
Android 11 対応版



はじめに

ごあいさつ
このたびは「OPPO Find X2 Pro」（以下、「本製品」または「本体」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す。

『取扱説明書 詳細版 Android 11 対応版』（本書）は、Android™ 11への
OSアップデート後の内容について記載しています。OSアップデートをさ
れていない場合、本体に付属する『クイックスタートガイド』『ご利用にあ
たっての注意事項』およびauホームページに掲載の『取扱説明書 詳細版』を
ご参照ください。

（https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/）

同梱品一覧
ご使用いただく前に、次の同梱物がすべて揃っていることをご確認ください。
 • 携帯電話本体（保護フィルム（試供品）貼付け済み）
 • ACアダプタ
 • USB Type-C™データケーブル（試供品）
 • SIM取出し用ピン（試供品）
 • イヤホン（試供品）
 • 保護ケース（試供品）
 • クイックスタートガイド（Android 11非対応版）
 • ご利用にあたっての注意事項（Android 11非対応版）

取扱説明書について

	■『クイックスタートガイド』『ご利用にあたっての注意事項』
本体に付属する『クイックスタートガイド』『ご利用にあたっての注意事項』
では、OSアップデート前の主な機能の主な操作や注意事項を説明していま
す。
OSアップデート後の操作やさまざまな機能のより詳しい説明については、
auホームページより『取扱説明書 詳細版 Android 11 対応版』（本書）をご
参照ください。

（https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/）

	■『取扱説明書	詳細版』
Android 11へのOSアップデート後のさまざまな機能のより詳しい説明
を記載した『取扱説明書 詳細版 Android 11 対応版』（本書）はauホーム
ページでご確認できます。

（https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/）
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注意事項

本製品のご利用について
本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使
用ください。
故障とお考えになる前に、「トラブル診断」を以下のauホームページからご
確認ください。

（https://www.au.com/trouble-check/）

 • サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通
信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともありま
す。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れるこ
とがありますので、あらかじめご了承ください。

 • 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性が
ないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、5G／LTE／WiMAX 
2+／UMTS／GSM方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えておりま
す。）

 • 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネッ
トワーク）を利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続
はできません。

 • 本製品はau世界サービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりま
す各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。

 • 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける
場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供い
ただく場合がございます。

 •「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されてい
る携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。

 • 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらか
じめご確認ください。

 • 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（記録内容の変化・
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。

 •『取扱説明書 詳細版 Android 11 対応版』（本書）、『クイックスタートガ
イド』、『ご利用にあたっての注意事項』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。

 • 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダ
ウンロード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。

 • 大切なデータはコンピュータ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、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負い
かねますのであらかじめご了承ください。

 • 本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故
障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な
内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害
および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。

 • 本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故
障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじ
めご了承ください。

 • 長時間同じ画像を表示させているとディスプレイに残像が発生すること
がありますが故障ではありません。残像発生防止と消費電力節約のため、
照明時間の設定を短い時間にすることをおすすめします。

 • 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られてい
ますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在
する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了
承ください。

 • 撮影などした写真／動画データや音楽データは、メール添付の利用など
により個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただ
し、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れ
ないものもありますので、あらかじめご了承ください。

 • 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用を
はかるため、不要となった本製品（オプション品含む）の回収にご協力く
ださい。auショップ／au Styleなどで本製品の回収をおこなっておりま
す。

※ 本書で表す「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：オウガ・ジャパン株式会社 
製造元：Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corporation Ltd.

■	お知らせ
 • 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。
 • OSの仕様変更やサービスの変更・終了等により一部機能がご利用いただけなくな
る場合があります。

 • 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。

安全上のご注意（必ずお守りください）
.■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い
ください。

.■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への
損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りくださ
い。

.■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる
危害や損害の程度を説明しています。

.危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険
が切迫して生じることが想定される」内容です。

.警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能
性が想定される」内容です。

.注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定さ
れる場合および物的損害※3の発生が想定される」内容です。

※1 重傷：  失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・
長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害： 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

.■禁止・強制の絵表示の説明

禁止

禁止（してはいけないこと）を
示す記号です。

濡れ手禁止

濡れた手で扱ってはいけない
ことを示す記号です。

分解禁止

分解してはいけないことを示
す記号です。 指示

指示に基づく行為の強制（必ず
実行していただくこと）を示す
記号です。

水濡れ禁止

水がかかる場所で使用したり、
水に濡らしたりしてはいけな
いことを示す記号です。 電源プラグ

を抜く

電源プラグをコンセントから
抜いていただくことを示す記
号です。

	■ 本体、内蔵電池、ACアダプタ、USB	Type-C™データケー
ブル（試供品）、SIM取出し用ピン（試供品）、イヤホン（試供
品）、保護ケース（試供品）共通

.危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用く
ださい。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつ
や布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置し
ないでください
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、
近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着し
た手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
▶P. 9「防水／防塵性能に関するご注意」

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しな
いでください。
また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
▶P. 9「防水／防塵性能に関するご注意」

本製品に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。特に衣類のポ
ケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、物に挟んだりしないでくださ
い。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
※ご注意いただきたい例
• ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、しゃがんだりする
• 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟む
• ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で踏みつける
• 電車やバスなどの座席シートに挟み込む

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本製品の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品の背面カバーを取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
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水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
▶P. 9「防水／防塵性能に関するご注意」

USB.Type-C接続端子／イヤホン端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペッ
トの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水性能については以下をご参照ください。
▶P. 9「防水／防塵性能に関するご注意」

オプション品は、auが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となりま
す。

.警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでく
ださい。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

USB.Type-C接続端子／イヤホン端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）
を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してくださ
い。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場
合は、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してくださ
い。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってくだ
さい。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に
給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみら
れた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。
• 電源プラグをコンセントから抜く。
• 本製品の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

.注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
バイブレータ設定中は特にご注意ください。
落下して、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでくださ
い。
火災、やけど、感電などの原因となります。
防水・防塵性能については以下をご参照ください。
▶P. 9「防水・防塵性能に関するご注意」

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさ
せないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
SIMカードトレイやSIM取出し用ピン（試供品）などの小さい部品の保管場所
には特にご注意ください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

本製品を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなることがあります
のでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまうなどし
て、意図せず継続して触れることがないようご注意ください。.
アプリ、通話、データ通信、動画視聴など、継続しての使用や充電中は、本製品
や内蔵電池・アダプタの温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直
接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶ
れ、低温やけどなどの原因となります。

	■ 本体について

.危険 必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用く
ださい。

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつ
けたりするなど過度な力を加えないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本製品内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った
後、直ちに医師の診療を受けてください。
本製品内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

.警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

フラッシュライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでくださ
い。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。
視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなど
の事故の原因となります。

自動車などの運転者に向けてフラッシュライトを点灯、発光しないでくださ
い。
運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。

本製品内のau.ICカードの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの
尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
また、au.ICカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してく
ださい。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってく
ださい。
また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してくださ
い。
電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられる
ことがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してくださ
い。
電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っていると
き、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。
また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などを
する場合は、適度なボリュームに調節してください。
ハンズフリーに設定して通話すると、本製品から大きな音が出ます。
待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴動する場合がありま
す。
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してくだ
さい。
突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす
原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販
売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を
切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電
気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み
型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メー
カーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れた部分や露出した
本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用をやめて火気か
ら遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。
電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因となりま
す。

.注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、本製品
をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。
けがなどの事故の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類
などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合はすぐ
にきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてくださ
い。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊の原因となります。
不要となった本製品は、auショップ／au Styleなど窓口にお持ちいただく
か、回収を行っている市区町村の指示に従ってください。
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内蔵電池内部の物質が漏れた場合は、顔や手などの皮膚や衣類などにつけな
いでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐ
にきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けてくださ
い。

au.ICカードの取り外しの際は、指などの体の一部を傷つけないよう、SIM取
出し用ピン（試供品）の先端にご注意ください。
SIM取出し用ピン（試供品）の先端に触れると、けがなどの原因となります。

自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、電波による影
響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、電波により車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となります
ので、その場合は直ちに使用を中止してください。

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の
診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあ
ります。
各箇所の材質については、「材質一覧」（▶P. 7）をご参照ください。

本製品のスピーカー、受話口部に磁気を発生する部品を使用しているため、金
属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していないことを確認してく
ださい。
付着物により、けがなどの原因となります。

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、ある程度の距離をとってくださ
い。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。

	■ ACアダプタ、USB	Type-C™データケーブル（試供品）に
ついて

.警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

USB.Type-C™データケーブル（試供品）のコードが傷んだら使用しないでく
ださい。
火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタやUSB.Type-C™データケーブル（試供品）に
は触れないでください。
感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでください。また、
充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

USB.Type-C™データケーブル（試供品）のコードの上に重いものをのせた
り、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金
属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

ACアダプタに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバーターなど）を使用しな
いでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。

本製品にACアダプタを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでくだ
さい。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

濡れた手でUSB.Type-C™データケーブル（試供品）のコードや充電端子、電
源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

指定の電源、電圧で使用してください。
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタで充電してくだ
さい。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ： AC100V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
海外で使用可能なＡＣアダプタ： AC100V～240V（家庭用交流コンセント
のみに接続すること）

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となりま
す。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。

電源プラグをコンセントから抜く場合は、USB.Type-C™データケーブル（試
供品）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜い
てください。
USB Type-C™データケーブル（試供品）のコードを引っ張るとコードが傷つ
き、火災、やけど、感電などの原因となります。

本製品にUSB.Type-C™データケーブル（試供品）を抜き差しする場合は、
コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜
き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、
変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原因となりま
す。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちに電
源プラグをコンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

.注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

コンセントにつないだ状態でACアダプタに継続して触れないでください。
やけどなどの原因となります。

	■ au	ICカードについて

.注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

au.ICカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけないよう、切断面にご
注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

	■ SIM取出し用ピン（試供品）について

.警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

SIM取出し用ピン（試供品）の先端部は尖っています。本人や他の人に向けて
使用しないでください。
本人や他の人に当たり、けがや失明の原因となります。

.注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、窒息、けがなどの原因となります。

	■ イヤホン（試供品）について

.警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや動画・音楽再生に使用
しないでください。
安全性を損ない、事故の原因となります。

.注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してくだ
さい。
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。
また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

	■ 医療用機器近くでの取り扱いについて

.警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装
着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して携行および使用
してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込
み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響に
ついて個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づくおそれがある
場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り替えてください（機内モー
ドまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機
器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作
動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってく
ださい。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
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材質一覧
	■ 本体

使用場所 使用材料 表面処理
タッチスクリーン 強化ガラス AFコート
保護フィルム PET+TPU AFコート
外装ケース アルミニウム

+PBT+30%GF
アルマイト処理

外装ケース（アンテナ部） PBT+20%GF －
背面カバー ブラック：セラミック

オレンジ：合成皮革／アルミ
ニウム

ブラック： 
AFコート
オレンジ（アルミ
ニウム部分）： 
アルマイト処理

カメラリング アルミニウム アルマイト処理
カメラパネル 強化ガラス AF／ARコート
フラッシュライト PMMA樹脂 －
受話口部 PC －
電源ボタン／スクリーンロックボ
タン

アルミニウム アルマイト処理

音量ボタン（上下） アルミニウム アルマイト処理
SIMカードトレイ（外装部） アルミニウム アルマイト処理
SIMカードトレイ 

（カード取り付けのフレーム部）
PA+30%GF 
+SUS301

－

SIMカードトレイ（パッキン部） シリコン －
USB開口部 PBT+20%GF －
IMEIラベル 金属化フィルム／接着剤 －
IMEIラベル下の保護シート OPP／接着剤 －

	■ ACアダプタ
使用場所 使用材料 表面処理

アダプタ（外装ケース） PC －
電源プラグ（金属部） 銅 ニッケルメッキ
電源プラグ（絶縁部） PC －
USB端子（金属部） 銅 ニッケルメッキ
USB端子（樹脂部） PC －

	■ USB	Type-C™データケーブル（試供品）
使用場所 使用材料 表面処理

USBプラグ（外装ケース） TPE －
USBプラグ（金属部） ステンレス鋼 －
USBプラグ（樹脂部） PBT －
USB Type-Cプラグ（外装ケース） TPE －
USB Type-Cプラグ（金属部） ステンレス鋼 －
USB Type-Cプラグ（樹脂部） PA10T －
ケーブル TPE －

	■ SIM取出し用ピン（試供品）
使用場所 使用材料 表面処理

SIM取出し用ピン ステンレス鋼 －

	■ イヤホン（試供品）
使用場所 使用材料 表面処理

イヤホン（外装ケース） PC+ABS －
イヤホン（金属メッシュ部） ステンレス鋼 焼き付け塗装
マイク（外装ケース） PC+ABS －
USB Type-Cプラグ（外装ケース） PC+ABS －
USB Type-Cプラグ（金属部） 銅 ニッケルメッキ
操作キー PC+ABS －
ケーブル TPE －

	■ 保護ケース（試供品）
使用場所 使用材料 表面処理

保護ケース TPU －

取り扱い上のご注意
製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事
項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

	■ 本体、内蔵電池、ACアダプタ、USB	Type-C™データケー
ブル（試供品）、au	ICカード、周辺機器	共通

 ● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷
物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。衣類の
ポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因と
なります。 
また、外部機器をUSB Type-C接続端子／イヤホン端子に差した状態の場合、コネク
タ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

 ● 本製品の防水性能（IPX8、IP6X相当）を発揮するために、SIMカードトレイのカバー
をしっかりと取り付けた状態で、ご使用ください。 
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に液
体や粉じんなどの異物を浸入させたり、充電用機器に液体をかけたりしないでくだ
さい。雨の中や水滴がついたままでのSIMカードトレイの開閉は行わないでくださ
い。水が浸入して内部が腐食する原因となります。 
調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。

 ● 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温
度0℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）
 • OPG01本体
 • au ICカード（OPG01本体装着状態）

 ● 下記については、極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温
度5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）
 • ACアダプタ
 • USB Type-C™データケーブル（試供品）
 • 周辺機器

 ● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

 ● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで
強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れな
どが付着したまま放置すると、シミになることがあります。またアルコール、シン
ナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障
したりする原因となります。

 ● 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合
がありますので、なるべく離れてご使用ください。

 ● 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常では
ありません。

 ● 腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原
因となります。

 ● 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがありま
す。

 ● 必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の
原因となります。

 ● 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因とな
ります。

 ● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本
製品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。

