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ごあいさつ
このたびは、MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M（以下、「本製品」
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。
ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管して
ください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお
客さまセンターまでご連絡ください。
本書では、クイックスタートガイド、セーフティガイド、ユーザーガイ
ドを総称して取扱説明書と表記します。

取扱説明書ダウンロード
本製品の取扱説明書は、「クイックスタートガイド」「セーフティガイ
ド」「ユーザーガイド」をご用意しており、auホームページからダウン
ロードできます。
パソコンから：http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
なお、「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」は本製品に同梱
されております。
また、ユーザーガイド（本書）は、本製品には同梱されておりません。
ユーザーガイドでは主に、本製品の基本的な操作や主な機能の概要を
中心に記載していますので、同梱の「クイックスタートガイド」「セーフ
ティガイド」で記載されていることを割愛している場合があります。あ
らかじめご了承ください。

◎ お買い上げ時は、microSDカードは使用できません。今後、ソフトウェア
アップデートにて、microSDカードに対応する予定です。最新情報は、au
ホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。

◎ ユーザーガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは
異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

◎ 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カード」と省略しています。

免責事項について
◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者に

よる行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異
常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を
負いません。

◎ 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記載内容の
変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切
責任を負いません。

◎ 『ユーザーガイド』（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた
損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤
動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 事故や本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本体や
microSDカードに登録されたデータなどが変化または消失するこ
とがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利
益に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 大切なデータは別途パソコンのハードディスクなどに保存してお
くことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失し
てしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社と
しては一切責任を負いません。

※ 本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
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.

◎ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
◎ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
◎ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記

載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

2011年春発売時においてmicroSDカードはご利用いただけませんでしたが、2011年6月中旬以降、お客様ご自身で、ソフトウェアアップデートしていただくことにより、
microSDカードをご利用いただくことができるようになりました。詳細につきましては、auホームページでご確認ください。
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はじめに

各部の名称と機能

お知らせランプ

前面カメラ

充電ランプ

10.1インチ 
ディスプレイ
（タッチスクリーン）

前面カメラランプ
前面カメラを使用
しているときに点
灯します。

HDMIマイクロ出力端子
microUSB端子 充電端子

ドック接続端子（ドックは別売）

マイク

ステレオイヤホン端子背面カメラ

スピーカー

スピーカー

音量ボタン

microSDカード
スロット

カメラライト

電源ボタン
短く押す：スリー
プモードを起動
する／終了する
長く押す：電源
を入れる／切る
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◎	本製品はmicroSDカードスロットにプラスチックカードを挿入して出荷
しています。microSDカードを使用する際は、プラスチックカードを抜い
てから、microSDカードを挿入してください。

◎	microSDカードには、表裏／前後の区別があります。	 	
無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがありま
す。

■	microSDカードを取り外す
microSDカードをカチッと音がするまでゆっくり押し込みます。
カチッと音がしたら、microSDカードに指を添えながら手前に戻して
ください。microSDカードが少し出てきます。microSDカードをまっす
ぐ引き出してください。

◎	強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますの
でご注意ください。

◎	本製品は無線LAN機能（Wi-Fi®）専用端末です。SIMカードはご利用になれ
ませんので、ご注意ください。

microSDカードの取り付けかた／取り外しかた
microSDカードの取り付け／取り外しは、microSDカードスロット
カバーを取り出してから行います。

◎	お買い上げ時は、microSDカードは使用できません。今後、ソフトウェア
アップデートにて、microSDカードに対応する予定です。最新情報は、au
ホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。

◎	microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃
を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

■	microSDカードを取り付ける
microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまでゆっ
くり差し込みます。

microSD

microSDカード
スロットカバー

microSDカードスロット

microSDカード

※ここにmicroSDカードを挿入しないでください。 
ここにはmicroSDカードスロットカバーが入ります。

2011年春発売時においてmicroSDカードはご利用いただけませんでしたが、2011年6月中旬以降、お客様ご自身で、ソフトウェアアップデートしていただくことにより、
microSDカードをご利用いただくことができるようになりました。詳細につきましては、auホームページでご確認ください。

◎�当社基準において動作確認したmicroSDカードは、次の通りになります。
その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発
売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

発売元 メモリ容量

東芝 2GB、4GB、8GB、16GB、32GB

SanDisk 2GB、4GB、8GB、16GB、32GB

Samsung 2GB、4GB、8GB、16GB、32GB

※�本製品では、2011年5月現在販売されているmicroSDカードで動作確
認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームペー
ジをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいます
よう、お願いいたします。
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充電
付属のACアダプターを使って充電します。

充電時間は約150分です。

図の①、②、③、④の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で
取り外してください。

警告： アース線をガス管につながないでください。引火や爆発の危険が
あります。

警告： アース線は水道管につながないでください。配管の途中がプラス
チックになっていることがあり、アースの役目をはたしません。

注意： 電源ケーブルをコンセントにつなぐ前に必ずアース線をつない
でください。

 アース線を接続することで感電やノイズ防止に効果があります。
注意： アース線をコンセントに差し込んだり接触させないでください。

充電中はランプが点灯します。
電池レベルによって、点灯する色が変わります。
白色 充電中
緑色 充電完了

※ただし、本体の電源が入っているときは点灯しません。

①（アース）

③（コンセント）

④

②

アース口

本記載はアース線付きACアダプター（MOT11PQA）をお使いの場合の内容です。
ACアダプター02（MOT11PKA）をお使いの場合は、下記の通り接続してください。

図の①、②の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。
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起動
本製品を充電し、電源を入れます。

■	電源を切る
電源を切るときは、「電源を切る」ポップアップ画面が表示されるまで、

 （電源ボタン）を押したままにする→「OK」をタップしてください。

◎ 同梱の「セーフティガイド」には、本製品をお使いになる方やほかの人への
危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要
な内容を記載しています。必ずお読みください。

 お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みに
なり、正しい使いかたをご指導ください。

◎ 充電は、必ず付属のACアダプターを使用してください。microUSB端子に
充電機器を接続しないでください。microUSB端子は、データ送受信専用の
端子です。

2

H

15MP
HD Video 　　（電源ボタン）を長く

押して電源を入れます。

充電します（▶P.4）。

約150分

充電時間

◎ 電池パックには寿命があります。付属のACアダプターを本体に接続しても
作動しない場合には寿命の場合がありますのでご使用をおやめになり、au
ショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。電池は内蔵
型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利
用いただけない期間が発生します。あらかじめ、ご了承ください。なお、電池
パックの寿命はお客様のご使用状態によっても異なります。

◎ 周辺機器についてもっと知りたいときは、auホームページ
（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。

初期設定
初めて電源を入れたときは、初期設定を行います。
タッチスクリーンの操作については、「基本操作」（▶P.8）をご参照く
ださい。

◎ Googleアカウントの設定には、インターネット接続が必要です。

1	 	をタップして、使用する言語を選択し、「開始」をタップ
する

無線LAN機能（Wi-Fi®）設定画面が表示されます。
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2	接続するアクセスポイントをタップする

接続するアクセスポイントが検出されないときは、「スキップ」をタッ
プして、初期設定終了後に登録してください。

3	パスワード（セキュリティキー）を入力して、「接続」をタッ
プする

例：セキュリティが「WEP」の場合

アクセスポイントに接続すると、接続成功画面が表示されます。

4	「次へ」をタップする
現在地の位置情報の使用に関する画面が表示されます。

5	画面の説明をよく読み、「次へ」をタップする
許可しない場合は、チェックボックスをオフにします。

6	タイムゾーン、自動補正の設定、日付と時刻を設定して、
「次へ」をタップする

タイムゾーンは「日本標準時（東京）GMT＋9：00」を選択します。
日付と時刻を手動で設定する場合は、自動補正の設定を「OFF」にしま
す。

7	本製品にGoogleアカウントを設定する場合は、「次へ」を
タップする
Googleアカウントを設定すると、GmailやAndroidマーケットを使用
できます。
Googleアカウントを設定しない場合は、「スキップ」をタップします。

8	 Googleアカウントを作成する場合は、「アカウントを作
成」をタップする

既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、「メール」と「パスワード」を
入力して、「ログイン」をタップします。
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9	入力欄をタップして、上から順に「姓」「名」などを入力する

�	すべて入力して、利用規約を確認し、「同意して、アカウン
トを作成します」をタップする

Googleアカウントが作成され、バックアップの設定画面が表示されます。
Googleアカウントを本製品に設定できない旨のエラーメッセージが
表示された場合は、Googleアカウントは作成されています。

「戻る」などをタップして操作8まで戻り、作成したGoogleアカウント
を設定してください。

�	画面の説明をよく読み、「完了」をタップする
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。

�	「利用条件を見る」をタップする
利用規約が表示されます。

�	画面の説明をよく読み、「実行」をタップする

�	「同意する」のチェックボックスをタップしてオンにし、
「次へ」をタップする

◎ 既にお持ちのGoogleアカウントでサインインすると、連絡先およびカレン
ダーの予定が本製品に自動的に同期されます。

◎ Googleアカウントを http://mail.google.com/mail/signup で作成し、
そのアカウントでサインインすることもできます。

◎ Googleアカウントのアカウント名とパスワードは、お忘れにならないよう
ご注意ください。
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基本操作

本製品を使いこなすための基本的な操作を説明します。

タッチ&ナビゲーション
本製品のディスプレイはマルチタッチ対応のタッチスクリーンになっ
ており、指で直接触れて操作します。

◎ 指で強く押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付
けたりしないでください。

◎ タッチペンなどでは動作しません。指で操作してください。
◎ ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作すると誤動作の原因

