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■■文字入力の基本操作
本製品では、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。
画面のキーをタップして文字を入力します。
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a キーに割り当てられている1つ前の文字を表示し
ます。

b カーソルを左／右に移動したり、変換時の文字の
区切りを変更します。

c 記号と顔文字一覧を表示します。
d 入力モードを切り替えます。
e 大文字／小文字を切り替えたり、濁点／半濁点を
付けます。

f 各キーに割り当てられた文字を入力できます。
g カーソルの左にある文字を削除します。
h 手書き入力ができます。
i 入力中の文字を確定／改行します。

フリック入力について

キーを上下左右にフリックすることで、キーを繰り
返してタップすることなく、入力したい文字を表示
することができます。キーをロングタッチすると、
フリック入力で入力できる候補（フリックガイド）
が表示されます。入力したい文字が表示されている
方向にキーをフリックすると文字が入力できます。

フリックガイド

音声入力について

文字入力画面で  をロングタッチ → ［入力モード
切替］ → ［音声入力］ → ［音声入力開始］とタップす
ると音声入力画面が表示されます。
音声入力画面で送話口（マイク）に向かって入力し
たいキーワードを話します。

電源キー
●電源ON
　長押しします。
●電源OFF
　長押し→［電源を切る］

ディスプレイ（タッチパネル）
ディスプレイに表示される項目やキーなどを直接
指でタッチして操作します。

メニューアイコン
ホーム画面から、ウィジェット、壁紙、ヘルプ、
設定を操作できます。

戻るアイコン
1つ前の画面に戻ります。

ホームアイコン
ホーム画面を表示するときなどに使用します。

履歴アイコン
操作の履歴から各機能にアクセスできます。

■■タッチパネルの基本操作

タップ
メニューや項目に軽
く触れて、すぐに指
を離します。

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。 

ロングタッチ
メニューや項目に指
を触れた状態を保ち
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。

はじめにお読みください

■PTL21設定ガイド
このたびは、「VEGA（PTL21）」（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。
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『取扱説明書』や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。
ご使用の前に必ず『取扱説明書』の「免責事項」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。

■● 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
Googleアカウント、au ID、バックアップ、auウィジェット、無線LAN（Wi-Fi®）機能、
au Wi-Fi SPOT、画面モード切替などの設定を行います。

■● Eメールの設定とバックアップ
～@ezweb.ne.jpの初期設定などを行います。Eメールのバックアップ方法も説明します。

■● 電話をかける
着信履歴／発信履歴や電話帳を利用してかけることもできます。

■● 電話を受ける
応答を保留することもできます。

■● 連絡先の移行
これまでお使いのau電話からデータを移行することができます。

■● 赤外線による送受信
赤外線で連絡先を送受信する操作を説明しています。

■● 電池消費の軽減
「省電力」を設定することで、電池の消耗を抑えることができます。

基本操作 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、自動的に初期設定画面が表示されます。

■■Googleアカウント
Googleアカウントをセットアップすると、GmailやGoogle PlayなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。
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。

初期設定画面で■
［開始］をタップ

［アカウントを作成］
をタップ
※ すでにGoogleアカ

ウントをお持ちの場
合は、［ログイン］を
タップします。

姓・名を入力→［次へ］
をタップ

メールアドレスを入力
→［次へ］をタップ
※ 他のユーザーがすでに

使用しているユーザー
名は使用できません。

パスワードとパス
ワードの確認を入力
→［次へ］をタップ

パスワードを忘れた場合
に使用する質問と答え、■
予備のメールアドレスを■
入力→［次へ］をタップ
※ 予備のメールアドレスは、パス

ワードを忘れた際などに使用
します。入力を省略できます。

Google+に参加する
かどうかを設定

[Google+に参加する]選択した場合　

内容を確認→［次へ］
をタップ

性別を選択→■
［同意する］をタップ

画面に表示されてい
る文字列を入力→■
［次へ］をタップ

必要に応じて
Google■Playの設定
を行う

バックアップの設定を
確認→［次へ］をタッ
プ

位置情報利用の内容
を確認→［次へ］を
タップ

［完了］をタップ

初期設定（つづき）
■■au■IDの設定

主な設定項目は次のとおりです。（次の項目以外にお客様の「秘密の質問と答え」、「連絡先Eメールアドレス」、「生年月日」、「性別」の登録が必要となります。）
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。
ニックネーム au Marketでコメントを記載する際に利用するニックネームを登録します。 ※他のユーザーと重複する「au ID」は登録できません。