 ● USB Type-C接続端子／イヤホン端子をショートさせないため、指などの身体の一
部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入ったり
しないようにしてください。故障の原因となります。

 ● 充電中に濡れた場合には直ちにACアダプタの電源プラグを抜いてください。

 ● 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。自
動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中
の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

 ● かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因となります。

 ● 充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタ
をまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因と
なります。

 ● カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。故障の原因
となります。

 ● 直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿
気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合
があります。

 ● ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。充電中
やバイブレータ設定中は特にご注意ください。落下して、故障などの原因となりま
す。

 ● 本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定格を超えて使
用しないでください。

	■ 本体について
 ● 本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換につい
ては、auショップ／au Styleもしくはお客さまセンターまでお問い合わせくださ
い。

 ● 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発
生や破損の原因となる場合があります。

 ● ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでく
ださい。傷の発生や破損の原因となります。
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 ● 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合
は電波法および電気通信事業法に抵触します。 
本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気通信事業
法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、その証として、「技適マー
ク 」がau電話本体内で確認できるようになっております。
ホーム画面で［設定］→［端末情報］→［認証情報］
本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効
となります。
技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事
業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

 ● 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけると故障
の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近づけると誤動作の
原因となります。

 ● キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを近づけ
ないでください。記録内容が消失する場合があります。

 ● ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当
たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。

 ● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き
出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部
に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下でのご使用は湿
気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

 ● 明るさセンサーを指でふさいだり、明るさセンサーの上にシールなどを貼ったりす
ると、周囲の明暗に明るさセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありま
すのでご注意ください。

 ● 近接センサーの上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し着信中や通話中に
ディスプレイの表示が常に消え、操作が行えなくなる場合がありますのでご注意く
ださい。

 ● 本製品内のSIMカードトレイに液体、金属体などの異物を入れないでください。故障
の原因となります。

 ● 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の
原因となります。

 ● 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、スピーカー部などに砂などが入り音
が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入したりすると故障の原因となります。

	■ タッチパネルについて
 ● ディスプレイにシールやシート類（保護フィルムや覗き見防止シートなど）を貼る
と、タッチパネルが正しく動作しない場合があります。また、本製品の指紋センサー
はディスプレイに内蔵されているため、指紋の登録、認証ができない場合がありま
す。

 ● ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物
質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。

 ● タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のと
がったもの（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。 
以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原
因となりますのでご注意ください。
 • 手袋をしたままでの操作
 • 爪の先での操作
 • 異物を操作面に乗せたままでの操作
 • 市販の保護フィルムやシールなどを貼っての操作
 • ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
 • 濡れた指または汗で湿った指での操作
 • 水中での操作

	■ 有機ELディスプレイについて
 ● 有機ELディスプレイは、同じ画像を長く表示したり、ディスプレイ照明の明るさを必
要以上に明るい設定にしたり、極端に長く使用したりすると部分的に明るさが落ち
たり、色が変化する場合があります。これは、有機ELディスプレイの特性によるもの
で故障ではありません。

 ● 有機ELディスプレイは非常に高度な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや
常時点灯する画素などが存在することがあります。また見る方向によってすじ状の
色むらや明るさのむら、色の変化が見える場合があります。これらは、有機ELディス
プレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。

 ● 有機ELディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因となります。窓際
や屋外に置くときはご注意ください。

	■ 内蔵電池について

Li-ion 00
（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）
内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使
いください。また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電し
てください。

 ● 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池
の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電池の寿命も短くな
ります。できるだけ、常温でお使いください。

 ● 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わないでい
ると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に充電することをお
すすめします。

 ● 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場
合には寿命ですのでご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップ／
au Style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
が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態など
によりよって異なります。

 ● 内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これは
リチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

	■ 充電について
 ● 付属のACアダプタとUSB Type-C™データケーブル（試供品）を使用して充電して
ください。その他の充電器を使用すると、内蔵電池の漏液、発熱、火災を生じる場合が
あります。その他の充電器を使用して生じた事故や問題に対する責任につきまして
は一切負いかねますので、ご了承ください。

 ● 本製品にUSB Type-C™データケーブル（試供品）を接続する際、うまく取り付けや
接続ができない場合は、無理に行わないでください。

 ● ACアダプタを使用する際は、プラグ部分に電気を通すもの（金属類、鉛筆の芯など）
が触れないように注意してコンセントに差し込んでください。感電、ショート、火災
などの原因となります。

 ● ACアダプタはコンセントに直接接続してください。タコ足配線は過熱し、火災の原
因となります。

 ● ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えな
いでください。怪我や故障の原因となります。

 ● ACアダプタのプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかったりするときは
使用しないでください。

 ● 次のような場所での充電は控えてください。
 • 直射日光が当たっている場所
 • 湿度が高い場所、ほこりが多い場所、または強い振動がある場所
 • テレビ、ラジオ、その他の電気機器の近く

 ● 本製品は12時間以上充電しないでください。

 ● USB Type-C™データケーブル（試供品）は急速充電に対応しています。急速充電する
場合は、必ずUSB Type-C™データケーブル（試供品）を利用して充電してください。

	■ au	ICカードについて
 ● au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてく
ださい。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにして
ください。

 ● 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、
お客様の責任となりますのでご注意ください。

 ● au ICカードにシールなどを貼らないでください。

 ● 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因になります。

 ● カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物
の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかけたりする、濡らすなど）はしないでくださ
い。データの消失や故障の原因となります。

	■ SIM取出し用ピン（試供品）について
 ● SIM取出し用ピン（試供品）を、SIMカードトレイ取り出し用の穴以外の穴などに挿
入しないでください。故障、破損の原因となります。

 ● 無理な力がかからないように使用してください。故障、破損の原因となります。

 ● 廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って分別廃棄を行ってください。

 ● SIM取出し用ピン（試供品）はほかの携帯端末には使用しないでください。携帯端末
の故障、破損の原因となります。

	■ 保護ケース（試供品）について
 ● 保護ケース（試供品）が汚れた場合は清掃用アルコールをしみ込ませた布などで拭い
てください。定期的にお手入れ（半年に1度程度）を行うことをおすすめいたします。

 ● 保護ケース（試供品）に無理な力がかからないようにご使用ください。故障、破損の原
因となります。

 ● 廃棄の際は、それぞれの地域ルールに従って分別廃棄を行ってください。

	■ カメラ機能について
 ● 大切な撮影などをするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影され
ていることをご確認ください。

 ● 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

	■ 著作権・肖像権について
 ● お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウンロードなど
で取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権で保護されている場
合、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無
断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。 
また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれ
がありますので、そのようなご利用もお控えください。 
なお、実演や興行、展示物などでは、私的使用目的であっても、撮影・録音を制限して
いる場合がありますのでご注意ください。

 ● 撮影した画像などをインターネット・ホームページなどで公開する場合は、著作権や
肖像権に十分ご注意ください。

	■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い
 ● ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なも
のは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修
理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化したりする場合があります。
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防水／防塵性能に関するご注意
本製品はSIMカードトレイが完全に装着された状態でIPX8相当※1の防水
性能およびIP6X相当※2の防塵性能を有しております（当社試験方法によ
る）。
正しくお使いいただくために、「防水／防塵性能に関するご注意」の内容を
よくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずに
ご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・
傷害・故障のおそれがあります。
※1 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分

間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
※2 IP6X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌（かく

はん）させ、取り出したときに電話機の内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱い
の不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

ご使用にあたっての注意事項
 • SIMカードトレイをしっかり閉じてください。完全に閉まっていること
で防水性能が発揮されます。

 • 手や本体が濡れている状態でのSIMカードトレイの開閉は絶対にしない
でください。

 • 水道水以外の液体（海水、プールの水、温泉の湯、石けん、洗剤、入浴剤の
入った水、アルコール、ジュース、調味料など）に浸けたり、かけたりしな
いでください。また、ペットの尿がかかる場所での使用はしないでくださ
い。

 • かかった場合には、速やかに水道水で洗い流してください。
 • 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、メインマイク、スピー
カーなどに砂などが入り音が小さくなったり、本体内に砂などが混入し
たりすると発熱や故障の原因となります。

 • 水中で使用しないでください。
 • お風呂、台所など、湿気の多い場所での長時間の使用、保管はしないでく
ださい。

 • 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつかえあ
りませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。また、服
やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意ください。

 • メインマイク、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場
合は水抜きを行ってください。

 • 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めた
りしないでください。

 • 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
 • 湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。
 • 急激な温度変化は、結露が発生し、故障の原因となります。寒い場所から
暖かいお風呂場などに本製品を持ち込むときは、本体が常温になってか
ら持ち込んでください。

 • 本製品は水に浮きません。

	■ SIMカードトレイについて
 • SIMカードトレイはしっかりと取り付けてください。接触面に微細なゴ
ミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

 • SIMカードトレイを取り外し、取り付けたりする際は手袋などをしたま
ま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずか
でも挟まると浸水の原因となります。SIMカードトレイを取り付ける際、
わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き
取ってください。

 • SIMカードトレイに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できませ
ん。

	■ SIMカードトレイの取り付けかた
 • SIMカードトレイを本体に水平に奥までしっかり取り付けてください。

	■ 水以外が付着した場合
 • 万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐ
に水で洗い流してください。

 • やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離
れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。

 • 汚れた場合、ブラシなどは使用せず、SIMカードトレイが取れないように
押さえながら手で洗ってください。

	■ 水に濡れた後は
 • 水濡れ後は水抜きをし、SIMカードトレイは取り外さないで、本体を乾い
た清潔な布で水を拭き取ってください。

 • 寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結
したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置
しないでください。

	■ ゴムパッキンについて
 • SIMカードトレイのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役
割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

 • SIMカードトレイを取り付ける際は、ゴムパッキンを噛み込まないよう
ご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキン
が傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細な
ゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

 • 水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できな
くなる場合があります。

 • SIMカードトレイの隙間に、先のとがったものを差し込まないでくださ
い。本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付いたりするおそれがあ
り、浸水の原因となります。

 • 防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交
換することをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショッ
プ／au Styleまでご連絡ください。

	■ 耐熱性について
 • 熱湯に浸けたり、熱湯をかけたりしないでください。また、サウナでの使
用やドライヤーなどで熱風を当てないでください。本製品は耐熱設計で
はありません。

	■ 衝撃について
 • 本製品は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えたり
しないでください。また、受話口、マイク、スピーカーなどをとがったもの
でつつかないでください。本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原
因となります。

充電のときは
ACアダプタおよびUSB Type-C™データケーブル（試供品）は防水性能を
有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。
 • 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。火災、やけど、
けが、感電などの原因となります。

 • 本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、
よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、USB 
Type-C™データケーブル（試供品）を差し込んでください。

 • 濡れた手でACアダプタやUSB Type-C™データケーブル（試供品）に触
れないでください。感電の原因となります。

 • ACアダプタおよびUSB Type-C™データケーブル（試供品）は、水のかか
らない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水回りで
は使用しないでください。火災、やけど、感電・故障などの原因となりま
す。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。
火災、やけど、感電・故障などの原因となります。
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水に濡れたときの水抜きについて
本製品を水に濡らした場合、必ず次の部分の水抜きをしてください。
 • 受話口
 • USB Type-C接続端子／イヤホン端子
 • 音量ボタン（上下）
 • 電源ボタン／スクリーンロックボタン

そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくな
る場合があります。次の手順で水抜きを行ってください。
①.本体に付着した水分を乾いた布などでよく拭き取ってください。

②.本製品をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回程度振り（左
図）、上下の向きを変え、再度20回程度振ってください（右図）。
※ 本製品を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

③.本製品内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。
※ 布などで押し付けるように下向きにして拭き取ってください。
※ 上下の向きを変えて拭き取ってください。

④.乾いたタオル・布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置して乾燥さ
せてください。
※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に乾燥させてからご使用ください。
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Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について
 • 本製品のBluetooth®機能は日本国内およびFCC規格およびEC指令に準
拠し、認定を取得しています。

 • 一部の国／地域ではBluetooth®機能の使用が制限されることがありま
す。海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確
認ください。

 • 本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は日本国内およびFCC規格およびEC指
令に準拠し、認定を取得しています。一部の国／地域では無線LAN

（Wi-Fi®）機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる
場合は、その国／地域の法規制などの条件をご確認ください。

 • 無線LAN（Wi-Fi®）やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざま
な機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通
信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

 • 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生し
ているところで使用しないでください。

 • 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができな
くなったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受け
ることがあります）。テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の
原因となったり、テレビ画面が乱れたりすることがあります。

 • 近くに複数の無線LAN（Wi-Fi®）アクセスポイントが存在し、同じチャン
ネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

 • 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従っ
てください。通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度
や通信できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品のBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使用し
ます。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機
器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要
する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマ
チュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないこと

を確認してください。 
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合

には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停
止（電波の発射を停止）してください。 

3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップ／au 
Styleもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

 • 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との接続動作
を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線
LAN（Wi-Fi®）対応機器との動作を保証するものではありません。

 • 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）の標
準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境お
よび設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられま
す。Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）によるデータ通信を行う際はご注意
ください。

 • 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の
届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セ
キュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に
侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断
と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨しま
す。

 • Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）通信時に発生したデータおよび情報の漏
洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承
ください。

 • Bluetooth®と無線LAN（Wi-Fi®）は同じ無線周波数帯を使用するため、同
時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切
断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いの
Bluetooth®、無線LAN（Wi-Fi®）のいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、2.4GHz帯の周
波数を使用します。

2.4FH4/XX8/DS4/OF4

.■ Bluetooth®機能：2.4FH4/XX8
本製品は2.4GHz帯を使用します。FH4は、変調方式としてFH–SS変調方
式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。XX8はその他の方式を採用
し、与干渉距離は約80m以下です。

.■無線LAN（Wi-Fi®）機能：2.4DS/OF4.
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS–SS方式および
OFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

2.4GHz全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを
意味します。
 • 利用可能なチャンネルは、国により異なります。
 • 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5GHz帯ご使用上の注意
本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は5GHz帯を使用します。電波法により
5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。
本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。
 • W52（5.2GHz帯／36、40、44、48ch）
 • W53（5.3GHz帯／52、56、60、64ch）
 • W56（5.6GHz帯／100、104、108、112、116、120、124、128、
132、136、140、144ch）

5.2／5.3GHz帯（W52／W53）の屋外利用は法律で禁止されています
（5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通
信する場合を除く）。

各種暗証番号／PINコードについて
各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番
号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意
ください。なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更のうえお使いくだ
さい。