となります。

タッチの種類
• タップ：画面の項目やアイコンを指で軽く触れます。アイコンを選択

したり、メニューを表示する場合などに使います。

• 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する場合などに使います。

• ドラッグ／フリック：画面を指で押さえながら移動します。リストを
スクロールしたり、リスト内をゆっくり移動する場合などに使いま
す。同様に、素早くはらうように触れることをフリックと呼びます。

XOOM_UG_web.indb   8 2011/04/28   17:54:43



9

基
本
操
作

• ドラッグ&ドロップ：画面の項目やアイコンを指で押さえながら移
動し、別の場所で指を離します。画面の項目やアイコンを移動する場
合などに使います。

• 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。写真やマップ、Webページを拡大表示する場合に使います。

• ダブルタップ：画面をすばやく2回タップします。Webページを拡大
表示する場合に使います。もう一度画面をダブルタップすると、元に
戻ります。

◎ フリックしてスクロールしたときは、画面をタップするとスクロールが止
まります。

◎ Googleマップを表示しているときは、画面を2本の指で触れて地図を回転
したり、地図の傾きを調整できます。

 

画面の回転
多くのアプリケーションでは、本製品を縦または横に持ち替えると画
面が回転します。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「画

面」をタップ→「画面の自動回転」をタップしてオンにする
と、本製品の向きに合わせて画面が回転します。

ナビゲーションボタンの使いかた
画面左下や右上にナビゲーションボタンが表示されます。
•    （バック）／   ：前の画面に戻ります。
•    （ホーム）：ホーム画面に戻ります。
•    （最近使用したアプリ）：最近使用したアプリケーションの一覧を

表示します。表示されたアプリケーションをタップすると、アプリケー
ションを表示できます。

•    （メニュー）：表示中の画面に関するメニューを表示します。
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ホーム画面
電源を入れたり、  （ホーム）をタップするとホーム画面が表示され
ます。ホーム画面には、最新情報が表示されます。ウィジェット、ショー
トカット、パネルを使用すると、家庭、仕事、遊びなどの、大事な情報を
確認できます。

ホーム画面の主な機能は以下の通りです。
•  （アプリケーションメニュー）：本製品にインストールされ

ているアプリケーションがすべて表示されます。
• ショートカット：お気に入りのアプリケーションやブックマーク、音

楽のプレイリストなどを配置できます。
• ウィジェット：最新情報が表示されます。「メール」ウィジェットのよ

うなウィジェットでは、ドラッグしたりフリックして、内容を確認で
きます。アプリケーションを起動する必要はありません。

カスタマイズ

アプリケーションメニュー
を表示します。

クイック検索
ウィジェット

アイコン

タップすると、通知パネル
を表示できます。

左右にフリックしたり、画面の端をタップ
すると、パネルを切り替えられます。

ショートカット

音声検索

• パネル：ホーム画面は複数のパネルで構成されており、左右にフリッ
クするとパネルを切り替えらます。また、パネルごとにウィジェット
やショートカットを配置できます。
• 中央のパネルを表示するには、  （ホーム）をタップします。

• アイコン：画面右下には、本製品の状態を示すアイコンが表示されま
す。

 無線LAN機能（Wi-Fi®）の電波状態を表します。
 電池の状態を表します。充電中は、  が表示されます。

◎ 画面はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、
ご了承ください。

ホーム画面のカスタマイズ
ホーム画面右上の  （カスタマイズ）をタップすると、カスタマイズ
画面が表示されます。カスタマイズ画面では、ホーム画面にウィジェッ
トやショートカットを追加したり、壁紙を変更することができます。

◎ ホーム画面に表示されているウィジェットやショートカットなどを移動し
たり削除するには、項目をロングタッチして、別の場所や別のパネルにド
ラッグ（移動）したり、右上に表示されるごみ箱にドラッグ（削除）します。

ウィジェット、ショートカット、
その他のアイテムを、表示し
たいパネルにドラッグします。
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通知
画面右下の時計をタップすると、通知パネルが表示されます。通知パネ
ルには、本製品の状態を示すアイコンや、通知などが表示されます。通
知をタップするとその通知に関連する情報が表示されます。

◎ 通知パネルに「X」が表示されているときは、「X」をタップすると、通知を削
除できます。

検索
音声検索を行うには、ホーム画面左上の 
をタップし、音声入力画面が表示されたら
話します。
文字を入力して検索を行うには、ホーム画
面左上の  をタップしてキーワードを入
力し、  をタップします。

本製品の状態

クイック設定

通知

クイック検索 音声検索

設定
クイック設定パネルを表示して、クイック設定を行ったり、設定画面を
表示します。

1	画面右下の時計をタップする
2	 	をタップする

3	クイック設定を行うか、 	をタップして設定画面を表示
する

◎ 以下の操作で設定画面を表示することもできます。
 起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップします。

タップして、設定画面
を表示します。

タップして、クイック設定
を行います。
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アプリケーション／ソフトウェア更新

すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動で
きます。アプリケーションメニューに表示されていないアプリケー
ションは、Androidマーケットからダウンロードできます。

アプリケーションの起動
すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動で
きます。
起動方法： ホーム画面で  をタップします。

左右にフリックすると、
前後の画面に配置され
ているアプリケーション
が表示されます。

タップすると、ホーム画面に戻ります。

Androidマーケット
Googleが提供するAndroidマーケットから、便利なツールやゲームな
どのさまざまなアプリケーションを、本製品にダウンロード／インス
トールして利用できます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  マーケット」をタップし

ます。

説明やレビューを確認したいアプリケーションをタップします。

◎ Androidマーケットについて、より詳しく知りたいときは、Androidマー
ケットを表示して、  （メニュー）をタップ→「ヘルプ」をタップします。

◎ ダウンロードしたアプリケーションやゲームは、アプリケーションメ
ニューに表示されます。ウィジェットは、ホーム画面に配置できます。

Androidマーケットは、パソコンから利用することもできます。
http://market.android.com をご参照ください。このサイトでは、Android
マーケットを表示したり、Androidマーケットからダウンロードしてお
使いのAndroidＴＭ端末にインストールしたアプリケーションを管理し
たりできます。サイトでログイン操作を行ってから、「マーケット アカ
ウント」を選択してください。
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Androidアプリについてのご注意
ゲーム、コミュニケーション、ビジネス、娯楽などさまざまなアプリ
ケーションが公開されています。ただし、アプリケーションは慎重に選
んでください。アプリケーションを選ぶ際のヒントは以下の通りです。
• 本製品またはプライバシーに悪影響を及ぼすスパイウェア、フィッ

シング、ウイルスから守るために、Androidマーケットのような信頼
されているサイトからダウンロードしたアプリケーションを使用し
てください。

• Androidマーケットでは、インストールする前にアプリケーション
の評価とコメントを確認してください。これにより、自分に合った最
適なアプリケーションを選ぶことができます。

• アプリケーションの安全性に疑問がある場合はインストールしない
でください。

• 不要なアプリケーションはアンインストールしてください。必要に
なったときに再インストールできます。

• アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、
自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、
ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履
歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通
じて外部に送信される可能性があります。

• 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによ
り動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、
保証期間内であっても有償修理となる場合もありますので、あらか
じめご了承ください。

• お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様
ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負い
かねます。

最近使用したアプリ
 （最近使用したアプリ）をタップすると、最近使用したアプリケー

ションが一覧表示されます。表示されたアプリケーションをタップす
ると、アプリケーションを起動できます。

XOOM_UG_web.indb   13 2011/04/28   17:54:55



14

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
／
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
更
新

アプリケーションの管理／再インストール
アプリケーションの管理画面で、Androidマーケットからダウンロー
ドしたアプリケーションを管理したり、更新されているかを確認でき
ます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「ア

プリケーション」をタップ→「アプリケーションの管理」を
タップします。

• ダウンロードしたアプリケーションをアンインストールできます。
設定方法： アプリケーションの管理画面で「ダウンロード済み」を

タップ→アプリケーションをタップ→「アンインストー
ル」をタップします。

• Androidマーケット™からアプリケーションを再インストールした
り、更新されているかを確認できます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  マーケット」をタップ

→「マイアプリ」をタップします。以前インストールしたアプ
リケーションが一覧表示され、ダウンロードできます。

• アプリケーションを終了できます。また、アプリケーションによって
は、設定を変更したり、他のオプションを管理することもできます。
設定方法： アプリケーションの管理画面で「すべて」または「実行中」

をタップ→アプリケーションをタップ→目的の項目を
タップします。

ソフトウェア更新
ソフトウェア更新の確認、ダウンロード、インストールができます。
• 本製品のみで更新する：

本製品でソフトウェア更新のお知らせを受信したときは、画面の指
示に従ってソフトウェアを更新してください。
お知らせを受信していないときにソフトウェア更新を確認して、ソ
フトウェアを更新することもできます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「タブレット情報」をタップ→「システムアップデート」を
タップします。

◎ ソフトウェア更新について詳しくは、auホームページ（http://www.au.kddi.com）
にてご確認ください。

◎ ソフトウェア更新用データのデータサイズは25MB以上になる場合があり
ます。
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文字入力

文字を入力するにはソフトウェアキーボードを使用します。
文字入力欄をタップすると、ソフトウェアキーボードが表示されます。

 をタップすると、ソフトウェアキーボードが非表示になります。
• キーが大きいため入力ミスもほとんどなくすばやく入力できます。
• 文字、数字、記号、特殊文字の入力の切り替えが簡単です。