パスワード再発行
のために必要な 
情報を登録します。

「生年月日」「秘密
の質問」「答え」を
入力し、［入力完了］
をタップします。

［設定］をタップして
登録完了です。
au ID設定メニュー
で［終了］をタップ
します。

ホーム画面で■
［■ ■（アプリ）］→■
［auかんたん設定］
をタップ

［次へ］をタップ ［登録］をタップ 内容を確認→［OK］■
をタップ

［au■IDの設定・保
存］→セキュリティ
パスワードを入力→
［OK］をタップ

パスワードを入力→
［利用規約に同意して
新規登録］をタップ

［設定画面へ］を■
タップ

※ au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]より新規登録を行ってください。

※ 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]より設定してください。

■■無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定
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無線LAN

（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。無線LAN（Wi-Fi®）機能の設定をする前に、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。使用していないときは、無線LAN（Wi-Fi®）機能をOFFにすることをおすすめします。

ホーム画面で［■ ■］
→［au■Wi-Fi接続
ツール］→［同意する］
をタップ

［本体のWi-Fi設定］を
タップ

無線LAN（Wi-Fi®）機
能が有効になり、利用可
能なWi-Fi®ネットワー
クが検出されます。

接続するWi-Fi®ネット
ワークのSSIDをタップ
※ 接続したいWi-Fi®ネット

ワークが表示されていな
い場合は、[ネットワーク
を追加]をタップして手
動で入力してください。

パスワードを入力→■
［接続］をタップ
※ セキュリティが設定

されていないWi-Fi®
ネットワークを選択
した場合、この操作
は不要です。

画面上部に  が表示 
されたら設定完了です。

■■バックアップの設定
Friends Noteを利用して、アドレス帳、写真、動画などを自動的にバックアップ
するように設定することができます。

［同意する］をタップ ［次へ］をタップ

■■au■Wi-Fi■SPOTの設定
au Wi-Fi SPOTは外出先で快適な高速インターネットが可能となる公衆無線LANサービスです。

「■au IDの設定」の 
4 ～ 8の手順に 
従って操作して 

ください。

ホーム画面で［■ ■］
→［au■Wi-Fi接続
ツール］をタップ

［初期設定］をタップ ［OK］をタップ ［au■IDを設定］をタッ
プ

［au■Wi-Fi■SPOT設
定］をタップ

［自動接続設定］に
チェックを付ける

■■画面モード切替の設定
本製品には、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「シンプルモード」が用意さ
れています。

■■シンプルモードに切り替える
方法1

ホーム画面で［■ ■］
→［ｼﾝﾌﾟﾙﾓｰﾄﾞ］を■
タップ

［OK］をタップ シンプルモードに切り替
わります。

方法2

ホーム画面で［■ ■］
→［設定］→［モード
切替］をタップ

［シンプルモード］→
［OK］をタップ

シンプルモードに切り替
わります。

■■通常モードに切り替える
以下の操作で通常モードに切り替えることができます。
ホーム画面で[メニュー ]→[設定]→[モード切替]→[通常モード]→[OK]をタップ

■■auウィジェットの設定
auウィジェットは最新の情報を最適なタイミングでお客様にお届けするウィジェットです。

［利用規約］をタップ→
内容を確認→［同意しま
す］にチェックをつける

［次へ］をタップ ［設定を終了］をタッ
プ



電池消費の軽減
■■電源管理ウィジェットを利用する

電源管理ウィジェットで、利用していない機能をこまめにOFFにしたり、画面の明るさ
を暗めに調整す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［■ ■］→■
［ウィジェット］をタップ