.■暗証番号

使用例 ①  お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
②  お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・ 変更を

する場合
初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

PINコードについて
	■ PINコード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびに
PINコードの入力を必要にすることができます。また、PINコードの入力要
否を設定する場合にも入力が必要となります。
PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた
場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。
 • お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定され
ていますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号、
入力要否は「入力必要」に変更できます。

 •「入力必要」で使用する場合、必ずお客様独自の番号に変更のうえご使用
ください。

	■ PINロック解除コード
PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。
 • PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラス
ティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはす
でに決められています。

 • PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してく
ださい。

 • PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ／au 
Style・トヨタ au取扱店もしくはお客さまセンターまでお問い合わせく
ださい。

 •「PINコード」はデータの初期化を行ってもリセットされません。

データ通信料についてのご注意
 • 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケー
ションなどにより自動的にデータ通信が行われる場合があります。この
ため、ご利用の際はデータ通信料が高額になる場合がありますので、デー
タ通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。

 • 本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、
アプリケーションによる通信、メールの送受信、各種設定を行う場合に発
生する通信はインターネット経由での接続となり、データ通信は有料と
なります。
※ 無線LAN（Wi-Fi®）の場合はデータ通信料はかかりません。

通話料についてのご注意
 • 通話を終了される際は、通話終了の操作を行って確実に通話が切断され
ていることをご確認ください。通話の切り忘れにより、通話料が高額にな
る場合があります。
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アプリケーションについて
 • 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、他のアプ
リケーションや携帯電話全体の動作に影響を及ぼすものもあります。ま
た、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、携帯電話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不具
合が生じた場合、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がありますので、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。

 • アプリケーションの中には動作中に画面が消灯しなくなったり、バック
グラウンドで動作して電池の消耗が激しくなったりするものがありま
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したアプリ
ケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や
画面表示が予告なく変更される場合があります。また、『取扱説明書 詳細
版 Android 11 対応版』（本書）、『クイックスタートガイド』、『ご利用にあ
たっての注意事項』に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじ
めご了承ください。

アプリの権限を設定する
本製品の機能や情報にアクセスするアプリ／機能を初めて起動すると、ア
クセス権限の許可をリクエストする確認画面が表示されます。
確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、「許可」／「許可しない」
をタップしてください。

例：「レコーダー」を初めて起動した場合

1	ホーム画面で［ツール］→［レコーダー］
2	［同意して続行する］

「デバイス内の写真、メディア、ファイルへのアクセスを「レコーダー」に許可
しますか？」の画面が表示されます。

3	［許可］
4	画面の指示に従って操作

 ◎ 許可をしないとアプリ／機能を起動できない場合や、機能の利用が制限される場合が
あります。
 ◎ 権限の設定を変更するには、ホーム画面で［設定］→［プライバシー］→［権限マネー
ジャー］→設定を変更する機能をタップ→設定を変更するアプリをタップ→権限を変
更→画面の指示に従って操作します。
 ◎ アプリ／機能によっては、許可についての説明画面が表示される場合があります。ま
た、確認画面が複数回表示される場合や、表示が異なる場合があります。表示内容をよ
くご確認の上、画面の指示に従って操作してください。
 ◎ 本書では、確認画面の表示の記載については省略している場合があります。

マナーも携帯する
	■ こんな場所では、使用禁止！

 • 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画を視聴しな
いでください。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で
禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合が
あります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音
が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏
切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

 • 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従っ
てください。

	■ 周りの人への配慮も大切
 • 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信
音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用し
ましょう。

 • 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
 • 携帯電話の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立
ち止まっての通話や操作は控えましょう。

 • 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動
しましょう。

 • 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
 • 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れに注
意しましょう。

 • 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てか
らにしましょう。

 • カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルを守りましょう。
 • 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着し
ている方がいる可能性があります。事前に本製品の「機内モード」へ切り
替える、もしくは電源を切っておきましょう。

 • 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所
では、その指示に従いましょう。
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ご利用の準備

各部の名称

(正面)(左側面) (右側面)

(上側面)

(下側面)

(背面)

①

②
③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

⑬

⑭

⑮

⑯ ⑰⑱ ⑲

①.音量ボタン（上下）
②.明るさセンサー／色温度センサー
③.受話口
④.フロントカメラ
⑤.ディスプレイ（タッチパネル）
⑥.近接センサー
⑦.画面指紋センサー
⑧.電源ボタン／スクリーンロックボタン
⑨.広角カメラ
⑩.レーザーフォーカス
⑪.メインカメラ
⑫.色温度センサー／フラッシュライト
⑬.サブマイク
⑭.ペリスコープカメラ
⑮.NFC検出エリア
⑯.スピーカー
⑰.USB.Type-C接続端子／イヤホン端子
⑱.メインマイク
⑲.SIMカードトレイ

au	ICカードについて
au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。
本製品はau Nano IC Card 04に対応しております。

IC（金属）部分

表 裏

au Nano IC Card 04

 ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注
意ください。
 • au ICカードのIC（金属）部分には触れないでください。
 • 正しい挿入方向をご確認ください。
 • 無理な取り付け、取り外しはしないでください。

 ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエ
ラーメッセージが表示されます。
 ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
 ◎ 変換アダプタを取り付けたau ICカードを挿入しないでください。故障の原因となり
ます。
 ◎ au ICカードの取り付け／取り外しには、付属のSIM取出し用ピン（試供品）が必要です。

	■ au	ICカードが挿入されていない場合
au ICカードが挿入されていない場合は、次の操作を行うことができませ
ん。
 • 電話をかける※／受ける
 • SMSの送受信
 • +メッセージの送受信
 • auメールの初期設定および送受信
 • SIMカードロック設定
 • 本製品の電話番号およびメールアドレスの確認

上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能をご利用できない場合
があります。
※ 110番（警察）・119番（消防機関）・118番（海上保安本部）への緊急通報も発信できません。ただし、海

外では緊急通報に限り発信可能な場合があります（なお、緊急通報番号は国によって異なります）。

au	ICカードを取り付ける／取り外す
au	ICカードを取り付ける

au ICカードを取り付ける際は必ず本製品の電源を切ってから行ってくだ
さい。
 • au ICカードを取り付ける／取り外す際は付属のSIM取出し用ピン(試供
品)をご利用ください。

 • au ICカードのIC（金属）部分には触れないでください。

1	SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカードトレイの穴に差し込む

2	SIMカードトレイを引き出す

3	au	ICカードのIC（金属）部分を上にしてSIMカードトレイに
取り付ける

IC(金属)

切り欠き

4	SIMカードトレイ挿入口に、SIMカードトレイをまっすぐ奥
まで差し込む

au	ICカードを取り外す
1	SIM取出し用ピン（試供品）をSIMカードトレイの穴に差し込む

2	SIMカードトレイを引き出す

3	au	ICカードをSIMカードトレイから取り外す

4	SIMカードトレイ挿入口に、SIMカードトレイをまっすぐ奥
まで差し込む
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充電する
お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してから
お使いください。

 ◎ 充電中はロック画面に「充電中」の表示と、バッテリー残量が％表示されます。
 ◎ 急速充電をしているときは、バッテリー残量の下に「VOOC」と表示されます。

ACアダプタで充電する
付属のACアダプタおよびUSB Type-C™データケーブル（試供品）を使用
して充電する方法を説明します。

1	本製品のUSB	Type-C接続端子／イヤホン端子に、USB	
Type-C™データケーブル（試供品）のUSB	Type-Cプラグ
を差し込む

2	ACアダプタのUSB端子に、USB	Type-C™データケーブル
（試供品）のUSBプラグを差し込む

3	ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む
4	充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントか
ら抜き、本製品とACアダプタからUSB	Type-C™データ
ケーブル（試供品）を取り外す	

パソコンを使って充電する
本製品をパソコンの充電可能なUSBポートに接続して充電する方法を説
明します。

1	本製品のUSB	Type-C接続端子／イヤホン端子に、USB	
Type-C™データケーブル（試供品）のUSB	Type-Cプラグ
を差し込む

2	パソコンのUSB端子に、USB	Type-C™データケーブル（試
供品）のUSBプラグを差し込む

3	充電が完了したら、本製品とパソコンからUSB	Type-C™
データケーブル（試供品）を取り外す

電源を入れる／切る
電源を入れる
1	電源ボタン／スクリーンロックボタンを長押し

電源ボタン／スクリーンロックボタン

 ◎ はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「初
期設定を行う」（▶P. 14）をご参照ください。

電源を切る
1	電源ボタン／スクリーンロックボタンを3秒間長押し
2	「 」を「電源オフ」までドラッグ

再起動する
1	電源ボタン／スクリーンロックボタンを3秒間長押し
2	「 」を「再起動」までドラッグ

強制的に再起動する
1	本製品が再起動するまで電源ボタン／スクリーンロックボタ
ンと音量ボタン（上）を同時に長押し

画面をロックする／画面ロックを解除する
画面をロックする

画面をロックすると、タッチパネルやキーの誤動作を防止できます。

1	画面点灯中に電源ボタン／スクリーンロックボタンを押す
画面が消灯し、画面がロックされます。

画面ロックを解除する
1	画面ロック中に電源ボタン／スクリーンロックボタンを押す
2	ロック画面を上にスライド

初期設定を行う
電源を入れた後に初期設定画面が表示されたときは、画面の指示に従って、
各機能の設定を行います。

1	日本語を選択→［次へ］
2	利用規約を確認してチェックを入れる→［次へ］
3	ユーザーのプライバシーセキュリティと保護の内容を確認→
［次へ］

4	ユーザーエクスペリエンスプログラムを確認して設定→［次
へ］

5	モバイルデータの使用に関する設定内容を確認→［次へ］
6	接続するWi-Fi®ネットワークを選択→画面の指示に従って設
定→［次へ］
Wi-Fi®ネットワークを設定しないときは、「スキップ」をタップします。

7	Wi-Fi®アシスタントを設定→［次へ］
8	アプリとデータのコピーを設定
9	Google	アカウントを設定

Google アカウントを設定しないときは、「スキップ」をタップします。

�	Google	サービスを設定／確認→［同意する］→［続行］
�	Google	アシスタント™を設定
�	その他の項目を設定→［設定完了］
�	ロック解除方法を設定
�	HeyTap	アカウントを設定
�	データのインポートを設定
�	パーソナル化を設定
�	［さあ、はじめよう］

初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

Google	アカウントを設定する
Google アカウントのセットアップ画面は、Google アカウントが必要な
アプリケーションを初めて起動したときなどに表示されます。

1	Google	アカウントのセットアップ画面でメールアドレスま
たは電話番号を入力／［アカウントを作成］
Google アカウントをすでにお持ちの場合は、メールアドレスまたは電話番
号を入力→［次へ］→パスワードを入力→［次へ］と操作し、画面の指示に従っ
てください。

 ◎ Google アカウントを設定しない場合でも本製品をお使いになれますが、Gmail、
Google Playなどの Google サービスがご利用になれません。
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基本操作

タッチパネルの使い方
本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて操作
します。
 • タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押し
たり、先のとがったもの(爪／ボールペン／ピンなど)を押し付けないでく
ださい。

 • 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、
誤作動の原因となりますのでご注意ください。
・ 手袋をしたままでの操作
・ 爪の先での操作
・ 異物を操作面に乗せたままでの操作
・ 保護シートやシールなどを貼っての操作
・ ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
・ 水中での操作

	■ タップ／ダブルタップ
画面に軽く触れて、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
項目などに触れた状態を保ちます。

	■ スライド
画面内で表示しきれないときなど、画面に指を軽く触れたまま、目的の方向
へなぞります。

	■ フリック（スワイプ）
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。
 • 最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指を動かしてください。

	■ ピンチ
2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピン
チイン）します。

	■ ドラッグ
項目やアイコンを移動するときなど、画面に指を軽く触れたまま目的の位
置までなぞります。

ナビゲーションバーの使い方
画面下部に表示されるナビゲーションバーに、画面を操作するためのアイ
コンが表示されます。アイコンの名称と動作は次のとおりです。

アイコン 概要
戻るボタン
前の画面に戻ります。
ホームボタン
ホーム画面を表示します。また、ロングタッチすると 
Google アシスタントを起動できます。
履歴ボタン
起動中のアプリケーションの一覧や、最近使用したアプリを
一覧表示し、起動や一覧からの削除ができます。

 ◎ ホーム画面で［設定］→［便利なツール］→［ナビゲーション］と操作すると、ナビゲー
ションのモード選択やレイアウト変更などができます。
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指紋認識

指紋認識機能を利用する
指紋認識機能について

指紋認識は、画面指紋センサーに指を当てて行う認証機能です。
この機能を利用して、画面ロックを解除したり、アプリの購入などをするこ
とができます。

	■ 指紋認識機能利用時のご注意
指紋認識は、指紋の特徴情報を利用して認証を行います。指紋の特徴情報が
少ないお客様の場合は、指紋認識を利用できないことがあります。
認証性能(画面指紋センサーに正しく指を当てた際に指紋が認証される性
能)はお客様の使用状況により異なります。
指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証性能が低
下したりすることがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変え
る、指の登録範囲を広くするなど、お客様の指の状態に合わせて対処するこ
とで、認証性能が改善されることがあります。
 • お風呂上りなどで指がふやけている
 • 指が水や汗などで濡れている
 • 指が乾燥している
 • 指に脂(ハンドクリームなど)が付着している
 • 指が泥や油で汚れている
 • 手荒れや、指に損傷(切傷やただれなど)がある
 • 指の表面が摩耗して指紋が薄い
 • 太ったりやせたりして指紋が変化した
 • 登録時に比べ、認証時の指の表面状態が極端に異なる

指紋認識技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当
社では、本製品を第三者に使用されたこと、または使用できなかったことに
よって生じる損害に関しては、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。

	■ 画面指紋センサー利用時のご注意
 • ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障および破損の原
因となることがあります。また、画面指紋センサー表面を引っかいたり、
ボールペンやピンなどの先のとがったものでつついたりしないでくださ
い。

 • 画面指紋センサー表面にシールなどを貼ったり、インクなどで塗りつぶ
したりしないでください。

 • 画面指紋センサーにほこりや皮脂などの汚れなどが付着すると、指紋の
読み取りが困難になったり、認証性能が低下したりすることがあります。
画面指紋センサー表面は時々清掃してください。

 • 指を当てる時間が短すぎたり長すぎたりすると、正常に認識できないこ
とがあります。できるだけ指紋の渦の中心が画面指紋センサーの中央に
触れるようにまっすぐに当ててください。