入力オプション
入力オプションを変更するには、「文字」をロングタッチします。
• 各種設定：キー操作音や、自動大文字変換、変換候補に関する設定を

行います。
• テンキー⇔フルキー：テンキー表示とフルキー表示を切り替えます。

改行

Shift スペース
文字の種類が変更できます。
ロングタッチすると、入力オプションを変更できます。

文字キーと数字／記号キーを切り替えます。 Backspace

テンキー表示

• 入力モード切替：入力モード（ひらがな漢字、全角カタカナ、半角カタ
カナなど）を切り替えます。

• 入力方法：ソフトウェアキーボードを「英国（米国）のキーボード」
（Android標準キーボード）や、「日本語の音声」（音声入力）に切り替
えます。

文字入力のヒント

目的 操作

数字や記号を入力する   または  をタップして、文字
キーと数字／記号キーを切り替えま
す。  をタップすると、特殊文字キー
が表示されます。

大文字を1文字入力する  （Shift）をタップしてから文字
キーをタップします。

大文字のみを入力する  （Shift）をダブルタップすると、 
キャップスロックが有効になり、大文字
で入力できます。もう一度  （Shift）
をタップすると、キャップスロックが解
除されます。

選択した文字（テキスト）を
切り取り／コピーする

文字（テキスト）をロングタッチして、
「切り取り」または「コピー」をタップし
ます。

切り取り／コピーした文字
（テキスト）を貼り付ける

貼り付けたい位置をタップまたはロン
グタッチして、「貼り付け」をタップし
ます。

文字を削除する  （Backspace）をタップします。
ロングタッチすると、連続して文字が
削除されます。
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インターネット

ホーム画面で  をタップ→「  ブラウザ」をタップすると、お気
に入りのサイトを閲覧できます。

接続
無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用してインターネットに高速接続し、お好
みのWebサイトにアクセスできます。
無線LAN機能（Wi-Fi®）の設定は、無線とネットワークの設定画面で行
います。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「無

線とネットワーク」をタップします。
無線とネットワークの設定画面で「Wi-Fi」をタップすると、無線LAN機
能（Wi-Fi®）がオンになります。「Wi-Fi設定」をタップすると近くにある
Wi-Fi®ネットワーク（ワイヤレスアクセスポイント）が表示されますの
で、接続するネットワークをタップしてください。

メニューを表示します。

ブックマークを表示します。

タブ

リンク
タップすると、リンク先のWeb
サイトにアクセスできます。

タップしてWebサイトのアドレス（URL）を入力します。

表示中のWebサイトを
ブックマークに追加します。

新しいタブを開きます。

◎ インターネット接続の契約内容によっては、インターネット閲覧または
データのダウンロードを行うと追加料金が発生する場合があります。詳し
くは、サービスプロバイダにお問い合わせください。

ブラウザの基本的な操作

■	タブ
1つのブラウザで、複数のタブを使用して複数のWebサイトを表示で
きます。

 をタップすると新しいタブが表示されます。表示を切り替えるに
は、そのタブをタップします。タブの  をタップすると、タブが閉じ
ます。

■	リンクの選択
リンクをタップすると、そのWebサイトにアクセスできます。
リンクをロングタッチすると、「新しいタブで開く」や「リンクを保存」
などのオプションメニューが表示されます。

■	テキスト入力欄の選択
テキスト入力欄をタップすると、テキストを入力できます。

■	動画の再生
動画が利用できることを示すメッセージや  のようなアイコンが表
示されている場合は、タップすると動画を再生できます。
再生中は、  （再生）と  （一時停止）をタップすると、動画を再生
したり一時停止したりできます。（ボタンが表示されない場合は、画面
をタップしてください。）
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■	ブックマーク
お気に入りのWebサイトをブックマークに追加すると、以降すばやく
そのWebサイトにアクセスできます。
Webサイトのブックマークを追加するには、  をタップ→「OK」を
タップします。
ブックマークに追加したWebサイトにアクセスするには、  をタッ
プ→Webサイトのサムネイル（縮小表示）をタップします。

ファイルやアプリケーションのダウンロード
任意のWebサイトからアプリをダウンロードできます。

◎ 提供元不明のアプリケーションには、本製品またはプライバシーに悪影響
を及ぼすスパイウェア、フィッシング、ウイルスが含まれている可能性があ
ります。安全のために、Androidマーケットのような信頼されているサイト
からダウンロードしたアプリケーションを使用してください。

1	ホーム画面で	 	をタップ→「	 	設定」をタップ→
「アプリケーション」をタップ→「提供元不明のアプリ」を
タップ→「OK」をタップする
任意のWebサイトから、アプリケーションをダウンロードできるよう
になります。

2	ホーム画面で	 	をタップ→「	 ブラウザ」をタップ
する
ブラウザが起動します。

3	アプリケーションをダウンロードするリンクをタップする

◎ ダウンロードしたアプリケーションは、本体のストレージに保存されます。

ダウンロードしたコンテンツの管理
ダウンロードしたファイルまたはアプリケーションの履歴を表示
するには、ホーム画面で  をタップ→「  ブラウザ」をタップ
→  をタップ→「ダウンロード履歴」をタップします。

ブラウザオプション
ブラウザのメニューを表示するには、  （メニュー）をタップします。

目的 操作

新しいタブ 新しいタブを表示します。

新しいシークレットタブ シークレットモードでWebサイトを表
示します。シークレットモードで表示し
たWebサイトやダウンロードしたファ
イルは、閲覧履歴やダウンロード履歴に
記録されません。

ページ内を検索 文字を入力して検索します。

ページを共有 Bluetooth®機能やGmail™を使って
WebサイトのURLを共有します。

ページ情報 Webサイトのアドレス（URL）を表示しま
す。

ダウンロード履歴 Webサイトからダウンロードしたファ
イルを表示したり管理します。

設定 ブラウザの設定を表示したり変更しま
す。
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写真／動画

写真や動画を撮影したり、撮影した写真や動画をインターネットで共
有したり、YouTube™のお気に入りを見たりできます。HD動画も再生
できます。

写真
写真を撮影して、だれでも見られるように、インターネットに投稿でき
ます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  カメラ」をタップします。

写真を撮影するには、  をタップします。

■	写真オプション
•    －フラッシュモード：「オート」、「ON」、「OFF」を選択します。
•    －ホワイトバランス：周囲の光源に合わせて色合いを調整します。
•    －色効果：モノクロやセピアなどの効果を選択します。
•    －撮影モード： 撮影環境にあわせて撮影モードを選択します。
•    －カメラ設定：「写真の画質」などを設定します。

前面カメラと
背面カメラを
切り替えます。

写真を撮影します。

ズームイン／
ズームアウトします。

写真オプションを変更します。

写真撮影モードと
動画撮影モードを切り替えます。

ギャラリーを起動します。

写真を撮影した後、縮小画像をタップするとギャラリーを表示できま
す。ギャラリーで写真をタップすると、オプションが表示されます。
• スライドショーの開始：  をタップします。
• 写真の共有：  をタップすると、メールに写真を添付して送信した

り、Bluetooth®機能を使用して写真を送信したり、写真をインター
ネットに投稿したりできます。

• 写真の削除：   をタップします。
 （メニュー）をタップすると、詳細を表示したり、写真の回転やトリミ

ングを行ったり、連絡先の写真や壁紙として設定することができます。

◎ USB接続を使用して、お使いのパソコンと写真を共有することができま
す。詳しくは、「USB接続」（▶P.34）をご参照ください。

動画
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  カメラ」をタップ

→  を  側にスライドします。

録画を開始するには、  をタップします。 録画を停止するには、  を
タップします。

前面カメラと
背面カメラを切り替えます。

写真撮影モードと
動画撮影モードを切り替えます。

録画を開始／停止します。

動画オプションを変更します。

ギャラリーを起動します。
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■	動画オプション
•    －フラッシュモード：「ON」、「OFF」を選択します。
•    －ホワイトバランス：周囲の光源に合わせて色合いを調整します。
•    －色効果：モノクロやセピアなどの効果を選択します。
•    －動画の画質：「高」、「低」、「YouTube（高、15分）」を選択し

ます。
•    －低速度撮影の間隔：低速度撮影（コマ落とし撮影）の撮影間隔を

選択します。

動画を撮影した後、縮小画像をタップするとギャラリーを表示できま
す。ギャラリーで動画をタップすると、オプションが表示されます。
• 再生：  をタップします。
• スライドショーの開始：  をタップします。
• 動画の共有：  をタップすると、メールに動画を添付して送信した

り、Bluetooth®機能を使用して動画を転送したり、動画をインター
ネットに投稿したりできます。

• 動画の削除：  をタップします。

◎ USB接続を使用して、お使いのパソコンと動画を共有することができま
す。詳しくは、「USB接続」（▶P.34）をご参照ください。

ギャラリー
写真や動画を見たり、編集したり、共有したりできます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  ギャラリー」をタップ

します。

1	写真と動画のどちらを表示するかと、グループ分けの方法
を選択する
• アルバム別－ グループ分けの方法を選択します。アルバム別や時間

別などを選択します。
• 画像と動画－写真と動画のどちらを表示するか選択します。

2	必要に応じてフォルダ名やタグ名をタップする
写真または動画の縮小画像をタップすると、表示または再生できます。
動画の場合は、  （再生）や  （一時停止）をタップすると、動画を再生
したり一時停止したりできます。