［電源管理］をロング■
タッチし、ホーム画面に■
ドロップ

設定を切り替える機能の■
アイコンをタップ

■■省電力を設定する

ホーム画面で［■ ■］→■
［設定］をタップ

［省電力モード］をタップ 各項目を設定

Eメールの設定とバックアップ
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

ホーム画面で［Eメール］
をタップ

内容を確認して［接続する］をタップ
Eメールの初期設定が完了するとお客様の
Eメールアドレスが表示されます。

赤外線による送受信
■■赤外線で連絡先を受信する

ホーム画面で［■ ■］→■
［赤外線］→［赤外線受信］
をタップ

受信待機の状態になります。 「認証コード」が表示され
た場合は、4ケタの数字
（認証コード）を入力して
［OK］をタップ

受信が開始されると「受信
中」と表示されます。

受信が完了すると、上記画
面が表示され、電話帳へ登
録されます。

「○○○を電話帳に登録し
ますか？」と表示された
ら［OK］をタップ

■■赤外線で連絡先を送信する

送信が完了すると、赤外線通信
が自動的に終了します。

ホーム画面で［■ ■］→■
［赤外線］→［赤外線送信］
をタップ

[電話帳]をタップ 送信したい連絡先をタッ
プして選択後、［■ ■］→■
［はい］をタップ
※ 連絡先を複数選択した場

合は、4ケタの数字（認
証コード）を入力して

［OK］をタップします。

送信待機の状態になります。 送信が開始されると「送信
中」と表示されます。

連絡先の移行
これまでお使いのau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。

電話をかける
■■電話番号を入力して電話をかける

ホーム画面で［電話］を■
タップ

電話番号を入力→■
［発信］をタップ

■■連絡先から電話をかける

電話番号入力画面で■
［電話帳］をタップ

電話をかけたい相手を■
タップ

［■ ■］をタップ

※ 電話番号入力画面の［通話履歴］から電話をかけることもできます。

■■応答を保留する
保留中は、発信元に電話に出られない旨のガイダンスが流れます。

保留状態になり、相手の方に
保留中であることを音声ガイ
ダンスでお知らせします。

着信中に［メニュー］→■
［応答保留］をタップ

電話に出るときは［通話］
をタップ

電話を受ける
■■通話する

通話が開始されます。

着信中に［■ ■］を右に■
ドラッグ

電話を切るときは［切断］
をタップ

■■Eメールアドレスの確認

［Eメール情報］をタップ [Eメールアドレス]欄にお客
様のEメールアドレスが表示
されます。

■■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、変更することができます。

［アドレス変更・その他の
設定］→内容を確認→
［接続する］をタップ

［Eメールアドレスの変更］
をタップ

暗証番号を入力→■［送信］
をタップ

内容を確認→［承諾する］
をタップ

Eメールアドレスを入力→
［送信］をタップ

［OK］をタップ

■■Eメールのバックアップ
EメールをフォルダごとにmicroSDメモリカード※にバックアップすることができます。
また、microSDメモリカードに保存したバックアップデータを本製品へ読み込むことができます。

※ microSDメモリカードが挿入さ
れていない場合は、内部メモリ
にバックアップされます。

バックアップ先のディレクトリ： 
・ microSDメモリカードの場合 

/mnt/external_sd/private/
au/email/BU

・ 内部メモリの場合 
/mnt/sdcard/private/au/
email/BU

［バックアップ・復元］→
［バックアップ］をタップ

バックアップしたいフォル
ダにチェックをつける→
［OK］

■■Eメールの各種設定（共通）

■■Eメール■
アドレスの変更

■■Eメールのバックアップ

■■Eメール■
アドレスの確認

ホーム画面で［Eメール］
をタップ

［■ ■］をタップ→■
［Eメール設定］をタップ

各種Eメール設定を■
行います

■■エクスポート

［電話帳エクスポート］を
タップ

［SDカード］→［OK］
をタップ

*連絡先のエクスポート先：/mnt/external_sd
*ファイル名の例：ex_00001.vcf

※PCメールでは、au one メールなどの普段パソコンで使用しているメールアカウントを設定して、本製品からメールを送受信できます。
※Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。本製品からGmailの送受信などができます。パソコンや本製品のブラウザからもGmailを利用し、メール情報を共有することができます。

■■連絡先のインポート／エクスポート方法（共通）

■■インポート
■エクスポート

ホーム画面で［■ ■］を■
タップ

［電話帳］をタップ ［■ ■］→［インポート/■
エクスポート］をタップ

■■準備（インポート時のみ）
これまでお使いのau電話の連絡先（アドレス帳）を
microSDメモリカードに保存し、本製品にセット
※ 保存方法については、これまでお使いのau電話の 

取扱説明書などをご参照ください。

■■インポート

複数のアカウントが登録
されている場合は、どの
アカウントに登録するか
を選択する画面が表示さ
れます。
画面の指示に従って操作
してください。

［電話帳インポート］をタップ ［SDカード］をタップ 項目を選択→[OK]を
タップ
※ 「1つ」もしくは「複数」

インポートする場合、画
面に従って、インポート
したいvcfファイルを選択
し、[OK]をタップします。