 • 画面指紋センサーに指を触れたまま指紋の登録や認証を開始すると、起
動できない場合があります。指を離し、再度操作してください。

指紋を登録する
指紋認識に使う指の指紋を登録します。
 • 指紋は5件まで登録できます。

1	ホーム画面で［設定］→［ロック解除方法］
2	［指紋を追加］
3	画面の指示に従って、ロック画面パスワードを入力

ロック画面パスワードを設定していないときは、パスワードを設定する操作
を行います。

4	画面指紋センサーに指を当て、本製品が振動したら離す
画面の指示に従いながら指紋全体が登録できるまでくり返し、センサーに指
を当てて離します。

5	［続行］
6	引き続き画面指紋センサーに指を当て、本製品が振動したら
離す

7	完了したら［続行］
指紋の登録が完了し、指紋設定画面が表示されます。
 • 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
 • 続けて別の指紋を登録する場合は、「指紋を追加」をタップします。

 ◎ 指紋の登録が失敗するときは、指を少し強めに押し上げながらなぞってください。ま
た、指を変えることで認証性能が改善されることがあります。

指紋を管理する
指紋の追加や登録名の変更、削除ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［ロック解除方法］→［指紋］
2	ロックを解除
.■指紋を追加登録する場合

3	［指紋を追加］→画面の指示に従って操作
.■登録した指紋の名前を変更する場合

3	登録済みの指紋をタップ
4	名前を入力→［ ］

.■登録した指紋を削除する場合

3	登録済みの指紋の［ ］

4	［削除］

指紋認識を行う
1	指紋認識を行う画面で、画面指紋センサーに指を当てる

画面のロックが解除され、画面が点灯します。
正しく認識されない場合は、指を画面指紋センサーから離し、再度操作して
ください。

顔認識機能を利用する
顔認識機能について

	■ 顔認識機能利用時のご注意
顔認識は他のロック解除方法(パターン、PIN、パスワードなど)より安全性
が低くなります。
認証性能(顔をフロントカメラに向けた際に顔が認証される性能)はお客様
の使用状況により異なります。
顔認識を最適な形で実現するために、顔の登録時に次の点にご注意くださ
い。
 • 明るい場所で顔を登録してください。ただし、逆光となる場所では顔を登
録しないでください。

 • 衣類、髪の毛、サングラス、マスクなどで顔を覆わないようにしてくださ
い。

 • 顔を正面に向け、普通の表情で、顔全体を登録エリアの枠内に入れた状態
で撮影し、頭を動かしたり、目を閉じたりしないようにしてください。

 • ロック画面で顔認識を行う際は、以下の点にご注意ください。
 • 極端に暗い場所や明るい場所、逆光となる場所では、顔認識の成功率が下
がる場合があります。

 • 衣類、髪の毛、サングラス、マスクなどで顔の全体、あるいは一部が覆われ
ると、顔認識の成功率が下がる場合があります。

 • 顔の角度が大きすぎると、顔認識の成功率が下がる場合があります。
 • 自分に似た人や物でもロック解除されてしまう場合があります。

顔を登録する
顔認識に使う顔を登録します。

1	ホーム画面で［設定］→［ロック解除方法］
2	［顔を追加］
3	画面の指示に従って、ロック画面パスワードを入力

ロック画面パスワードを設定していないときは、パスワードを設定する操作
を行います。

4	［続行］
5	画面のサークル内に顔正面を合わせる→［完了］

顔の登録が完了します。
 • 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
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顔を管理する
登録した顔の削除や、顔認識によるロック解除のタイミングが設定できま
す。

1	ホーム画面で［設定］→［ロック解除方法］→［顔］
2	ロックを解除
.■登録した顔を削除する場合

3	［ ］

4	［削除］
.■ロック画面の解除タイミングを設定する場合

3	［画面ロック解除］
4	［上にスワイプしてロック解除］／［自動ロック解除］

顔認識を行う
1	画面点灯時／ロック画面表示中に、フロントカメラに顔を向
ける
正しく認証されない場合は、顔の角度や距離を変更してください。

電話／連絡先

電話をかける
直接ダイヤルする方法や、連絡先の番号を選択する方法などで電話をかけ
ることができます。

1	ホーム画面で［ ］→キーパッドで番号を入力

2	［ ］→通話

3	通話が終了したら［ ］

	■ 緊急通報位置通知について
本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地

（GPS情報）が緊急通報先に通知されます。

 ◎ 警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）について、ここでは緊急通報受理
機関と記載します。
 ◎ 日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を
利用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
 ◎ 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
 ◎ 緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様
にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
 ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰
では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
 ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
 ◎ 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭
でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった
地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
 ◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理
機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位
置情報を取得する場合があります。
 ◎ 着信拒否を設定した状態で緊急通報を発信した場合、緊急通報受理機関からの着信を
受けるため、着信拒否設定は自動的に約10分間解除されます。

連絡先から電話をかける
連絡先から名前を検索して電話をかけます。

1	ホーム画面で［ ］

2	［連絡先］→連絡先の名前カードをタップ
3	［通話］または発信先の番号をタップ

履歴から電話をかける
履歴を利用して電話をかけます。

1	ホーム画面で［ ］

2	対象の通話履歴をタップ

着信を管理する
着信に応答、ミュート、拒否、テキストメッセージで応答できます。

着信をミュートする
電話がかかってきたとき、着信音を消すことができます。

1	電話が鳴ったら音量ボタン（下）を押す
	■ 音声を調整する

通話中に音声に関する調整を行うことができます。
 • 音量を調整：音量ボタン（上下）を押す
 • ミュートにする：［ミュート］
 • 通話を保留にする：［保留］
 • スピーカーを使って通話する：［ ］

手動で新しい連絡先を追加する

1	ホーム画面で［ツール］→［連絡先］
2	画面右下の［＋］
3	情報を入力して［ ］

 •「詳細情報を追加」をタップすると読み仮名や住所などの情報を追加する
ことができます。
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auメール

auメールのご利用にあたって
 • auメールを利用するには、5G 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／au Styleまたはお客さま
センターまでお問い合わせください。

 • auメールサービス詳細は、auホームページをご参照ください。
(https://www.au.com/support/service/mobile/email/)

 • 操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。

	■ auメールの初期設定について
 • auメールアプリを利用するには、あらかじめ初期設定が必要です。初回起
動時に初期設定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。

 • 初期設定は、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態
の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
Wi-Fi®通信では初期設定ができません。

 • 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
「メールアドレスの設定中です。しばらくお待ちください。」と表示された
画面のまま、お待ちください。

 ◎ auメールの送受信には、データ量に応じて変わるデータ通信料がかかります。海外で
のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくはauホームページをご参
照ください。
 ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、auメールの送
受信に時間がかかることがあります。

auメールを利用する

1	ホーム画面で［auサービス］→［auメール］
auメールのトップ画面が表示されます。

	■ auメールの利用方法を確認する
auメールの「アプリ操作ガイド」で利用方法を確認できます。

1	auメールのトップ画面で［ ］→［アプリ操作ガイド］
auメールアプリの操作説明がブラウザで表示されます。

2	確認する利用方法をタップ
「au動画ガイド」で動画による説明も確認できます。

 ◎ データ使用量（▶P. 31）のデータ通信節約設定中の場合、メールを受信するときは、
auメールのトップ画面を下方向にスワイプしてください。
 ◎ auメールの利用方法確認には、データ通信料がかかります。海外でのご利用は、通信
料が高額となる可能性があります。詳しくはauホームページをご参照ください。

迷惑メールフィルターを設定する
迷惑メールフィルターには、特定のメールを受信／拒否する機能と、携帯電
話･PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。

1	auメールのトップ画面で［ ］→［アドレス変更／迷惑メール設定］
確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

.■おすすめの設定にする場合

2	［オススメの設定はこちら］→［OK］
なりすましメール・自動転送メールおよび迷惑メールの疑いのあるメールを
拒否します。本設定により大幅に迷惑メールを削減できます。

.■詳細を設定する場合

2	［迷惑メールフィルターの設定／確認へ］→暗証番号入力欄を
タップ→暗証番号を入力→［送信］

3 ヘルプ 迷惑メールフィルターの各種機能の説
明を表示します。

オススメ設定をする とにかく迷惑メールでお悩みの方にオ
ススメします。なりすましメール・自動
転送メールおよび迷惑メールの疑いの
あるメールを拒否します。

個別設定 受信リストに
登録／アドレ
ス帳受信設定
をする

個別に指定したメールアドレスやドメ
イン、「@」より前の部分を含むメールを
優先受信します。
 • 受信リストに登録したメールアドレ
ス以外のメールをすべてブロックす
る場合は、「個別設定」の「携帯／PHS
以外からのメールを拒否する」で「設
定する」に設定し、「携帯／PHS等の
事業者毎に受信／拒否設定する場合
はコチラ」の「事業者毎の設定」ですべ
ての事業者を「受信しない」に設定し
てください。
※ 「必ず受信」にチェックを入れることにより、「なり

すまし規制」を回避して、メーリングリスト、転送
メールを受信することができます。ただし、「ご自
身のauメールアドレス」またはその一部（@
au.com/@ezweb.ne.jp）などを設定する場合は、

「必ず受信」のチェックを外してください。

アドレス帳受信設定へ：「auアドレス
帳」もしくは「データお預かり」に保存
したメールアドレスからのメールを受
信することができます。

拒否リストに
登録する

個別に指定したメールアドレスやドメ
イン、「@」より前の部分を含むメールの
受信を拒否します。

携帯／PHS
以外からの
メールを拒否
する

PCメールは拒否し、携帯電話とPHSか
らのメールのみ受信します。また、携
帯／PHS事業者毎にメールを一括で受
信／拒否します。

その他の詳細
設定をする

迷惑メールおまかせ規制：メールサー
バーで受信したメールの中で、迷惑
メールの疑いのあるメールを自動検知
して規制します。
なりすまし規制：送信元のアドレスを
偽って送信してくるメールの受信を拒
否します。（高）（低）の2つの設定を選択
いただけます。
※ 以前ご利用の携帯電話で（中）を設定されている場合

も（高）（低）のみ選択可能です。
※ 「受信リスト設定」の「必ず受信」にチェックを入れて登

録することにより、「なりすまし規制」を回避して、メー
リングリスト、転送メールを受信することができます。

HTMLメール規制：メール本文が
HTML形式で記述されているメールを
拒否することができます。
URLリンク規制：本文中にURLが含ま
れるメールを拒否することができます。
ウィルスメール規制：添付ファイルが
ウイルスに感染している送受信メール
をメールサーバーで規制します。

全ての設定を一括解除する 迷惑メールフィルターの設定を一括で
解除できます。

※ 最新の設定機能およびパソコンからの迷惑メールフィルター設定は、auのホームページでご確
認ください。

 ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
 ◎ 迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったメールをもう一度受信すること
はできませんので、設定には十分ご注意ください。
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＋メッセージ（SMS）

＋メッセージのご利用にあたって
「＋メッセージ（SMS）」アプリはau電話番号でメッセージのやりとりがで
きるアプリケーションです。
au電話番号宛だけでなく、国内他事業者(NTTドコモ、ソフトバンク)にも
メッセージが送れ、企業の公式アカウントとメッセージのやりとりができ
ます。
初めて起動したときは許可画面や利用規約などの確認画面が表示されま
す。内容をご確認のうえ、画面に従って操作してください。

＋メッセージのモードについて
+メッセージは、相手が+メッセージを利用している場合は、スタンプや写
真や動画等のコンテンツを送ることができます。
相手が＋メッセージを利用していない場合は、SMSとしてテキスト文のみ
を送ることができます。

＋メッセージのご利用方法を確認する

1	ホーム画面で［ ］

2	［マイページ］→［ヘルプ］
以下の内容がブラウザで確認できます。ご希望の操作説明をご確認くださ
い。
 • よくあるご質問
 • 使い方ガイド
※ なるホーの使い方練習（下記QRコードにアクセスすると、基本的な使い方を実際に体験でき

ます。）

連絡先を登録する
	■ QRコードで連絡先を登録する

＋メッセージ利用者同士であれば、＋メッセージ専用QRコードを読み込む
ことで、連絡先として登録できます。

1	ホーム画面で［ ］

2	［連絡先］→［ ］→［QRコードで追加］

 ◎ 専用のQRコードを表示するには、ホーム画面で［ ］→［マイページ］→［QRコード］
と操作します。

	■ 新しい連絡先を登録する

1	ホーム画面で［ ］

2	［連絡先］→［ ］→［新しい連絡先］
連絡先アプリの連絡先新規登録画面が表示されます。新規連絡先を登録でき
ます。

公式アカウントを登録する

1	ホーム画面で［ ］

2	［公式アカウント］または［連絡先］→［公式アカウントを探す］
→［ ］または［ ］
おすすめやカテゴリごとに分けられた公式アカウントが表示されます。登録
した公式アカウントは「 」に表示されます。

メッセージを送信する
漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字のメッセージ（メール本文）
に加え、スタンプや写真・動画等のコンテンツを送信できます。

1	ホーム画面で［ ］
［連絡先］：連絡先一覧画面が表示されます。
［メッセージ］：メッセージ一覧画面が表示されます。

2	［メッセージ］→［ ］→［新しいメッセージ］
メッセージの作成画面が表示されます。
 • 同じ相手にメッセージを送信するときは、メッセージ一覧で相手をタップ
してもメッセージを作成できます。

3	連絡先一覧から相手先を選択
 •「名前や電話番号を入力」欄に、名前を入力すると連絡先一覧から相手先を
検索できます。
 •「名前や電話番号を入力」欄に、相手先電話番号を直接入力することもでき
ます。
 • SMSを海外へ送信する場合は、相手先電話番号の前に「010」と「国番号」
を入力します。 
010＋国番号＋相手先電話番号
※ 相手先電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください。

4	［メッセージを入力］→本文を入力
 • 本文は、相手先が＋メッセージを利用している場合、2,730文字相当まで
入力できます。
 • SMSモード利用の場合、全角最大670／半角最大1,530文字まで入力で
きます。

5	［ ］
メッセージが送信されます。
 • 送信したメッセージをロングタッチすると、コピー、転送、削除ができま
す。

グループを作る／グループに送信する

1	ホーム画面で［ ］

2	［メッセージ］→［ ］→［新しいグループメッセージ］

3	連絡先一覧から相手先を選択
 •「名前や電話番号を入力」欄に、名前を入力すると連絡先一覧から相手先を
検索できます。
 •「名前や電話番号を入力」欄に、相手先電話番号を直接入力することもでき
ます。