◎ 動画の再生中に各ボタンを表示するには、画面をタップします。
 メールに写真や動画を添付して送信したり動画をインターネットに投稿し

たりするには、写真や動画をタップして選択し、  をタップ→「Gmail」や
「Bluetooth」などから共有方法を選択します。
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高画質表示（HDMI接続）
写真のスライドショーや録画したHD動画をお手持ちのハイビジョン
テレビ（HDTV）で見ることができます。本製品とハイビジョンテレビ
をHDMIケーブルで接続してください。 

YouTube™動画
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  YouTube」をタップ

します。
YouTube™の動画を参照、再生、検索することができます。アカウン
トは必要ありません。アカウントがある場合は、サインインするとマイ
チャンネルの内容を同期できます。

◎ YouTube™のアカウントがない場合は、YouTube™のWebサイトをご覧
になり、YouTube™のアカウントを作成してください。

 http://www.youtube.com/

3,354,581 views

ncert
Fanning
379,423 views

Gramps
by Keith Horak
1 week ago | 1,323,341 views

Art Exhibit
by Kristin Cullen

2 days ago | 99,487views

Beautiful view

by Lisa Jones

2 weeks ago | 5,465,665 views

Backyard Party
by Rohan Grant
1 week ago |2,667,579 views

Surprise Birthday!

by Dylan Foster
1 week ago | 1,324,341 views

Ferris Wheel

by Lisa Lindsay

1 week ago | 2,667,579 views

Wedding

by Sarah Dion

2 days ago | 1,6

Fantastic hike
by Cheyenne M
3 days ago | 2,6

Apple pickingby James Thiede2 weeks ago | 1,

Bonfire
by Todd Palminteri
3 days ago | 3,493,602

California 2010

by Arthur Baudo

1 week ago |2,761,602 views

First Word
by John McConnell
3 days ago | 1,115,342 views

Marketing Seminar
by Julie Hay
4 days ago | 2,567,890 views

New artist
by Michelle Scannicchio
3 days ago | 3,493,602 views

Cute puppy
by Scott Wilke
1 week ago | 2,761,602 viewsBleser

3,425,532views

カテゴリー別に動画を参照します。

マイチャンネルの動画を管理／
表示します。

YouTube™動画の検索と再生
YouTube™動画を検索するには、  または  をタップします。
今週の動画、評価の高い動画、自動車と乗り物、コメディーなどの動画
カテゴリーを選択して、YouTube™動画を探すこともできます。
動画をタップすると再生が始まります。

動画の共有
 をタップすると、いま見ている動画のリンクを他の人に送信できま

す。
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好きなときに音楽を聴くことができます。
本製品は以下のファイルを再生できます。
AAC、AMR、MP3、AAC+、MIDI

◎ DRM保護されたファイルは再生できません。

曲の準備
USB接続（▶P.34）を使用して、Microsoft® Windows®に対応したパ
ソコンから、本製品に曲を転送できます。パソコンと本製品を接続する
際は、市販のUSBケーブルを使用してください。

◎ Windows Media® Playerを使用して、パソコンと本製品の曲を同期させ
ることもできます。Windows Media® Playerをダウンロードするには、以
下のサイトをご覧ください。

 http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/products/windows-media

曲の再生
音楽ライブラリを表示して、再生したい曲を選択します。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  音楽」をタップします。

画面上部の見出しをタップすると、アルバム別、アーティスト別、曲別
（全曲一覧）のように、曲の表示方法を変更できます。
再生するには、必要に応じてグループを選択して、曲をタップします。

曲

Always Chocolate 4:25 Stapo

3:25 Steamboat

2:25 Cowboy Dreamers

5:00 Cowboy Dreamers

0:48 Cowboy Dreamers

1:14 Cowboy Dreamers

2:48 Stapo

3:00 Stapo

4:26 Stapo

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

1975

Days without Problems

Karen Says

Renmin Park

Turner Park

Turner Park

Turner Park

Days without Problems

Days wthout Problems

Days without Problems

Everyone’s Gone

Freight Train

The Girl You Saw

Interviews

Just Asleep

Kerchoos

Mantra

Seep In

Trenton and You

曲名順すべての曲をシャッフル

再生したりプレイリストに追加
したりできます。

見出し
タップして表示を変更します。

再生中バー
再生状況が表示されます。

0:05 4:26

曲 再生中

Eclectic Bird

Stapo

Days without Problems

曲

アーティスト

アルバム

シャッフル再生 リピート再生

タップすると、プレイリストへの追
加、アーティストの表示、アルバム
内の全曲表示ができます。

曲の先頭に戻る／前の曲へスキップ、
一時停止／再開、次の曲へスキップ
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音楽プレーヤーの操作
• 再生／一時停止：  ／  をタップします。
• 前へ／次へ：  ／  をタップします。
• 早送り／巻き戻し：  ／  をロングタッチします。
• シャッフル：  をタップします。
• 繰り返し：  をタップします。
• 音量：本体左側面の音量ボタンを押します。

◎ ホーム画面に音楽ウィジェットを追加すると、ホーム画面から音楽再生を
操作できます。

音楽プレーヤーのオプション
音楽プレーヤーの使用時、  （メニュー）をタップすると表示中の画面
に関するメニューが表示されます。

バックグラウンド再生／再開／停止
  （ホーム）をタップすると、音楽の再生を続けたまま、別のアプリ
ケーションを使用できます。
音楽プレーヤーを再表示するには、画面右下の  をタップ→ポップ
アップをタップします。
再生を停止するには、画面右下の  をタップ→  をタップします。

プレイリスト
曲をプレイリストに追加するには、音楽プレーヤー表示中に  をタッ
プします。
追加するプレイリストを選択する画面が表示されたときは、プレイリ
ストを選択します。「新しいプレイリスト」をタップすると、新しいプレ
イリストを作成できます。

◎ プレイリストを削除するには、再生リスト一覧でラベル（プレイリスト
名）をタップ→「削除」をタップします。ラベル名を非表示にしている場合
は、  （メニュー）→「ラベルを表示」をタップします。
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チャット

音声通話、ビデオ通話、インスタントメッセージを利用できます。

Googleトーク
インスタントメッセージ、音声通話、ビデオ通話を利用して、他の
Googleトークユーザーとチャットができます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  トーク」をタップします。

talk

Erin

Susan Fryer

Larry Page

Matias Dusette

Romain Guy

Susan Moore

オフライン

オフライン

オフライン

オフライン

オフライン

オフライン

My friend

メッセージを入力

ビデオ通話を開始します。

音声通話を開始します。

Googleトークの友だちリストを
表示します。

インスタントメッセージを送信
するときに、メッセージを入力
して　をタップします。

友だちリスト
Googleトークの友だちを
選択します。

■	Googleトークでチャットを開始するには

1	 Googleトークの友だちリスト内の名前をタップするか、
	をタップ→友だちのEメールアドレスを入力して「招

待状を送信」をタップする
・ Googleトークの友だちリストの名前の横に表示されるステータス

アイコンの意味は以下の通りです。

 ： ビデオ通話が利用可能　　  ： 音声通話が利用可能

 ： オフライン

2	インスタントメッセージを送信する場合、テキスト入力欄
をタップしてメッセージを入力し、	 	をタップする
音声通話を開始する場合、  をタップします。

ビデオ通話を開始する場合、  をタップします。

チャットの終了、
ミュート、
テキスト入力、
カメラの切り替えを行います。
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■	Googleトークのチャットに招待された場合
初めてチャットに招待されたときは、「チャットへの招待」をタップ→

「承諾」をタップして、チャットへの招待を承諾してください。

一度承諾してから、実際にインスタントメッセージ、音声通話、ビデオ
通話に招待されたときは、次のように操作してください。
• インスタントメッセージの場合、テキスト入力欄をタップしてメッ

セージを入力し、  をタップします。
• 音声通話またはビデオ通話の場合、「承諾」をタップします。

◎ Googleトークについて詳しくは、http://www.google.com/talk/intl/ja/
をご覧ください。

◎ Facebook、Twitter、インスタントメッセージ（IM）などのサービスを利用
できます。Androidマーケットから各サービスの公式アプリケーションや
公式ウィジェットをダウンロードして、ご利用ください。

 起動方法：�ホーム画面で  をタップ→「  マーケット」をタップします。

Eメール

Gmail™、自宅用や仕事用のEメールアカウントを使用して、Eメールを
送受信できます。

Eメールの表示と返信
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  メール」または

「  Gmail」をタップします。

Eメールをタップすると、Eメールとその返信のすべてが開きます。
• Eメールに返信する：送信者にのみ返信する場合は  をタップしま

す。Eメールを受信した全員に返信する場合は  をタップします。
• Eメールを転送する：  をタップします。
• メニューを表示する：  （メニュー）をタップします。

タップして、メールの内容を
確認します。

メールを新規作成します。

フォルダ
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Eメールの作成
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  メール」または

「  Gmail」をタップします。
 をタップし、宛先と本文を入力します。  をタップするとファイ

ルを添付できます。

◎ 連絡先にメールアドレスと名前が登録されている場合は、宛先を入力する
と、連絡先に登録されている名前が表示されます。

Eメールの添付ファイルを受信する／表示する
ファイルが添付されたEメールを受信すると、添付ファイルの縮小画像
が表示されます。「表示」または「保存」をタップしてください。

Eメールの設定
初めて電源を入れたときは、Gmailアカウントにログインします。
その他のEメールアカウントを追加することもできます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「ア

