスリストが表示されます。

「Eメール設定」画面で
Eメール情報をタップ

ISW12HTのEメール
アドレスが表示されます。

※ au電話からの機種変更の場合やメジャーアップデートの場
合、設定は不要です。

1.ホーム画面で　 

2.内容を確認▶OK

3.閉じる

※ 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。

※ 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。
Wi-Fiを使用していないときは、Wi-Fi機能をオフにするこ
とをおすすめします。

ホーム画面でメニュー
ボタン　　を押す

設定をタップ Wi-Fiをタップ

接続するネットワークを
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。

ホーム画面でメニュー
ボタン　　を押す

設定をタップ

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。

メニューボタン　　を押す