※ グループは100人まで選択できます。

4	［OK］
5	［グループ名（入力スキップ可）］→任意の名称を入力

「 」をタップしてグループのプロフィール写真を設定することもできま
す。

6	［OK］
7	メッセージを入力し、送信

 • メッセージの送信方法については「メッセージを送信する」（▶P. 19）をご
参照ください。

＋メッセージを設定する

1	ホーム画面で［ ］

2	［マイページ］→［設定］
＋メッセージの設定メニューが表示されます。

3 メッセージ バックアップや連絡先未登録者フィルタリング等
の設定を行うことができます。

公式アカウント 公式アカウントの通知音設定を行うことができま
す。

写真や動画 写真や動画のダウンロード設定、サイズ設定等を
行うことができます。

テーマカラー・
背景

テーマカラーや背景設定を行うことができます。

通知 メッセージ着信時の通知関連の設定を行うことが
できます。

プライバシー パスコード、ブロックリスト等の設定を行うこと
ができます。

その他 ユーザー情報引き継ぎ設定、初期化等の設定を行
うことができます。
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ブロックリストを設定する
相手とのやり取りをブロックすることができます。ブロック／ブロック解
除の設定ができます。

1	ホーム画面で［ ］

2	［マイページ］→［設定］→［プライバシー］→［ブロックリスト］
3	［ブロックリスト編集］
4	［ ］→ブロックしたい相手を以下の方法から選択

 •「名前や電話番号を入力」欄にブロックしたい電話番号を入力し、電話番号
を選択します。
 •「名前や電話番号を入力」欄にブロックしたい相手の名前を入力し、連絡先
を選択します。
 • 連絡先一覧に表示されている連絡先からブロックしたい相手を選択しま
す。

公式アカウントとのやりとりをブロックする

1	ホーム画面で［ ］

2	［メッセージ］
ブロックしたい公式アカウントを選択します。

3	公式アカウントのメッセージ画面で［ ］

4	［ブロック］

 ◎ 公式アカウントをブロックすると、同時に利用を停止されます。また「 」から削除さ
れます。

インターネット

インターネットに接続する
データ通信または無線LAN（Wi-Fi®）機能を使用してインターネットに接続
できます。

 ◎ 5G NETまたは5G NET for DATAに加入していない場合は、データ通信を利用す
ることができません。

データ通信を利用する
本製品は、「5G NET」や「5G NET for DATA」のご利用により、手軽にイ
ンターネットに接続してデータ通信を行うことができます。本製品にはあ
らかじめ5G NETでインターネットへ接続する設定が組み込まれており、
インターネット接続を必要とするアプリケーションを起動すると自動的に
接続されます。
5G NET for DATAでインターネットへ接続するには、ホーム画面で［設
定］→［SIMカードおよびモバイルデータ］→［SIM］→［アクセスポイント
名］→［5G NET for DATA］と操作してください。

 ◎ 5G NET、5G NET for DATA、データ通信料定額／割引サービスについての最新情
報はauのホームページをご参照ください。

	■ データ通信ご利用上のご注意
 • 画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロード、通信を
行うアプリケーションを使用するなど、データ量の多い通信を行うと
データ通信料が高額となるため、データ通信料定額／割引サービスの加
入をおすすめします。

 • ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ送受
信を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速度が自
動的に制限される場合があります。

	■ ご利用データ通信料のご確認方法について
ご利用データ通信料は、次のURLでご照会いただけます。

（https://www.au.com/support/）

Chrome

ウェブサイトを表示する

1	ホーム画面で［ ］
Chrome画面が表示されます。
 • 初回起動時には利用規約などが表示されますので、内容をご確認のうえ、
画面に従って操作してください。

2	URL表示欄をタップ
3	検索する文字またはURLを入力

入力した文字を含む検索候補などがURL表示欄の下に一覧表示されます。

4	一覧表示から項目をタップ

ブックマーク／履歴を利用する
ブックマークの保存や履歴を確認できます。

ブックマークを開く
1	ホーム画面で［ ］→［ ］→［ブックマーク］

2	ブックマークをタップ

履歴を利用する
1	ホーム画面で［ ］→［ ］→［履歴］

2	履歴をタップ

20

https://www.au.com/support/


カメラ
本製品には、AIダズルカラー、HDR、ポートレートモード、ウルトラナイト
モードなどの撮影機能があり、撮影をより素晴らしいものにすることがで
きます。

写真を撮影する
カメラを起動する
1	ホーム画面で［ ］

撮影画面が表示されます。

写真を撮影する
1	撮影画面で撮影モードの［写真］
2	［ ］（シャッター）

写真を撮影します。
 •「 」をタップするとフロントカメラ／アウトカメラに切り替わります。

フォーカスと明るさを調整する
1	撮影画面でフレーム内の任意の場所をタップして、ピントを
合わせる

2	明るさを調整するには、1でフォーカスの円が表示されてい
る状態で画面を上下にスライドする

ズームイン／ズームアウトする
1	撮影画面で［ ］

タップするたびに、ズームの倍率を調節できます。

 ◎「 」をロングタッチするとコントローラーが表示され、回転することでズームの倍
率を変更することができます。
 ◎ 画面をピンチイン／ピンチアウトしてもズームを調節することができます。

フラッシュをオン／オフする
1	撮影画面で［ ］

2	［オン］
撮影時にフラッシュライトが点灯します。

 ◎「オフ」に設定すると点灯しません。
 ◎「自動」に設定すると、本製品が自動的に明るさの状態を検出し、フラッシュが必要か
どうかを判断します。
 ◎「補助光」に設定すると、撮影用の補助光としてフラッシュライトが点灯します。夜間
や薄暗い環境の下では、フラッシュを「オン」に設定することをお勧めします。

AIダズルカラーを設定する
AIダズルカラーをオンにすると、鮮やかで明るい色を強調し、より印象的な
写真になります。
ダズルカラーモードは、単純な彩度の調整やフィルターを追加するもので
はなく、写真がどの撮影モードで撮影されたかを判定した後、色彩を最適化
するためにすべてのピクセルを判定します。

1	撮影画面で［ ］
AIダズルカラーがオンになります。

HDRを設定する
HDRは、ハイダイナミックレンジイメージングと呼ばれます。HDRをオン
にすると、写真のダイナミックな輝度が再現され、より多くのディスプレイ
コントラストが得られ、人間の目が見るものに近くなります。

1	撮影画面で［ ］

2	［オン］
HDRがオンになります。

フィルターを追加して写真を撮る
フィルターを追加しさまざまな視覚効果を調整することができます。

1	撮影画面で［ ］

2	左または右にスワイプしてフィルターを選択
3	［ ］（シャッター）

フィルターを追加した写真を撮影します。

写真の撮影サイズを変更する
撮影サイズ（アスペクト比）を変更できます。

1	撮影画面上部の［ ］を下にスライド

2	「フレーム」から撮影サイズ（アスペクト）を選択

タイマーを設定する
撮影時のタイマーを設定できます。

1	撮影画面上部の［ ］を下にスライド

2	「タイマー」から時間を選択

48MPモードで撮影する
撮影サイズ6000 x 8000の高画質で写真を撮影できます。

1	撮影画面上部の［ ］を下にスライド

2	「48MP」を［オン］
3	［ ］（シャッター）

ポートレートモードで撮影する
ポートレートモードを使用すれば、カメラマンのようにより自然なポート
レート写真が撮影できます。

1	撮影画面で撮影モードの［ポートレート］
2	［ ］（シャッター）

ポートレートモードで写真を撮影します。
 •「 」をタップし、スライダーをスライドすると背景のぼかしを調整でき
ます。

AIビューティー機能を利用する
フロントカメラで撮影時、AIビューティー（美顔補正）機能が利用できます。

1	撮影画面で［ ］
ビューティーモードになります。

2	個別に補正の強弱を調整
ナチュラル 補正なしにします。
リセット カスタマイズをリセットします。
美肌 肌をなめらかにします。
細い顔 顔の幅を細くします。
より大きな目 目を大きくします。
より小さな鼻 鼻筋を細くします。
顎 顎を細くします。
より小さな顔 顔全体を小さくします。
タッチアップ 薄化粧をします。
3D 彫りを深くします。

パノラマ写真を撮影する
1	撮影画面で［その他］→［パノラマ］
2	［ ］（シャッター）

3	矢印を中心線上に保ちながら、矢印の方向に画面の端まで
ゆっくり動かす
 •「 」をタップすると撮影を停止できます。

 ◎ 本体をゆっくり動かしてください。
 ◎ 撮影中にカメラを上下に動かさないでください。上下に移動すると、写真がずれるこ
とがあります。

ウルトラナイトモードで撮影する
ウルトラナイトモードは、AIで強化されたアルゴリズムを使用し、4～5枚
の連続した写真を撮影して組み合わせることで、より鮮明で明るい写真に
します。

1	撮影画面で撮影モードの［夜景］
2	［ ］（シャッター）

ウルトラナイトモードで写真を撮影します。

 ◎ 撮影する間は、本体が動かないように安定させてください。
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エキスパートモードで撮影する
エキスパートモードではより細かい設定が可能になり、よりプロフェッ
ショナルな写真を撮影できます。

1	撮影画面で［その他］→［エキスパート］
2	調整するパラメーターをタップし、スライダーをスライドし
て各パラメーターの設定を変更
ISO／S（露出） ISOとシャッタースピードの2つのパラメーター

を調整できます。
ISOが低いほど写真は滑らかになり、ISOが高いほ
ど背景ノイズが大きくなり画質が低下します。
また、シャッター速度は、センサーが光を取り込む
時間を決定します。走っている子どもなどの動く
被写体の写真を撮る場合は、シャッター速度を上
げる必要があります。

WB（ホワイトバ
ランス）

ホワイトバランスは色温度に関連します。蛍光灯
の光源の下でわずかに青く、白熱灯の光源の下で
黄色になります。リアルなカラーキャストを表現
するためにホワイトバランスを調整すると、色温
度はより冷たく、またはより暖かいトーンに変化
します。

AF（フォーカ
ス）

フォーカスを調整することで写真をよりシャープ
にできます。背景がぼやけたオブジェクトに焦点
を合わせるか、オブジェクトがぼやけた背景に焦
点を合わせるかを選択します。

EV（露出補正） 露出補正がオンになると、露出補正に適したパラ
メーターを自動的に表示し、写真を明るくしたり
暗くしたりします。

ステッカーをつけた写真を撮影する
撮影した写真にステッカーをつけることができます。

1	撮影画面で［その他］→［ステッカー］
2	［ ］→ステッカーをタップ

3	［ ］（シャッター）
ステッカーは人が被写体の場合につきます。

書類やメモを撮影する
書類やメモを自動で認識し、読みやすく鮮明に撮影します。

1	撮影画面で［その他］→［テキストスキャナー］
2	［ ］（シャッター）

Google	Lens™を利用する
周辺のスポットや、かざしたものを調べることができます。

1	撮影画面で［ ］

2	利用する機能をタップ→対象物を撮影

透かしを入れる
写真に製品名［OPPO Find X2 Pro］、日付、撮影場所、20文字までの任意
の文字を透かしとして追加できます。

1	撮影画面で［ ］

2	［透かし］
3	写真に追加する透かしを選択

写真撮影の設定を変更する
1	撮影画面で［ ］

カメラ設定メニューが表示されます。

透かし 撮影した写真に透かしを追加できます。
音量ボタン 音量ボタンをシャッターボタンまたはズームコン

トロールとして機能するように設定します。
位置 写真に位置情報を追加します。
構図 グリッドやガイドの表示したり、カメラが水平に

なるようにレベルの調整をしたりできます。
詳細設定 自撮り（セルフィー）を鏡に映ったように反転させ

たり、写真／動画の保存形式を設定したりできま
す。

撮影方法 撮影画面の任意の場所をタップ、またはジェス
チャーを使って写真を撮影するかを設定します。

ポートレート撮影
の歪み補正

縦方向の歪みを自動的に補正します。

QRコードのス
キャン

アウトカメラで写真モード時に、QRコードを自動
的に認識しスキャンします。

AIウルトラクリア
モード

よりクリアなポートレート写真を撮影できます。

デフォルトに復元 設定をデフォルトに戻します。

動画を撮影する

1	ホーム画面で［ ］
撮影画面が表示されます。

2	撮影画面で撮影モードの［動画］
動画撮影画面が表示されます。

3	［ ］（録画）
動画の撮影が開始します。
 •「 」をタップすると動画の撮影を終了します。

ライトをオン／オフする
1	動画撮影画面で［ ］

2	［補助光］
ライトが点灯します。

 ◎「オフ」に設定すると点灯しません。

ウルトラステディ（手ブレ補正）を設定する
1	動画撮影画面で［ ］

手ブレ補正機能が有効になります。

2	［ ］
手ブレ補正Proが有効になります。
 • 画角がワイドになり、超広角でブレの少ない動画が撮影できます。

ぼかしを調整する
ぼかしを強くすると被写体の印象がより強くなります。

1	動画撮影画面で［ ］

2	スライダーをスライドしてぼかしのレベルを調整

フィルターを追加して動画を撮影する
フィルターを追加しさまざまな視覚効果を調整することができます。

1	動画撮影画面で［ ］

2	左または右にスワイプしてフィルターを選択
3	［ ］（録画）

フィルターを追加した動画を撮影します。

LiveHDRを設定して動画を撮影する
HDRを有効にした動画撮影ができます。

1	動画撮影画面上部の［ ］を下にスライド

2	「Live	HDR」を［オン］
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映画モードで撮影する
映画モードではより細かい設定が可能になり、よりプロフェッショナルな
動画撮影ができます。

1	動画撮影画面で［その他］→［映画］
2	調整するパラメーターをタップし、スライダーをスライドし
て各パラメーターの設定を変更
EV（露出補正） 露出補正がオンになると、露出補正に適したパラ

メーターを自動的に表示し、動画を明るくしたり
暗くしたりします。

AF（フォーカ
ス）

フォーカスを調整することで動画をよりシャープ
にできます。背景がぼやけたオブジェクトに焦点
を合わせるか、オブジェクトがぼやけた背景に焦
点を合わせるかを選択します。

WB（ホワイトバ
ランス）

ホワイトバランスは色温度に関連します。蛍光灯
の光源の下でわずかに青く、白熱灯の光源の下で
黄色になります。リアルなカラーキャストを表現
するためにホワイトバランスを調整すると、色温
度はより冷たく、またはより暖かいトーンに変化
します。