カウントと同期」をタップ→「アカウントを追加」をタップし
ます。

• コーポレート：Exchange Server用の仕事用Eメールアカウントを
追加します。アカウント情報については、ネットワーク管理者にお問
い合わせください。
- 「ドメイン¥ユーザー名」のように、ドメイン名とユーザー名の入力

が必要になる場合もあります。
• メール：最も個人向け用のEメールアカウントを追加します。アカウ

ント情報については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
• Google：Gmailアカウントを追加します。

Eメール、連絡先、カレンダーの同期
Gmailアカウントにログインすると、パソコンで使用しているGmail、
Googleカレンダー、連絡先と同じ情報（Eメール、予定、連絡先）を、本
製品でも利用できるようになります。
会社のパソコンでMicrosoft Office Outlookを使用している場合は、
Microsoft Exchange Serverに保存されているEメール、イベント、
連絡先と同期することができます。
ご使用のアプリケーションのデータを自動的に同期させるには、

 をタップ→「  設定」をタップ→「アカウントと同期」をタップ
→「自動同期」をタップしてオンにします。

■	同期するアプリケーションを選択するには

1	 	をタップ→「	 	設定」をタップ→「アカウントと
同期」をタップする

2	必要に応じて「自動同期」をタップしてオフにする
3	「アカウントを管理」に表示されているアカウントをタップ
する
同期できるアプリケーションが一覧表示されます。

4	同期するアプリケーション（たとえば、カレンダー、連絡先、
Gmailなど）をタップする
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位置情報（GPS情報）

Googleマップ™などのアプリケーションを利用し、地図を表示して現
在地を確認したり、目的地までの経路を検索したりできます。また、航
空写真などの情報を地図に重ねて表示できます。

現在地の検索方法の設定
現在地の検索方法を設定します。
• 無線ネットワークを使用：Wi-Fiまたはモバイルネットワークを利用

して位置情報を取得できます。
• GPS機能を使用：より高精度な位置情報を測位できます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「現在

地情報とセキュリティ」をタップ→「GPS機能を使用」および
「無線ネットワークを使用」をタップして設定を変更します。

Googleマップ™
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  マップ」をタップします。

地図を表示しているときは、マルチタッチ（画面を2本の指で触れて操作）
すると、地図を回転したり傾きを変更したり拡大／縮小したりできます。
• 地図を拡大／縮小するには、ダブルタップするか、ピンチイン／ピン

チアウトします。一部の地域では、拡大すると一部の建物が3Dで表
示されます。

• 地図を回転するには、2本の指で触れて回転します。
• 地図を傾けるには、2本の指で触れて上下に動かします。

現在地の検索
Googleマップで現在地を表示するには、  をタップします。現在地
が  で表示されます。円が小さいほど精度が高くなります。

◎ 現在地の検索方法を設定してください。

現在地、プレイス、経路、レイヤ
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場所の検索

1	 	をタップする
以前に表示した場所が、検索ボックスの下に表示されます。

2	住所、会社名、都市名などを検索ボックスに入力し、ソフト
ウェアキーボードの	 	をタップする

3	 2つ以上の検索結果が表示されたときは、検索結果から場
所をタップする

ルート案内
ルート案内を利用できます。音声によるルート案内も利用できますの
で、周囲の状況を確認しながら進めます。

1	 	（経路）をタップします。

2	出発地となる住所を入力するか、または	 	をタップして
「現在地」、「連絡先」、または「地図上の場所」を選択する

3	到着地となる住所を入力するか、または	 	をタップして
「現在地」、「連絡先」、または「地図上の場所」を選択する

4	移動手段（自動車、公共交通機関、徒歩）を選択し、「実行」を
タップする
ルート案内がリストとして表示されます。

5	操作が終了したら、	 	（メニュー）をタップ→「地図をク
リア」をタップする

マップモードの選択
 （レイヤ）をタップすると、「渋滞状況」や「航空写真」、「地形」などか

ら、表示内容を選択できます。「Latitude」を選択すると、最近の検索結
果や友人の現在地、ルート検索を行えます。

 （レイヤ）をタップ→「その他のレイヤ」をタップすると、「マイマッ
プ」、「Wikipedia」、「路線図」から、表示内容を選択できます。

 （レイヤ）をタップ→「地図をクリア」をタップすると、選択した表示
内容をクリアできます。

Googleマップナビ™
様々な方法で目的地へのルート案内ができます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  ナビ」をタップします。

指定した目的地まで音声によるルート案内を利用できます。目的地を
音声入力したり、文字で入力したり、または最近の目的地一覧からタッ
プしてください。

経路オプションを設定します。

地図を表示します。
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•   （メニュー）をタップ→「レイヤ」をタップして、「駐車場」や「ガ
ソリンスタンド」などから表示内容を選択できます。続けて、  （メ
ニュー）をタップ→「経路情報」をタップすると、「レイヤ」で選択した
表示内容が経路情報でも表示されます。

◎ 自動車運転中に本製品や周辺機器を使用しないでください。交通事故の原
因となります。自動車運転中の使用は法律で禁止されています。

プレイス
場所を探すことができ、探した場所についてのクチコミや詳細を確認
することもできます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  プレイス」をタップし

ます。

経路情報、レイヤ、
目的地設定など

タップしてルート詳細を
表示します。

Google	Latitude™
友人や家族の位置情報を共有して確認しあったり、メールを送信した
りできます。また、相手の位置までの移動経路を検索することもできま
す。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  Latitude」をタップ

します。

Google	Latitudeへの参加
位置情報を共有するには、まずGoogle Latitudeに参加し、次に友人
を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。
マップ（ストリートビューを除く）の使用時に、  （メニュー）をタップ
→「Latitudeに参加」をタップします。プライバシーポリシーを読み、
同意する場合は「許可および共有」をタップします。

友人の追加／削除

■	友人を追加するには

1	 	（メニュー）をタップ→「Latitude」をタップする
友人リストが表示されます。

2	 + 	をタップする

3	「連絡先から選択」をタップして連絡先をタップするか、
「メールアドレスから追加」をタップしてEメールアドレ
スを入力する
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4	「はい」または「友人を追加」をタップする
友人がすでにLatitudeを使用している場合は、友人はEメールと通
知を受け取ります。友人がまだLatitudeに参加していない場合は、友
人は招待のためのEメールを受け取ります。そのEメールには、自身の
Googleアカウントを使用してLatitudeへのサインインを促すメッ
セージが書かれています。

■	友人を削除するには

1	 	（メニュー）をタップ→「Latitude」をタップする
友人リストが表示されます。

2	友人をタップして「この友だちを削除」をタップする

場所の共有
場所の詳細を共有するリクエストを受け取ったときは、友人リストに
表示された「1件の新しい共有リクエスト」をタップしてから、以下の
いずれかを選択します。
• 受け入れて自分の現在地も教える：お互いの現在地を確認できます。
• 受け入れるが自分の所在地は教えない：お客様は友人の現在地を確

認できますが、友人からはお客様の現在地を確認できません。
• 承認しない：お互いに現在地を見ることはできません。

自分の現在地を非表示にする
自分の現在地を非表示にするには、  （メニュー）をタップ→「設定」を
タップ→「現在地を検出しない」をタップします。

ヒント／テクニック

便利なヒントを紹介します。

一般的なヒント
• 画面の明るさは、周囲の明るさに応じて変わります。

画面設定で変更することもできます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「画面」をタップ→「画面の明るさ」をタップします。
• ホーム画面に戻るには、  （ホーム）をタップします。
• スリープモードを起動したり解除したりするには、  （電源ボタン）

を押します。
• 検索するには、ホーム画面左上の  をタップします。
• 最近使用したアプリケーションを表示するには、  （最近使用した

アプリ）をタップします。
• 音量、通知音、その他のサウンド設定を変更するには、ホーム画面で

 をタップ→「  設定」をタップ→「音」をタップします。
• アプリケーションの管理（アプリケーションの終了や設定の変更、そ

の他のオプションの管理）を行うには、ホーム画面で  をタッ
プ→「  設定」をタップ→「アプリケーション」をタップ→「アプリ
ケーションの管理」をタップします。
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電池を長持ちさせるために
電池を長持ちさせるために、以下の操作をお試しください。
• Bluetooth®機能を使用していないときは、Bluetooth®機能の電源

を切ります。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth」をタップ
してオフにします。

• 無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用していないときは、無線LAN機能（Wi-
Fi®）をオフにします。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「無線とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi」をタップしてオ
フにします。

• 電池の消費量を抑えて現在地を特定します（ただし、正確さの精度は
低くなります）。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「現在地情報とセキュリティ」をタップ→「無線ネットワー
クを使用」をタップしてオンにして、「GPS機能を使用」を
タップしてオフにします。

• 画面の照明が消えるまでの時間設定と、画面の明るさの変更を行い
ます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「画面」をタップします。

連絡先

名前、電話番号、住所などを登録できます。
大切な連絡先はすべてGoogleアカウントやEメールアカウントと同
期し、バックアップされます。

連絡先の作成
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  連絡先」をタップしま

す。
「新規」をタップします。本製品に複数のアカウントを登録していたと
きは、連絡先を追加するアカウントを選択します。次に、入力欄をタッ
プしてソフトウェアキーボードを表示し、情報を入力します。入力が終
了したら、「完了」をタップします。

◎ ^／ ^ をタップして、詳細な入力欄を表示したり非表示にしたりします。
 + ／ - をタップして、入力欄を追加したり削除したりします。「別の
フィールドを追加」をタップして入力欄を追加することもできます。

連絡先の編集／削除
連絡先を編集するには、連絡先をタップ→  をタップします。
連絡先を削除するには、連絡先をタップ→  をタップ→  （メ
ニュー）をタップ→「連絡先を削除」をタップします。
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連絡先の統合
2つのEメールアドレスを持つ友人など、同一人物に2つの連絡先が存
在する場合もあります。このような2つの連絡先を統合することがで
きます。

1	連絡先をタップ→	 	をタップする
2	 	（メニュー）をタップ→「統合」をタップする

3	統合する連絡先をタップする

ワイヤレス通信

Bluetooth®機能や無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用して、周辺機器や携
帯電話、パソコン、ネットワークなどと接続できます。

Bluetooth®機能
Bluetooth®対応機器を接続して利用したり、Bluetooth®対応の携帯
電話やパソコン、タブレットなどと接続してファイルを共有できます。

Bluetooth®機能のオン／オフ
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「無

線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth」をタップして
オンにします。

◎ 電池の消費を抑えるため、Bluetooth®機能を使用しないときはオフにして
ください。

◎ Bluetooth拡張オーディオ設定は、許容できる音質を提供できない可能性
があるため、従来のBluetooth®対応ヘッドセットにはおすすめしません。

デバイスを検出可能にする
Bluetooth®対応機器から本製品を検出できるようにします。

1	ホーム画面で	 	をタップ→「	 	設定」をタップ→
「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth設定」を
タップする

2	「Bluetooth」をタップしてオンにする
Bluetooth®機能がオンになります。
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3	「検出可能」をタップしてオンにする

新しいBluetooth®対応機器の接続
新しいBluetooth®対応機器と接続するには、ペア設定を行う必要があ
ります。Bluetooth®対応機器に対して一度ペア設定を行うと、次から
は機器の電源を入れるだけで接続できます。

1	ペア設定を行うBluetooth®対応機器が検出可能になっ
ていることを確認する
詳しくは、Bluetooth®対応機器に付属する取扱説明書をご覧ください。

2	ホーム画面で	 	をタップ→「	 	設定」をタップ→
「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth設定」を
タップする

3	「Bluetooth」をタップしてオンにする
4	「付近のデバイスの検索」をタップする
5	接続するBluetooth®対応機器をタップする
6	必要に応じて「ペア設定する」をタップするか、パスキー
（例：0000）を入力してBluetooth®対応機器に接続する
接続すると、  （Bluetooth接続アイコン）が画面右下に表示されます。

◎ 自動車運転中に本製品や周辺機器を使用しないでください。交通事故の原
因となります。自動車運転中の使用は法律で禁止されています。

ファイル送信
ファイルを送信するときは、あらかじめ送信先のBluetooth®対応機器
とペア設定を行う必要があります。詳しくは、「新しいBluetooth®対応
機器の接続」（▶P.32）をご参照ください。
• 写真や動画：写真や動画を撮影した後で、縮小画像をタップ→  を

タップ→「Bluetooth」をタップします。
• 連絡先：ホーム画面で  をタップ→「  連絡先」をタップ→送

信する連絡先をタップ→  （メニュー）をタップ→「連絡先を共有」
をタップ→「Bluetooth」をタップします。

Bluetooth®対応機器の再接続
本製品とペア設定済みのBluetooth®対応機器は、以下の操作で再接続
できます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「無線とネットワーク」をタップ→「Bluetooth設定」を
タップ→「ペアリングされたデバイス」に表示されている
Bluetooth®対応機器をタップします。

Bluetooth®対応機器の接続の解除
本製品とペア設定済みのBluetooth®対応機器の接続を解除する
には、「ペアリングされたデバイス」に表示されている接続済みの
Bluetooth®対応機器をタップ→「OK」をタップします。

◎ Bluetooth®機能をオフにして、電池の消費を抑えたり、接続を解除するこ
とができます。
設定方法：ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「無線と

ネットワーク」をタップ→「Bluetooth」をタップしてオフにしま
す。
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無線LAN機能（Wi-Fi®）
インターネットに高速接続できます。

無線LAN機能（Wi-Fi®）のオン／オフ
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「無

線とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi」をタップします。

◎ 電池の消費を抑えるため、無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用しないときはオフ
にしてください。

Wi-Fi®ネットワークの検索／接続
接続可能範囲内にあるWi-Fi®ネットワークを検索して接続します。

1	ホーム画面で	 	をタップ→「	 	設定」をタップ→「無
線とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi設定」をタップする
Wi-Fi設定画面が表示されます。

2	「Wi-Fi」をタップしてオンにする
無線LAN機能（Wi-Fi®）がオンになり、Wi-Fi®ネットワークの検索が始
まります。すでに「Wi-Fi」がオンの場合は、  （メニュー）をタップ→

「スキャン」をタップしてください。
接続可能範囲内にあるWi-Fi®ネットワークが一覧表示されます。

3	接続するWi-Fi®ネットワークをタップする
4	必要に応じてネットワークSSID、セキュリティ、	
パスワード（セキュリティキー）などを入力し、「接続」を
タップする
Wi-Fi®ネットワークに接続すると、  （電波状況アイコン）が画面右下
に表示されます。

◎ 本製品のMACアドレスやその他の詳細情報を表示するには、Wi-Fi設定画
面で  （メニュー）をタップ→「詳細設定」をタップします。

◎ Wi-Fi®ネットワークを利用可能な場所で、無線LAN機能（Wi-Fi®）がオンに
なっている場合、以前接続した利用可能なWi-Fi®ネットワークに自動的に
再接続します。
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USB接続

写真、動画、音楽、映画を共有できます。

◎ コンテンツデータは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が
保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的または家庭内
で使用する目的でのみ行うことができます。セーフティガイドの「著作権・
肖像権について」をご参照ください。

◎ Windows XP／Windows Vista／Windows 7以外のOSでの動作は、保
証していません。

 なお、Windows XPをご利用の場合は、Windows Media® Player 11以
降をインストールする必要があります。

◎ Windows Media® Playerをダウンロードするには、以下のサイトをご覧
ください。

 http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/products/windows-media

市販のUSBケーブルを使用して、パソコンと本製品を接続すると、パ
ソコンと本製品間でコンテンツデータを共有できます。パソコンは本
製品をUSB機器として認識します。続けて、パソコンでの本製品の表
示方法を選択してください。

■Windows	XPの場合

エクスプローラーを起動します。
本製品がフォルダとして表示さ
れます。詳しくは、「エクスプロ
ーラーを使ってコピーする」
（▶P.34）をご参照ください。

Windows Media® Playerを
起動します。
Windows Media® Playerを
使用して、コンテンツデータを
転送してください。

■Windows	7の場合

エクスプローラーを使ってコピーする

1	Windows	7の「コンピューター」（またはWindows	
Vista／Windows	XPの「マイコンピュータ」）を起動する

（Windows 7の場合の画面例）

Windows Media® Playerを
起動します。
Windows Media® Playerを
使用して、コンテンツデータを
転送してください。

エクスプローラーを起動します。
本製品がフォルダとして表示され
ます。詳しくは、「エクスプローラー
を使ってコピーする」（▶P.34）を
ご参照ください。
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2	「MZ604」をダブルクリックする

（Windows 7の場合の画面例）

3	「Device	Storage」をダブルクリックする
3

（Windows 7の場合の画面例）

4	表示されたフォルダに、パソコンのファイルをドラッグ＆
ドロップする

ツール／ユーザー補助

時計／アラーム
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  時計」をタップしま

す。
アラームを追加するには、「アラームを設定」をタップ→「アラームの設
定」をタップして、アラーム詳細を入力します。
アラームが鳴ったときは、「停止」をタップしてアラームをオフにする
か、または「スヌーズ」をタップして10分後にもう一度アラームが鳴る
ようにします。

カレンダー
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  カレンダー」をタップ

します。

Googleアカウントに登録したすべての予定を1箇所で確認できます。
予定はさまざまな方法で表示できます。
設定方法： カレンダー画面左上の「日」、「週」、「月」をタップします。
予定をタップすると、より詳細な情報が表示されます。
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予定の追加
 をタップします。予定の開始日時とその他の詳細を入力します。予

定を忘れないように「通知」を設定することもできます。
予定の詳細を入力したら、「完了」をタップします。 

予定の管理
予定を編集するには、予定をタップし、「詳細」をタップします。
予定を削除するには、予定をタップし、「削除」をタップします。
今日に移動するには、「今日」をタップします。

電卓
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  電卓」をタップしま

す。

機内モード
機内モードを使用すると、すべての無線機能がオフになります。機内
モードを「ON」に設定していても、航空機内で本製品を使用しないでく
ださい。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止され
ています。
設定方法： 画面右下の時計をタップ→  をタップ→「機内モード」の

「OFF」をタップして「ON」にします。

ユーザー補助
本製品の使い勝手がよくなるように、お客さまのニーズや好みに合わせて設
定を変更してください。

音声案内
ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「ユーザー補助」
をタップ→「ユーザー補助」をタップしてオンにして、オプションを選
択します。
• TalkBack：大音量で操作内容を読み上げます。
• SoundBack：操作を確認するために効果音を再生します。本製品の

状態の変化を知らせたり、または通知をお知らせします。
• ユーザー補助スクリプトをダウンロードする：ユーザー補助スクリ

プトをGoogleからダウンロードすることをアプリケーションに許
可します。

拡大表示
Googleマップやブラウザなど、一部の機能では表示を拡大できます。
拡大するには、ダブルタップするか、画面を2本の指で触れて指の間隔
を広げます。縮小するには、もう一度画面をダブルタップする（ブラウ
ザの場合）か、画面を2本の指で触れて指の間隔を狭めます。