ISO／S（露出） ISOとシャッタースピードの2つのパラメーター
を調整できます。
ISOが低いほど動画は滑らかになり、ISOが高いほ
ど背景ノイズが大きくなり画質が低下します。
また、シャッター速度は、センサーが光を取り込む
時間を決定します。走っている子どもなどの動く
被写体の動画を撮る場合は、シャッター速度を上
げる必要があります。

スローモーション動画を撮影する
スローモーションモードで撮影すると、被写体の動きをゆっくり再生する
動画に変換します。

1	動画撮影画面で［その他］→［スローモーション］
2	［ ］（録画）

動画の撮影が開始します。
 •「 」をタップすると動画の撮影を終了します。

 ◎ スローモーション動画の解像度は720Pまたは1080Pが設定できます（▶P. 23）。
 ◎ 解像度が高いほど、動画のデータサイズが大きくなります。

タイムラプス動画を撮影する
タイムラプスモードで撮影すると高速で再生する動画に変換します。
タイムラプスモードでは、動画の長さに関係なく、10対1の比率に基づい
て短い時間に圧縮されます。
撮影時は本製品を安定した安全な場所に置いてください。

1	動画撮影画面で［その他］→［タイムラプス］
2	［ ］（録画）

動画の撮影が開始します。
 •「 」をタップすると動画の撮影を終了します。

動画撮影の設定を変更する
1	動画撮影画面で［ ］

カメラ設定メニューが表示されます。

透かし 撮影した動画に透かしを追加できます。
音量ボタン 音量ボタンを録画ボタンまたはズームコントロー

ルとして機能するように設定します。
位置 動画に位置情報を追加します。
構図 グリッドやガイドの表示したり、カメラが水平に

なるようにレベルの調整をしたりできます。
詳細設定 自撮り（セルフィー）を鏡に映ったように反転させ

たり、写真／動画の保存形式を設定したりできま
す。

慣性ズーム 撮影画面をロングタッチして、なめらかなズーム
イン／ズームアウトができます。

動画解像度 動画の解像度とフレームレートを設定します。
スローモーショ
ン動画解像度

スローモーション動画撮影時の解像度を設定しま
す。

オーディオエ
フェクト

動画撮影時の音響効果を設定します。

デフォルトに復元 設定をデフォルトに戻します。

写真
保存されている写真や動画を閲覧したり、整理したりできます。

写真アプリを利用する

1	ホーム画面で［写真］
写真／動画一覧画面が表示されます。

写真／動画を表示する
1	写真／動画一覧画面で表示したい写真／動画をタップ

写真／動画が表示されます。

	■ 写真を拡大／縮小する

1	写真画面でピンチイン／ピンチアウト
 • 画面を2回タップしても、拡大／縮小を切り替えることができます。

写真／動画を管理する
アルバムを作成する
1	ホーム画面で［写真］→［アルバム］
2	［ ］→［新規アルバム］

3	アルバム名を入力→［ ］

4	写真／動画をタップ→［ ］

アルバムを削除する
1	ホーム画面で［写真］→［アルバム］
2	削除するアルバムをロングタッチ
3	［削除］→［削除］

写真／動画を削除する
1	ホーム画面で［写真］
2	削除する写真／動画をロングタッチ
3	［削除］→［削除］

写真／動画を送信する
1	ホーム画面で［写真］
2	送信する写真／動画をロングタッチ
3	［送信］
4	送信する方法をタップ→画面の指示に従って操作

My au

My	auを利用する
月々のご請求額やデータ残量（ギガ）を簡単に確認できるほか、料金プラン
やオプションサービスなどの申し込み・変更手続きができます。

1	ホーム画面で［au］→［My	au］
My auのトップ画面が表示されます。
 • 初めて起動したときは画面の指示に従ってログインしてください。

2	確認する項目を選択
直近のご利用状況、ご請求額、ご契約情報の確認や、各種お手続きができま
す。

 ◎「デバイスマネージャー」（▶P. 33）を有効とする画面や利用規約が表示された場合
は、内容をご確認のうえ、画面の表示に従って操作してください。
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あんしんフィルター for au

あんしんフィルター	for	auを利用する
お子さまにスマートフォンを安心して持たせられるよう、青少年に不適切
なウェブサイトへのアクセスやアプリの利用を制限するフィルタリング
サービスです。
お子さまの年代に合わせ、「小学生」・「中学生」・「高校生」・「高校生プラス」の
4段階から制限レベルを簡単に選択できるほか、特定のウェブサイトやア
プリの制限／許可を保護者が個別にカスタマイズすることも可能です。

1	ホーム画面で［auサービス］→［あんしんフィルター	for	au］
初めて起動したときは、アクセス権限の同意画面が表示されます。内容をご
確認のうえ、「同意する」をタップしてください。

2	［au電話番号でログイン］
画面の指示に従って操作してください。
※ ご利用になるお子さまのau電話番号でログインしてください。

3	仮パスワードを入力→仮パスワード（確認）を入力
仮パスワードは管理者登録の際に必要となります。必ず保護者の方がご自身
で設定し、忘れないように管理してください。

4	フィルタリングの強度を選択
小学生 スマホを初めて使うお子さまや操作に少し慣れた

お子さま向け
［制限対象］
ゲーム/動画/音楽、懸賞、成人娯楽、SNS/掲示板、
出会い、アダルトなど

中学生 スマホの操作におおむね慣れたお子さま向け
［制限対象］
懸賞、成人娯楽、SNS/掲示板、出会い、アダルトな
ど

高校生 スマホ利用のルールやマナー、危険性を理解した
お子さま向け

［制限対象］
SNS/掲示板、出会い、アダルトなど

高校生プラス SNS利用のルールやマナー、危険性を理解したお
子さま向け

［制限対象］
出会い、アダルトなど

5	［規約に同意してサービスを利用開始する］
利用規約を必ずご確認ください。

6	「位置情報、利用情報の取得・利用について」の内容を確認→
［はい］
「いいえ」を選択するとエリア検索など一部の機能が利用できません。

7	「利用登録が完了しました」の表示を確認→［OK］
8	［管理アプリを有効にする］
9	「よく使うアプリの設定」で利用したいアプリを選択→［設定
する］
事前に利用したいアプリを許可してください。

�	設定完了
ウェブサイトが表示されます。
以降は「あんしんフィルターアプリ」をブラウザアプリとしてご利用くださ
い。

管理者情報を登録する
お子さまのスマホで設定してください。

1	ホーム画面で［auサービス］→［あんしんフィルター	for	au］
2	画面上の「ここをタップして、あんしんフィルター	for	auの
管理者IDを登録してください。」の表示をタップ

3	仮パスワードを入力→［仮パスワードを照会する］
4	管理者IDを入力→管理者ID（確認）を入力→［管理者ID確認へ
進む］
管理者IDには、保護者の方のメールアドレスを入力します。

5	［申請する］
管理者IDとして登録したメールアドレスに、「anshin-access@netstar-
inc.com」よりメールが送信されます。

6	受信メールに記載されている管理者用パスワードを入力→
［管理者登録を行う］→［OK］

 ◎ 管理者情報の登録は、ID登録日の翌日までに行ってください。

管理者ページを利用する
保護者の方のパソコンまたはスマホからご利用ください。保護者が遠隔で、
お子さまのスマホの設定を行うことができます。

1	メールで受信した「管理者ページURLのご連絡」に記載して
いる管理者ページのURLをタップ

（https://anshin-access.netstar-inc.com/）

2	管理者IDとパスワードを入力→［ログイン］
3	管理者メニューを表示

主な機能
 • フィルタリング強度の変更
 • 個別のウェブサイトやアプリの制限／許可設定
 • 利用時間帯の設定
 • 利用状況の確認
 • エリア検索

 ◎ 詳しくは、auホームページをご参照ください。 
（https://www.au.com/mobile/service/anshin-filter/）

Androidアプリ

Google	Playを利用する
Google Playを利用すると、便利なツールやゲームなど、さまざまなアプリ
を、ダウンロード・インストールして利用できます。
 • Google Playの利用には Google アカウントの設定が必要です。詳しく
は「初期設定を行う」（▶P. 14）をご参照ください。

1	ホーム画面で［Playストア］
Google Play画面が表示されます。

アプリを検索してインストールする
1	Google	Play画面でアプリを検索
2	インストールするアプリをタップ
.■無料のアプリの場合

3	［インストール］
確認画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面に従って操作して
ください。

.■有料のアプリの場合

3	価格をタップ→画面に従って操作
アプリに対する支払いは一度だけです。一度ダウンロードした後の再ダウン
ロードには料金がかかりません。

アプリを管理する

提供元不明のアプリをダウンロードする
提供元不明のアプリをインストールする前に、本製品の設定でインストー
ルを許可する必要があります。

1	ホーム画面で［設定］→［セキュリティ］
2	［不明なソースのインストール］
3	インストールで利用するアプリをタップ→［許可］
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カレンダー

カレンダーを利用する
カレンダーを利用してスケジュール管理ができます。インターネット上の 
Google カレンダーと同期するときは、あらかじめ Google アカウントで
ログインしておいてください。

1	ホーム画面で［カレンダー］
初回起動時は説明画面が表示されます。画面に従って操作してください。

今日のカレンダーを表示する カレンダー画面で［ ］
カレンダー画面の表示を変
更する

カレンダー画面で［ ］→スケジュー
ル／日／3日間／週／月から表示期間
を選択

カレンダー画面上部に月表
示を表示する

カレンダー画面で、アクションバーの
［X月］

 • 月表示を左右にフリック（スワイプ）
すると、次／前の月を表示します。

 • カレンダー表示を、月以外に設定して
いるときのみ表示できます。

次/前の日を表示する
(日表示時)

カレンダー画面で左右にフリック 
（スワイプ）

次/前の週を表示する
(週表示時)

カレンダー画面で左右にフリック 
（スワイプ）

次/前の時間帯を表示する
(日/3日間/週表示時)

カレンダー画面で上下にフリック 
（スワイプ）

次/前の月を表示する
(月表示時)

カレンダー画面で左右にフリック 
（スワイプ）

カレンダーに予定を新規登録する

1	ホーム画面で［カレンダー］
2	画面右下の［ ］→［予定］

予定登録画面が表示されます。

3	必要な項目を入力→［保存］

 ◎ 複数のアカウントを設定している場合、アカウント名をタップすると登録するアカウ
ントを設定できます。

カレンダーの予定を確認/編集する

1	ホーム画面で［カレンダー］
カレンダー画面が表示されます。

2	登録済みの予定をタップ
予定詳細画面が表示されます。

.■予定を編集したい場合

3	予定詳細画面で［ ］
予定を編集できます。

.■予定を削除したい場合

3	予定詳細画面で［ ］→［削除］→［削除］

 ◎ カレンダーの表示を「月」に設定している場合、確認する日付をタップしたあと、確認
する予定をタップしてください。

カレンダーを更新する

1	ホーム画面で［カレンダー］
カレンダー画面が表示されます。

2	［ ］→［更新］
カレンダーが更新されます。

アラーム／時計／ストップウォッチ／タイマー

アラームを利用する
アラームを設定する
1	ホーム画面で［時計］

確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2	［アラーム］
アラーム画面が表示されます。

3	［＋］
4	時刻を設定
5	各項目を設定
6	［ ］

アラームが設定されます。
 • アラーム設定時刻になるとアラーム音や振動でお知らせします。

 ◎ 各項目設定時に「繰り返し」をタップすると、アラームを鳴らす曜日を設定できます。
 ◎ アラーム設定時刻に電源が入っていない場合は、アラームは動作しません。
 ◎ アラーム画面で →［設定］→［鳴動時間］→時間を選択するとアラームの鳴動時間を
設定できます。

アラームの設定を変更する
1	ホーム画面で［時計］→［アラーム］

アラーム画面が表示されます。

2	編集するアラームをタップ
3	アラームの設定内容を変更→［ ］

アラームの設定変更が完了します。

スヌーズの長さを変更する
1	ホーム画面で［時計］→［アラーム］

アラーム画面が表示されます。

2	［ ］→［設定］

3	［スヌーズ間隔］
4	時間をタップ

スヌーズの長さの変更が完了します。

アラームを止める
1	アラーム通知の画面を上にフリック（スワイプ）

アラームが止まります。

 ◎ アラームをタップするとスヌーズが設定されます。
 ◎ 画面ロックを解除しているときは、アラーム通知の「スヌーズ」／「停止」をタップしま
す。

アラームを取り消す
1	ホーム画面で［時計］→［アラーム］
2	取り消すアラーム設定の ( 表示)

アラームが取り消されます。

世界時計を利用する

1	ホーム画面で［時計］→［時計］
世界時計画面が表示されます。

2	［＋］→追加する都市をタップ
指定した都市の時計が追加されます。

 ◎ 追加した都市を削除するには、世界時計画面で削除する都市をロングタッチ( 表
示)→［削除］→［削除］と操作します。
 ◎  複数の追加した都市の並び順を変更するには、世界時計画面で都市をロングタッチ
→ を上下にドラッグ→［×］と操作します。
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ストップウォッチを利用する

1	ホーム画面で［時計］→［ストップウォッチ］
ストップウォッチ画面が表示されます。

2	［開始］
計測が始まります。
 • 計測中に「ラップ」をタップすると、ラップタイムを計測できます。

3	［停止］
計測時間が表示されます。
 •「リセット」をタップすると、計測時間をリセットできます。

タイマーを利用する

1	ホーム画面で［時計］→［タイマー］
2	計測する時間を設定→［開始］

カウントダウンが始まります。
 • 設定時間を経過すると、タイマー音でお知らせします。
 • タイマー音を停止するときは「停止」をタップします。

 ◎ タイマー動作中に「停止」をタップするとタイマーを一時停止します。
 ◎ 再開するときは「再開」をタップします。
 ◎「キャンセル」をタップすると、カウントダウンをリセットできます。

計算機

計算機で計算する

1	ホーム画面で［ツール］→［計算機］
計算機画面が表示されます。
 • 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2	［計算機］
3	画面をタップして計算を行う

計算結果が表示されます。

フォンマネージャー

本製品を最適化する
本製品の最適化やプライバシー権限の設定などを行えます。

1	ホーム画面で［ツール］→［フォンマネージャー］
 • 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2	［ワンタッチ最適化］
3	［完了］