画面の明るさ
画面の明るさを調整できます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「画

面」をタップ→「画面の明るさ」をタップします。
お好みの明るさに調整するときは、「明るさを自動調整」をタップして
オフにしてから、調整してください。
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文字入力
効率よく文字を入力するために、「候補学習」や「予測変換」、「入力ミス
補正」などの機能を利用できます（iWnn IMEを利用する場合）。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「言

語と入力」をタップ→「入力方法の設定」をタップ→利用する
入力方法の「設定」をタップします。

キーボードを一切使わずに、音声で文字を入力することもできます。
利用方法： 画面右下の  をタップ→「日本語の音声」をタップ→入力す

る文字を発声します。

アプリケーション
Androidマーケットから、多くのアプリケーションがダウンロードで
き、ユーザー補助アプリケーションもダウンロードできます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  マーケット」をタップ

します。
カテゴリをタップするか、  をタップしてご希望のアプリケーション
を検索してください。

◎ アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己
責任において実施してください。「Androidアプリについてのご注意」（▶
P.13）もあわせてご確認ください。

セキュリティ

画面ロック
電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間の中で操作
を行わなかった場合にもう一度ロックするなど、他人の無断使用を防
止できます。なお、ロックの解除方法は選択できます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「現

在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」を
タップします。

• パターン：パターンを描いてロックを解除します。
• PIN：数字のPINコードを入力してロックを解除します。
• パスワード：パスワードを入力してロックを解除します。

パターンによるロック
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「現

在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」を
タップ→「パターン」をタップします。  
続けて、画面の指示に従ってロックパターンを描き、確認の
ためにもう一度描きます。

ロックの解除を要求されたときは、パターンを描いて画面ロックを解
除します。
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PINコードによるロック
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「現

在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」を
タップ→「PIN」をタップします。    
続けて、数字のPINコードを入力し、確認のためにもう一度
入力します。

ロックの解除を要求されたときは、PINコードを入力して画面ロック
を解除します。

パスワードによるロック
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「現

在地情報とセキュリティ」をタップ→「画面ロックの設定」を
タップ→「パスワード」をタップします。  
続けて、パスワードを入力し、確認のためにもう一度入力し
ます。

ロックの解除を要求されたときは、パスワードを入力して画面ロック
を解除します。

ロック画面のカスタマイズ
スリープモードが起動してから、画面ロックを設定するまでの時間を
指定できます。指定した時間の間、画面をタップしなかったりボタンを
押さなかった場合、画面は自動的にロックします。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「現

在地情報とセキュリティ」をタップ→「タイムアウト」をタッ
プ→時間を選択します。

ロック&ロック解除

■	画面／本体をロックするには
•   （電源ボタン）を押します。
• しばらく何も押さないで待ちます（スリープモードが起動して画面

ロックが設定されます）。
• 電源を切ります。

■	画面／本体のロックを解除するには
 （電源ボタン）を押すか、または電源を入れてロック画面を表示します。

パターン、PIN、パスワードを忘れてしまったときは？
パターン、PIN、パスワードを忘れてしまった場合は、お客さまセン
ターへお問い合わせください。

データ保護
アプリケーションデータやその他の設定をGoogleサーバーにバック
アップできます。
設定方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「バックアップと復元」をタップします。
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付録

故障とお考えになる前に
故障とお考えになる前にお読みください。

症状 チェックする箇所 参照先

電源が入らない • 電池切れになっていませんか？充電は
完了していますか？

• 充電端子は汚れていませんか？充電
端子が汚れている場合は、乾いた綿棒
等で清掃してください。

•  （電源ボタン）を長押ししています
か？

P.2
P.4
P.5

充電ができない（充電
ランプが点灯しない）

• 電源コードをコンセントに正しく差し
込んでいますか？

• ACアダプター、電源コードを正しく接
続していますか？

P.4

画面照明が暗い • 画面の明るさが暗く設定されていま
せんか？
  設定方法：ホーム画面で  を

タップ→「  設定」をタップ→「画面」
をタップ→「画面の明るさ」をタップ→
画面の明るさを調整します。
  ※ 「明るさを自動調整」がオンになって

いるときは、周囲の明るさに合わせ
て画面の明るさが自動調整されま
す。オフにすると任意の明るさに設
定できます。

P.29
P.30

症状 チェックする箇所 参照先

ディスプレイの照明
がすぐ消える

• 照明が消えるまでの時間が短く設定
されていませんか？
  設定方法：ホーム画面で  を

タップ→「  設定」をタップ→「画面」
をタップ→「タイムアウト」をタップ→
照明が消えるまでの時間を選択しま
す。
  ※ 時間を短くすることで電池消費量

を抑えることができます。

P.30

タッチパネルが動作
しない／タッチパネ
ルで意図したとおり
に操作できない

（ボタン／タッチパ
ネルの操作ができな
い）

• 手袋をしたままで操作していません
か？

• 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状
態で操作したりしていませんか？

• ディスプレイに保護シートを貼ってい
ませんか？

 保護シートの種類によっては、正しく
操作できない場合があります。

• 本製品のディスプレイには、静電式
タッチパネルを採用しています。指で
直接画面に触れて操作してください。
タッチペンなどでは操作できません。

• ディスプレイに水滴があったり、濡れ
た手や爪で操作していませんか？

• 画面ロックが設定されていませんか？
  ※ パターン、PIN、パスワードを入力し

て、画面ロックを解除してください。

P.8
P.37
P.38

画面が正常に表示さ
れない／画面が動か
ない／どのボタンを
押しても操作できな
い

• 動作が不安定になったり、操作できな
くなったりした場合は、いったん電源
を切り、電源を入れ直してください。
  ※ 電源を入れ直しても、保存されてい

るデータやアプリケーションは削除
されません。

P.5
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症状 チェックする箇所 参照先

電池の消耗が激しい
／電池の持ちが悪い

（本製品を利用でき
る時間が短い）

• 「GPS機能を使用」をオンにしていま
せんか？
  設定方法：ホーム画面で  を

タップ→「  設定」をタップ→「現在
地情報とセキュリティ」をタップ→

「GPS機能を使用」をタップしてオフ
にします。

• 充分に充電されていますか？
  ※ 画面右下の電池アイコンは  （満充

電）になっていますか？
• 使用しないアプリケーションを終了し

ていますか？
• Eメール、連絡先、カレンダーの同期を頻

繁に行うと電池の消耗が早くなります。
  ※ メールの同期頻度（受信トレイの確

認頻度）は変更できます。
設定方法：ホーム画面で  を
タップ→「   メール」をタップ→ 
  （メニュー）をタップ→「アカウン
ト設定」をタップ→「受信トレイの確認
頻度」をタップ→確認頻度を選択しま
す。

  ※ Gmail、連絡先、カレンダーの同期頻
度は変更できません。「自動同期」を
オフにすると電池の消耗を抑える
効果があります。

• 付属のACアダプターを使用していま
すか？
市販の電池式充電器や付属以外のAC
アダプターを使用した場合には、充電
できなかったり、充電できたように見
えても十分に充電できていないため
に、電池の持ちが悪くなる場合があり
ます。故障の原因ともなりますのでお
やめください。

P.4
P.10
P.14
P.25
P.26
P.30

症状 チェックする箇所 参照先

文字入力時に、ケー
タイ配列のテンキー
表示に切り替えられ
ない

（QWERTY配列の
フルキー表示以外の
入力方法を利用した
い）

• ソフトウェアキーボードは、QWERTY
配列のフルキー表示と、ケータイ配列
のテンキー表示を切り替えられます。

• テンキー表示時の入力方法は、フリッ
ク入力とトグル入力（ケータイと同様
の入力方法）の有効／無効を設定でき
ます。
  設定方法：ホーム画面で  を

タップ→「  設定」をタップ→「言語
と入力」をタップ→「入力方法の設定」
をタップ→「iWnn IME」内の「設定」を
タップ→「フリック入力」と「トグル入
力」をオンまたはオフにします。
  ※ 「フリック入力」をオフにすると、テ

ンキー表示時にトグル入力が利用
できます。

  ※ 「フリック入力」と「トグル入力」を
オンにすると、テンキー表示時にフ
リック入力とトグル入力が利用でき
ます。

  ※ 「フリック入力」をオンにして「トグ
ル入力」をオフにすると、テンキー表
示時にフリック入力のみが利用でき
ます。

P.15

USBケーブルを接
続しても充電できな
い

• USBケーブルを接続しても充電でき
ません。付属のACアダプターを使っ
て充電してください。

P.4
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症状 チェックする箇所 参照先

マナーモードに設定
できない

• マナーモード機能はありません。
本体左側面の音量ボタン（下）を押し
て音量をオフにすることをおすすめし
ます。

－

アラームが鳴らない • アラームを設定した時刻に本体の電
源がOFFの場合には、アラームが鳴り
ません。
次回電源を入れたときにアラームが
鳴ります。

P.35

音量を変更できない
／音が聞こえない

• 本体左側面の音量ボタンを押して変
更してください。

• アプリケーションによっては、画面上
のタッチ操作で音量を変更できます。

• イヤホンを挿入したときは、イヤホン
が正しく挿入されているかご確認く
ださい。

P.2

画面ロックの解除パ
ターンを忘れてしま
い、画面ロックを解
除できない

• 解除パターンを5回連続で間違えた場
合、30秒間は解除パターンを入力で
きません。30秒間待ってからやり直
してください。「パターンを忘れた場
合」が表示された場合は、タップして
画面の指示に従って操作すると画面
ロックを解除できます。
それでも解除できないときは、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。保証の対象
外となり有償修理となります。

P.37
P.38

症状 チェックする箇所 参照先

無線LAN機能（Wi-
Fi®）が利用できない
／Wi-Fi®ネットワー
ク（ワイヤレスアク
セスポイント）に接
続できない

• 無線LAN機能（Wi-Fi®）の電波は十分
に届いていますか？

• 無線LAN機能（Wi-Fi®）の設定はしまし
たか？
Wi-Fi®をご利用いただくにあたり、以下
の内容をご確認ください。
• ご自宅などのアクセスポイントを利用

する場合は、アクセスポイントの取扱
説明書や設定をご確認ください。

• 公衆無線LANサービスを利用する場
合は、サービス提供者のホームページ
などをご確認ください。

• 接続可能な無線LAN親機の規格は
「IEEE802.11b」または「g」、「n」です。
 ※ 「IEEE802.11a」には対応していま

せん。

P.10
P.16

公衆無線LANサービ
スが利用できない

• 公衆無線LANサービスによっては利
用できない場合があります。詳しくは、
サービス提供者のホームページなど
をご確認ください。

• 接続可能なWi-Fi®ネットワーク（ワイ
ヤレスアクセスポイント）の電波は十
分に届いていますか？
設定方法：ホーム画面で  を
タップ→「  設定」をタップ→「無線
とネットワーク」をタップ→「Wi-Fi設
定」をタップ→「ネットワークの通知」
をタップしてオンにすると、接続可能
なWi-Fi®ネットワーク（ワイヤレスア
クセスポイント）と電波状態が確認で
きます。

－

音楽ファイルを再生
できない

• 本製品は以下のファイルを再生でき
ます。
AAC、AMR、MP3、AAC+、MIDI

P.21
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症状 チェックする箇所 参照先

保存した写真や動画、
音楽が見つからない

•	対応するアプリケーションを起動して
ください。

P.19
P.21

microSDカード
を取り付けても、
microSDカードの内
容が表示されない

•	お買い上げ時は、microSDカードは使
用できません。今後、ソフトウェアアッ
プデートにて、microSDカードに対応
する予定です。最新情報は、auホーム
ページ（http://www.au.kddi.com）にてご
確認ください。

P.3

本体が温かくなる •	充電中、アプリケーション動作中、ブラ
ウザ接続中、メール中、カメラ使用中、
動画・音楽再生中などは待受中より本
体が温かくなることがありますが、故
障ではありません。
	 なお、過剰に発熱している場合は故障
の可能性がありますので使用を中止
し、auショップなどでお預かりによる
修理をお申し付けください。

－

■	良くあるご質問
質問 回答 参照先

バイブレータを利用
できますか

•	いいえ。バイブレータ機能には対応し
ていません。

－

ケータイアップデー
トは利用できますか

•	いいえ。ケータイアップデートは利用
できません。
ソフトウェアの不具合があった場合
は、無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用し
て、ソフトウェア更新を行ってくださ
い。

P.14

フィルタリング機能
は利用できますか

•	いいえ。フィルタリング機能／フィル
タリングサービスは利用できません。

－

質問 回答 参照先

認証型のアクセスポ
イントを利用できま
すか

•	はい。利用できます。
あらかじめ設定を行うことで、接続す
るたびにIDとパスワードを入れる必
要はありません。

－

パソコンと接続して
モデムとして利用で
きますか（テザリン
グ機能）

•	いいえ。パソコンと接続してモデムと
して利用することはできません。
（テザリング機能は利用できません。）

－

Google	checkout
のIDはパソコンで取
得したIDと共用でき
ますか

•	はい。共用できます。 －

パソコンと同期でき
るデータを教えてく
ださい

•	インターネット上のサーバを経由し
て、Gmail、カレンダー、連絡先のデー
タを同期できます。

P.25

USBドライバが入
手できない

•	USBドライバは必要ありません。 －

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせくだ
さい。

一般電話からは	 	0077－7－111（通話料無料）

au電話からは	 局番なしの157（通話料無料）

2011年春発売時においてmicroSDカードはご利用いただけませんでしたが、
2011年6月中旬以降、お客様ご自身で、ソフトウェアアップデートしていただ
くことにより、microSDカードをご利用いただくことができるようになりました。
詳細につきましては、auホームページでご確認ください。
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リセット
本製品をお買い上げ時の設定にリセットし、本体のすべてのデータを
消去することができます。
起動方法： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→

「バックアップと復元」をタップ→「データの初期化」をタッ
プします。

◎ 本体のすべてのデータが削除されます。

アフターサービスについて

■	修理を依頼されるときは
修理については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。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき
修理いたします。

保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、
有償修理いたします。

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え
ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お
よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら
かじめご了承ください。

◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■	補修用性能部品について
当社はこのMOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M本体およびその周
辺機器の補修用性能部品を、製造終了後3年間保有しております。補修
用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■	保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入
をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■	アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さ
まセンターへお問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難・故障・操作方法について）
一般電話からは  �0077-7-113（通話料無料）
au電話からは 局番なしの113（通話料無料）

正しくは「（故障・操作方法について）」です。
訂正させていただきます。
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主な仕様
●本体  ＊記載の数値はMotorola Mobility, Inc.の測定値です。

品名 MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M
型番 MOT11
サイズ 高さ約167mm×幅約249mm×厚さ約

12.9mm
質量 約700g
CPU NVIDIA® Tegra™ 2 mobile processor 

with Dual Core ARM® Cortex™-A9 CPU
ストレージ 約32GB
ネットワーク環境 無線LAN（IEEE802.11b/g/n準拠）
操作環境 周囲温度5℃～35℃

周囲湿度35%～85%
ディスプレイ 種類 TFT

サイズ 10.1インチ
発色数 約1600万色
解像度 横1280ドット×縦800ドット

電源 連続待受時間※１ 約480時間
※ 無線LAN機能（Wi-Fi®）停止状態での時間で

す。
連続通信時間※１ 約8.5時間

※ 動画をストリーミング再生した場合を想定
した時間です。（ディスプレイの明るさは初
期設定、音声はスピーカーで最大設定）

充電時間 AC時 約150分（専用ACアダプター）
インタフェース microUSB端子（Bタイプ）、HDMIマイクロ出

力端子、ドック接続端子、microSDカードス
ロット、3.5Φステレオイヤホン端子

Bluetooth®

機能
対応バージョン Bluetooth®標準規格Ver.2.1＋EDRに準拠※2

対応プロファイ
ル※３

HID（Human Interface Device Profile）
A2DP（Advanced Audio Distribution 
Profile）
AVRCP（Audio/Video Remote Control 
Profile）
PBAP（Phone Book Access Profile）
OPP（Object Push Profile）
OBEX（Object Exchange Profile）
SPP（Serial Port Profile）
GAVDP（General Audio/Video 
Distribution Profile）
SDAP（Service Discovery Application 
Profile）
AVCTP（Audio/Video Control Transport 
Protocol）
AVDTP（Audio/Video Distribution 
Transport Protocol）
Headset Profile

※1 電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか
弱い場所）などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。また、利用する機能に
よっては、待受時間や使用時間は短くなります。

※2 本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法で
Bluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接
続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりが
できない場合があります。

※3 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
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もっと知りたいときは
本製品の使いかたや周辺機器についてもっと知りたいときは、auホー
ムページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に
基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用される
ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機
に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Windowsの表記について
本書では各OS（日本語版）を以下のように略して表記しています。
• Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、

Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。
• Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®（Home Basic、

Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
• Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional 

operating systemま た はMicrosoft® Windows® XP Home 
Edition operating systemの略です。

著作権、商標、比吸収率（SAR）
 This product meets the applicable SAR limit of 

1.6W/kg (IEEE/FCC) and 2.0W/kg (ICNIRP). The 
highest SAR values measured for this device are 
listed in the manual packaged with your product.

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、インターネット
接続が必要です。なお、インターネット接続の契約内容によっては追加
料金が発生する場合があります。詳しくは、サービスプロバイダにお問
い合わせください。
一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、追加料金が発生
する場合があります。詳しくは、サービス提供会社などにお問い合わせ
ください。
ユーザーガイドは、ユーザーガイド作成時の最新情報に基づいて作成
されています。本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあ
ります。
本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点
や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。
注意：�ユーザーガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の

製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

• モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークは、Motorola 
Trademark Holdings, LLC.の登録商標です。

• Google、Googleロゴ、Google Maps、Google Talk、Gmail、YouTube、
Android、Android マーケットは、Google Inc.の商標です。

• 「Twitter」はTwitter,Inc.の登録商標です。
• 「Facebook」はFacebook,Inc.の登録商標です。
• microSD™、microSDHC™はSDアソシエーション

の商標です。 
• microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
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• 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。
iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., 
Ltd. 2009-2011 all rights reserved. 

• Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、
Bluetooth® SIG. Inc.が所有する登録商標
であり、Motorola Mobility, Inc.は、これら
商標を使用する許可を受けています。 

• Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
• NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、米国およびその他の

国におけるNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
• Adobe®、Adobe Acrobat®、Adobe® Reader®、Flash®は、Adobe 

Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他
の国における商標または登録商標です。

• Microsoft、Windows、Windows Media Playerは、米国 Microsoft 
Corporationおよび / またはその関連会社の商標です。

• その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標
または登録商標です。

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.
Product ID: MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M
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訂正させていただきます。
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