最適化が完了します。

音楽

音楽を再生する

1	ホーム画面で［音楽］
 •  確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2	［曲］／［アーティスト］／［アルバム］／［プレイリスト］
 • 画面を左右にフリック（スワイプ）しても、タブを切り替えることができま
す。

3	再生する曲をタップ
曲が再生されます。

 ◎ 次のファイル形式に対応しています。 
PCM、AAC、AAC+、eAAC+、MP3、WMA、AMR-NB、AMR-WB、FLAC、ALAC、
Vorbis、AIFF、APE

音楽再生画面の見かた

⑪

⑨
⑩

⑧

⑦①

②

⑤
④
③

⑥

①.曲名
②.曲のイメージ
 左にフリック（スワイプ）すると、歌詞を表示します。
③.再生時間
 タップすると、曲全体の長さが表示されます。
④.シークバー
 ドラッグまたはタップして再生位置を調節します。
⑤.リピート設定
 「シャッフル」／「曲を繰り返す」／「リストを繰り返す」を切り替えます。
⑥.曲戻し
 タップすると前の曲の先頭から再生をはじめます。
⑦.オプションメニュー
 プレイリストへの追加やDolby Atmosの設定、曲の共有などを行いま

す。
⑧.お気に入り
 お気に入りに追加／削除します。
⑨.リスト表示
 現在のプレイリストが表示されます。
⑩.一時停止/再生
 一時停止/再生します。
⑪.曲送り
 タップすると、次の曲に進みます。

プレイリストを再生する

1	ホーム画面で［音楽］
音楽ライブラリ画面が表示されます。

2	［プレイリスト］
3	［＋］
4	プレイリストの名前を入力→［ ］

5	プレイリストをタップ→［曲を追加］
最近再生した曲の一覧が表示されます。曲名などを入力して検索することも
できます。

6	プレイリストに追加する曲をタップ( 表示)→［←］
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テーマストア

テーマを設定する
テーマストアでは、テーマやフォント、壁紙をダウンロードして設定するこ
とができます。

1	ホーム画面で［テーマストア］
テーマストア画面が表示されます。

2	［テーマ］
3	設定するテーマをタップ
4	［適用］

選択したテーマが設定されます。

フォントを設定する

1	ホーム画面で［テーマストア］
2	［フォント］
3	設定するフォントをタップ
4	［適用］

壁紙を設定する

1	ホーム画面で［テーマストア］
2	［壁紙］
3	設定する壁紙をタップ
4	［適用］→［適用］→画面の指示に従って操作

Soloop

動画を作成する
Soloopでは、撮った写真や動画などを素材にして、おしゃれな動画を簡単
に作成できます。

1	ホーム画面で［Soloop］
 • 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2	［作成］→［AI	カット］／［編集］
動画に使用できる素材の一覧が表示されます。

3	写真／動画を選択→［完了］
素材がインポートされます。

4	編集内容を選択→編集操作
プレビュー画面の再生ボタンをタップすると、現在の編集内容で作成された
動画を確認できます。

5	［生成］
動画が保存されます。

ゲームスペース

ゲームアプリを追加する
ゲームスペースでは、ゲームアプリをまとめて管理したり、ゲームに合わせ
てパフォーマンスを最適化することができます。
ゲームアプリをゲームスペースに追加することで、ゲームスペースの機能
や設定をアプリに適用できるようになります。

1	ホーム画面で［ゲームスペース］
2	［「ゲームスペース」に追加］
3	追加するアプリをタップ
4	［追加］

アプリが追加されます。

ゲームモードを設定する

1	ホーム画面で［ゲームスペース］
2	［ ］→［低電力モード］／［均衡モード］／［コンテストモード］

ゲームモードが設定されます。

ゲームアシスタントを利用する

1	ゲームスペースに追加したアプリを起動
2	画面の右端にある緑色のバーを左へフリック（スワイプ）
3	使用する機能をタップ
4	画面の指示に従って操作

選択したゲームアシスタント機能を利用できます。

スマートサイドバー

スマートサイドバーを利用する
スマートサイドバーを利用すると、画面端の白いバーをフリック（スワイ
プ）してスクリーンショットなどのツールやアプリを起動することができ
ます。

1	画面の右端にある白いバーを左へフリック（スワイプ）
スマートサイドバーが表示されます。確認画面が表示されたときは、画面の
指示に従って操作してください。

2	利用するツール／アプリをタップ
ツール／アプリが起動します。

スマートサイドバーにツール／アプリを追加する
1	画面の右端にある白いバーを左へフリック（スワイプ）
2	［＋］→ツール／アプリをタップ
3	［ ］

スマートサイドバーからツール／アプリを削除する
1	画面の右端にある白いバーを左へフリック（スワイプ）
2	［＋］→ のついたツール／アプリをタップ

3	［ ］

スマートサイドバーからツール／アプリを移動する
1	画面の右端にある白いバーを左へフリック（スワイプ）
2	［＋］→移動するツール／アプリをロングタッチ
3	移動先までドラッグ→［ ］

ドラッグ先にツール／アプリが移動します。

スマートサイドバーを無効にする
1	ホーム画面で［設定］→［便利なツール］→［スマートサイド
バー］

2	［スマートサイドバー］( 表示)
「スマートサイドバー」をタップするたびに有効( )／無効( )が切り替

わります。
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無線LAN（Wi-Fi®）機能

無線LAN（Wi-Fi®）機能について
家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、外出先の公衆無線LAN環境を
利用して、インターネットサービスに接続できます。
Wi-Fi®を利用してインターネットに接続するには、あらかじめ接続するア
クセスポイントの登録が必要になります。

 ◎ ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセスポイント（無線
LAN（Wi-Fi®）親機）をご用意ください。
 ◎ 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を、公
衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。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。
 ◎ 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。
 ◎ 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲で
あれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っ
ていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう
可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用す
ることを推奨します。

無線LAN（Wi-Fi®）機能を利用する
無線LAN（Wi-Fi®）機能をONにする
1	ホーム画面で［設定］→［Wi-Fi］

Wi-Fi®設定画面が表示されます。

2	「Wi-Fi」をタップして にする
「Wi-Fi」をタップするたびにON（ ）／OFF（ ）が切り替わります。

Wi-Fi®ネットワークに接続する
1	ホーム画面で［設定］→［Wi-Fi］

Wi-Fi®機能がONの場合、Wi-Fi®設定画面に接続可能なアクセスポイントが
表示されます。

2	アクセスポイントをタップ
3	パスワードを入力→［ ］

「 」をタップすると、入力中のパスワードを表示できます。

 ◎ アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあります。
 ◎ お使いの環境によっては、通信速度が低下する場合やご利用になれない場合がありま
す。
 ◎ インターネットへ接続されていないアクセスポイントに接続するとWi-Fi®ではなく
モバイルネットワークで通信が行われる場合があります。

	■ Wi-Fi®ネットワークに手動で接続する

1	ホーム画面で［設定］→［Wi-Fi］
2	［ネットワークを手動で追加する］
3	「名前」にネットワークSSIDを入力→セキュリティを選択
.■セキュリティを「なし」「WPA3.OWE」に設定した場合

4	［ ］

.■セキュリティを「WEP」「WPA/WPA2.PSK」「WPA3.SAE」に設定し
た場合

4	パスワードを入力→［ ］
「 」をタップすると、入力中のパスワードを表示できます。

.■セキュリティを「802.1x.EAP」「WAPI.PSK」に設定した場合

4	必要な項目を設定/入力→［ ］
「 」をタップすると、入力中のパスワードを表示できます。

 ◎ 手動でアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめアクセスポイント機器（無線
LAN（Wi-Fi®）親機）のネットワークSSIDや認証方式などをご確認ください。

アクセスポイントとの接続の設定を削除する
1	ホーム画面で［設定］→［Wi-Fi］→［詳細設定］→［保存済みネッ
トワーク］→［ ］→［編集］

2	削除したいアクセスポイントをタップ→［削除］→［X件の
ネットワークを削除］

Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する
1	ホーム画面で［設定］→［Wi-Fi］
2	［詳細設定］

 • メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があり
ます。

Wi-Fiアシスタ
ント

最適なWi-Fiに自動接続
現在のWi-Fi®接続の状態が悪い場合、自動的に他
のWi-Fi®を自動的に接続するかどうかの設定がで
きます。
モバイルネットワークに自動切り替え

「最適なWi-Fiに自動接続」をONにしている場合、
すべてのWi-Fi®のネットワーク品質が低い状態
で、モバイルデータ通信がONになっている場合に
自動にモバイルデータ通信に切り替えるかどうか
の設定ができます。

いつでもスキャ
ンできます

Wi-Fi®がOFFの場合にも、位置情報サービスや他
のアプリにネットワークの検索を許可するかどう
かを設定します。

パスポイント 使用可能なWi-Fi®ホットスポットに接続するかど
うかを設定します。

Wi-Fiデータの
使用状況

Wi-Fi®接続によるデータ使用状況および設定をし
ます。

証明書のインス
トール

Wi-Fi®の認証時に必要な証明書をインストールし
ます。

ディスプレイ設
定

Wi-Fi®のアイコンやステータスバー表示の際に、
帯域幅やWi-Fi®バージョンを表示させるかどうか
を設定します。

Wi-Fi Direct ▶P. 28「Wi-Fi Direct®を利用する」
WPS 接続 ご使用のルーターがWPSに対応している場合、ボ

タンやPINを使用して簡単に設定できます。

 ◎ アクセスポイントを登録する場合は、アクセスポイント機器（無線LAN（Wi-Fi®）親
機）側の取扱説明書や設定をご確認ください。

Wi-Fi	Direct®を利用する
Wi-Fi Direct®を利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せ
ずに、他のWi-Fi Direct®規格対応機器と、簡単にWi-Fi®接続することがで
きます。

1	ホーム画面で［設定］→［Wi-Fi］
2	［詳細設定］→［Wi-Fi	Direct］

検出したWi-Fi Direct®規格対応機器が表示されます。目的の機器が表示さ
れないときは、「更新」をタップし、再検索をしてください。［デバイス名］→デ
バイス名を入力→［ ］と操作すると、他のWi-Fi Direct®規格対応機器から
検索された場合に表示される名前を編集できます。

3	接続するWi-Fi	Direct®規格対応機器をタップ
4	画面に従って操作
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Bluetooth®機能

Bluetooth®機能の利用について
Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®デバ
イスとワイヤレス接続できる技術です。

 ◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。し
たがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
 ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機
能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でな
い場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
 ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一
切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ◎ USB Type-Cケーブル（市販品）などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使
用できないことがあります。

Bluetooth®を利用する

Bluetooth®を起動する
1	ホーム画面で［設定］→［Bluetooth］
2	「Bluetooth」をタップして にする

 •「デバイス名」をタップすると他のBluetooth®機器から検索された場合に
表示される名前を編集できます。

Bluetooth®機器と接続する
本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、Bluetooth®機器とペア設
定を行います。Bluetooth®機器との接続を解除しても、ペア設定は解除さ
れません。

1	ホーム画面で［設定］→［Bluetooth］
検出したBluetooth®機器が、「使用可能なデバイス」に一覧画面で表示され
ます。
Bluetooth®機器の種類に応じてアイコンが表示されます。

2	接続するBluetooth®機器を選択
3	画面に従って操作し、Bluetooth®機器を認証
同じパスキー（ペア設定コード）が表示されていることを確認する旨のメッ
セージが表示された場合、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表
示されていることをご確認ください。
パスキー入力画面が表示された場合、本製品とBluetooth®機器で同じパス
キー（1～16桁の数字）を入力します。ペア設定が完了するとBluetooth®

機器に接続されます。

 ◎ オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができます。ただし、通話
中はオーディオ出力の音が自動的に流れなくなります。
 ◎  ペア設定をしたBluetooth®機器がHSP、HFP、A2DP、HID、HOGPのいずれのプロ
ファイルにも対応していない場合、接続が行われません。
 ◎  Bluetooth®機器が検索拒否する設定になっている場合は検出されません。設定の変
更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
 ◎  パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。

	■ ペア設定したBluetooth®機器のメニューを利用する

1	ホーム画面で［設定］→［Bluetooth］
現在接続している機器やペア設定済みの機器がある場合は、「ペアになった
デバイス」欄に名前が表示されます。

2	メニューを利用する機器の名前をタップ
3	利用する機能をタップし、ON/OFFを切り替える

 •「デバイス名」をタップすると、表示名を編集できます。
 •「接続を解除」をタップするとBluetooth®機器との接続を解除します。
 •「ペアリングを解除」をタップすると、Bluetooth®機器とペア設定を解除
します。
 •「使用対象」の「電話音声」「メディアの音声」「連絡先の共有」をタップする
とBluetooth®機器に接続する機能を個別に設定できます。
 •「高品質オーディオを使用」をONするとLDACに対応したBluetooth®機
器との接続時に高音質なサウンドをお楽しみいただけます。

Bluetooth®でデータを送受信する
Bluetooth®でデータを受信する

本製品でデータを受信するには、Bluetooth®を起動後、相手機器（送信側）
のデータ送信を待ちます。Bluetooth®の起動方法について詳しくは

「Bluetooth®を起動する」（▶P. 29）をご参照ください。

1	相手機器からデータ送信
2	ファイル着信の通知で［承認する］
3	受信完了後、ステータスバーを下にスライド
4	受信したファイルの通知をタップ
5	受信したデータをタップ

再生／表示／登録するアプリケーションが複数存在する場合は、データを選
択するとアプリケーションの選択画面が表示されます。画面に従って操作し
てください。

 ◎ 他のアプリがBluetooth®通信を行っていると、データ受信ができない場合がありま
す。

Bluetooth®でデータを送信する

	■ データを選んで送信する
例：.写真の場合

1	ホーム画面で［写真］
2	送信する写真をロングタッチ→［送信］→［Bluetooth］
3	相手機器をタップ
	■ データを一括して送信する

例：.電話帳の場合

1	ホーム画面で［ ］

2	［連絡先］→［ ］→［設定］→［連絡先のインポート/エクスポー
ト］→［連絡先を共有］→［Bluetooth］

3	相手機器をタップ
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テザリング機能

テザリングについて
テザリングとは一般に、スマートフォンなどのモバイル機器をアクセスポ
イントとして使い、5G／4G（LTE／WiMAX 2+）データ通信や無線LAN

（Wi-Fi®）通信、Bluetooth®通信を通じて無線LAN（Wi-Fi®）対応機器、USB
対応機器、Bluetooth®対応機器をインターネットに接続させることをいい
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。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する
本製品がモバイルデータ通信を共有するWi-Fi®ルーターとして利用できる
よう設定します。また、Wi-Fi®ルーターの中継機として利用することもでき
ます。

1	ホーム画面で［設定］→［接続と共有］→［パーソナルホットス
ポット］

2	「パーソナルホットスポット」をタップして にする
 •「QRコード」をタップすると、QRコードが表示され、接続したい機器から
読み取ることで、パスワードを入力することなく接続することができま
す。

 ◎ Wi-Fi®テザリング機能利用中は、Wi-Fi®接続でインターネットに接続できません。
 ◎ Wi-Fi®テザリング機能利用中は、電池の消耗が激しくなります。充電しながらご利用
になることをおすすめします。

	■ Wi-Fi®テザリング機能の設定をする
無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器から本製品に接続するための設定を行いま
す。

1	ホーム画面で［設定］→［接続と共有］→［パーソナルホットス
ポット］
 • メニューの項目は、ご利用になる機能や条件などにより異なる場合があり
ます。

個人用ホットス
ポット設定

他の無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器から検索され
た場合に表示される名前（ネットワークSSID）や、
セキュリティの設定、パスワードを設定します。
また、AP周波数帯の確認やほかのデバイスにホッ
トスポットを自動的に表示するかどうかを選択で
きます。

接続管理 他の無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器からの接続状
況を確認できます。
接続を拒否したいデバイスに関しては接続を切断
してブラックリストへ登録できます。

「データ制限」ではほかの無線LAN（Wi-Fi®）機能対
応機器が使用できるデータ量を設定できます。

アイドル時に
パーソナルホッ
トスポットを自
動的にオフにす
る

ほかの機器からの接続が10分間ない状態が続く
とWi-Fi®テザリングをOFFにするかどうかを設定
します。

 ◎  「セキュリティ」を「なし」に設定した場合、意図しない機器からの接続のおそれがあり
ますので、ご注意ください。

USBテザリング機能を利用する
本製品とパソコンをUSB Type-Cケーブル（市販品）で接続し、本製品を介
してパソコンをインターネットに接続することができます。
 • あらかじめパソコンと本製品を接続しておいてください。パソコンとの
接続方法について詳しくは、「パソコンを使って充電する」（▶P. 14）をご
参照ください。

1	ホーム画面で［設定］→［接続と共有］→「USBテザリング」を
タップして にする
テザリングについての通知画面が表示された場合は内容をご確認のうえ、画
面に従って操作してください。

 ◎  Windows 8.1／Windows 10以外のOSでの動作は、保証していません。

Bluetooth®テザリング機能を利用する
インターネット接続しているパソコンなどにBluetooth®機能で接続し、パ
ソコンなどのインターネット接続を利用することができます。

1	ホーム画面で［設定］→［接続と共有］→「Bluetoothテザリン
グ」をタップして にする
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端末設定

設定メニューを表示する
本製品の各機能のはたらきをカスタマイズできます。

1	ホーム画面で［設定］
項目 概要 参照先

SIMカードおよび
モバイルデータ

SIMカードやネットワーク、データ使用量
などの情報確認および設定ができます。

P. 31

Wi-Fi Wi-Fi® 接続の利用を設定ができます。 P. 31
Bluetooth Bluetooth®接続の利用を設定ができま

す。
P. 31

接続と共有 機内モード、テザリングやNFC、ワイヤレ
ス転送などの設定ができます。

P. 31

パーソナルカスタ
マイズ

テーマや壁紙、アイコンスタイルなどの設
定ができます。

P. 32

ホーム画面、ロック
画面、常時表示ディ
スプレイ

ホーム画面モードや常時表示ディスプレイ
などの設定ができます。

P. 32

ディスプレイと輝
度

画面の明るさや自動回転など、画面に関す
る設定ができます。

P. 32

サウンドとバイブ 着信音や操作音など、音に関する設定がで
きます。

P. 32

通知とステータス
バー

通知やステータスバーに関する設定ができ
ます。

P. 33

ロック解除方法 パスワードや指紋認識、顔認識の設定がで
きます。

P. 33

プライバシー アプリの権限やパスワードの表示など、プ
ライバシーに関する設定ができます。

P. 33

セキュリティ SIMカードロックなど、セキュリティに関
する設定ができます。

P. 33

位置 位置に関する設定ができます。 P. 34
スマートサービス 運転中の通知や着信に関する設定ができま

す。
P. 34

便利なツール ナビゲーションボタンやスマートサイド
バーなどの設定ができます。

P. 34

バッテリー バッテリーの使用状況を確認したり、バッ
テリーの消費を軽減する設定ができます。

P. 34

Digital 
Wellbeingと保護
者による使用制限

本製品の利用時間の管理や、保護者による
使用制限の設定などができます。

P. 34

アプリ管理 アプリに関する設定ができます。 P. 34
ストレージ ストレージ内のデータの確認や設定ができ

ます。
P. 34

その他の設定 日付＆時間、リセットなどシステムに関す
る確認や設定ができます。

P. 35

ユーザーとアカウン
ト

マルチユーザーの設定、アカウントの新規
作成／追加や切り替え、アカウントの同期
などについて設定ができます。

P. 35

HeyTap Cloud クラウドサービスの設定ができます。 P. 35
Google 各種 Google 関連サービスの設定ができ

ます。
P. 35

ソフトウェアアッ
プデート

ソフトウェアのバージョンの確認および
アップデートができます。

P. 35

端末情報 デバイス名や電話番号などを確認すること
ができます。

P. 36

 ◎「設定」内の検索欄をタップすると、設定メニューの内容を検索できます。検索結果を
タップすると、設定画面が表示されます。

SIMカードおよびモバイルデータに関する設定を
する

1	ホーム画面で［設定］→［SIMカードおよびモバイルデータ］
SIM情報と設定 優先するネットワークのタイプなどSIMカー

ドに関する設定ができます。
モバイルデータ モバイルデータを使用して通信するかどうか

の設定ができます。
データ使用量 データ使用量に関する設定および確認ができ

ます。

Wi-Fi®に関する設定をする

1	ホーム画面で［設定］→［Wi-Fi］
Wi-Fi 家庭内で構築した無線LAN（Wi-Fi®）環境や、

外出先の公衆無線LAN環境を利用して、イン
ターネットサービスに接続するかどうかの設
定ができます。詳しくは「無線LAN（Wi-Fi®）機
能を利用する」(▶P. 28)をご参照ください。

デュアルWi-Fiアク
セラレーション

現在のWi-Fi®接続の状態が弱い場合は、自動
的に同時に2つ目のWi-Fi®ネットワークに接
続し、接続を加速化させるかどうかの設定が
できます。

Bluetooth®に関する設定をする

1	ホーム画面で［設定］→［Bluetooth］
現在接続している機器やペア設定済みの機器がある場合は、名前が表示され
ます。表示された機器の設定について詳しくは「Bluetooth®を利用する」を
ご参照ください(▶P. 29)。

［ ］→［詳細設定］と操作すると、他のデバイスに表示するかなどを選択す
るメニューが表示されます。

接続と共有に関する設定をする

1	ホーム画面で［設定］→［接続と共有］
機内モード 機内モードを利用するかどうかの設定ができま

す。詳しくは、「機内モードを利用する」(▶P. 32)
をご参照ください。

パーソナルホットス
ポット

モバイルネットワーク接続を共有するテザリ
ング機能「パーソナルホットスポット」につい
ての設定ができます。詳しくは「Wi-Fi®テザリ
ング機能を利用する」(▶P. 30)をご参照くだ
さい。

USBテザリング USBテザリング機能を利用するかどうかの設
定ができます。詳しくは「USBテザリング機能
を利用する」(▶P. 30)をご参照ください。

Bluetoothテザリング Bluetooth®テザリング機能を利用するかどう
かの設定ができます。詳しくは「Bluetooth®テ
ザリング機能を利用する」(▶P. 30)をご参照
ください。

NFC NFCによる近隣デバイス間のデータ交換を許
可するかどうかの設定ができます。

タップ＆ペイ デフォルトの決済アプリの設定ができます。
Androidビーム NFC機能によるデータ転送のための接続を許

可するかどうかを設定できます。
スクリーンキャスト ほかのディスプレイ端末に本製品の画面を表

示させるスクリーンキャストを利用するかど
うかの設定ができます。

印刷 ファイル共有時のメニューに、印刷サービス
のメニューを表示させるかどうかの設定がで
きます。

VPN より安全なネットワークに接続できる
VPN(バーチャルプライベートネットワーク)
の追加や設定ができます。

プライベートDNS ネットワークセキュリティを強化するプライベー
トDNSの機能についての設定ができます。

Android Auto 車のディスプレイに接続して利用するための
設定ができます。

 ◎ キャスト機能を利用する機器を設定すると、対応するアプリでキャストアイコンなど
が表示される場合があります。
 ◎ プリンタへの転送に対応するアプリケーションから印刷する場合に、表示内容と実際
の印刷内容が異なる場合があります。
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機内モードを利用する
機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、データ通信、無線LAN

（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能など）がOFFになります。

1	ホーム画面で［設定］→［接続と共有］
2	「機内モード」をタップして にする

 ◎  航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に従ってください。
 ◎  「機内モード」を有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番
(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができま
す。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。
 ◎  「機内モード」を有効に設定すると、電話やメールの送受信ができなくなります。また、
無線LAN（Wi-Fi®）、Bluetooth®機能が「OFF」になります。機内モードを有効にして
いるときに、無線LAN（Wi-Fi®）、Bluetooth®を利用したい場合は、それぞれをONに
設定し直してください。

パーソナルカスタマイズに関する設定をする
ロック画面およびホーム画面で使用するテーマや、壁紙、アイコンのスタイ
ルなどの設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［パーソナルカスタマイズ］
テーマ ロック画面およびホーム画面で使用するテー

マの設定ができます。テーマストアにアクセ
スして、好みのテーマをダウンロードするこ
ともできます。

壁紙 壁紙の設定ができます。
常時表示ディスプレ
イ

画面消灯時に時計などを表示させるかどうか
の設定ができます。

アイコンスタイル アイコンのスタイルの設定ができます。
アプリレイアウト アプリアイコンのレイアウトの設定ができま

す。
指紋のスタイル 画面指紋センサーのスタイルを設定できま

す。
カラー 画面のカラーを設定できます。
フォント＆表示サイ
ズ

表示フォントの変更、フォントサイズおよび
表示サイズの設定ができます。

通知ドロワー 通知ドロワーのアイコン形状の設定ができま
す。

画面のライト効果 着信や通知があったときに、画面の端を点滅
させるかどうかの設定ができます。

ホーム画面に関する設定をする
ホーム画面や壁紙などの設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［ホーム画面、ロック画面、常時表示
ディスプレイ］
ホーム画面モード ホーム画面モードを変更できます。
アイコンプルダウン
ジェスチャー

片手でホーム画面上のアプリを起動できるよ
うにするかどうかを設定できます。

アイコンの自動整列 ホーム画面にアイコンを自動で配置するかど
うかの設定ができます。

ホーム画面のレイア
ウト

ホーム画面のレイアウトの設定ができます。

ホーム画面のレイア
ウトをロックする

ホーム画面のアイコン位置の変更をロックす
るかどうかの設定ができます。

ホーム画面でスワイ
プダウン

ホーム画面を下にフリック（スワイプ）したと
きに検索画面を表示するか、通知ドロワーを
表示するかの設定ができます。

アニメーションのス
ピード

アプリ起動時の表示スピードの設定ができま
す。

ロック画面マガジン ネットワークを利用して自動でダウンロード
した壁紙をロック画面にランダムで表示する
ロック画面マガジンについての設定ができま
す。

常時表示ディスプレ
イ

画面消灯時に時計などを表示させるかどうか
の設定ができます。

ディスプレイと画面の明るさに関する設定をする
画面の明るさや表示に関する設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［ディスプレイと輝度］
ライト／ダーク 電力消費量を抑えるダークモードについての

設定ができます。
自動切り替え ダークモードの自動切り替え設定ができま

す。
明るさの自動調整 周囲に合わせて明るさを調整するかどうかの

設定ができます。
アイコンフォート ディスプレイから発するブルーライトを軽減

するアイコンフォートについての設定ができ
ます。

自動回転 本製品の向きに合わせて、自動的に縦表示／
横表示を切り替えるかどうかの設定ができま
す。

自動画面オフ 操作を行わなかった場合に画面消灯する時間
の設定ができます。

画面色温度 画面の色温度の設定ができます。
ネイチャートーン
ディスプレイ

周囲の照明に応じて画面の色温度を自動的に
調節する機能を有効にするかどうかの設定が
できます。

O1ウルトラビジョ
ンエンジン

通常の映像を高フレームレートのHDRに変
換するかどうかの設定ができます。

フォント＆表示サイ
ズ

画面に表示される文字の種類とサイズ、およ
び画像やアイコンなどの大きさの設定ができ
ます。

もっと見る 画面カラーモード、画面解像度、画面リフレッ
シュレート、画面表示、低輝度アイコンフォー
トモードの設定ができます。

画面の明るさを調整する
1	ホーム画面で［設定］→［ディスプレイと輝度］→スライダーを
スライド
右にスライドすると明るく、左にスライドすると暗くなります。

サウンドとバイブに関する設定をする
着信音、操作音など、音／通知に関する設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［サウンドとバイブ］
着信バイブ 着信時にバイブレーションを動作させるかど

うかの設定ができます。
サイレントスイッチ
選択時に振動

サイレントモードを有効にしたときにバイブ
レーションを動作させるかどうかの設定がで
きます。

バイブレーション強度 着信時やタッチ操作を行った際のバイブレー
ションの強さの設定ができます。

ミュート 着信音と通知音を同時にミュートするかどう
かの設定ができます。

メディアの音量 音楽や動画などの音量の設定ができます。
着信音 着信音などの音量の設定ができます。
通知の音量 通知の音量の設定ができます。
アラームの音量 アラームの音量の設定ができます。
音量ボタンのデフォ
ルト機能

音量ボタンを押したときにメディア音量を調
節するか、着信音量を調節するかの設定がで
きます。

サイレントモード サイレントモードの設定ができます。詳しく
は「サイレントモードに関する設定をする」
(▶P. 33)をご参照ください。

着信音 着信音の種類の設定ができます。
通知音 通知音の種類の設定ができます。
システムフィード
バック

本製品操作時に音を鳴らすか、およびタッチ
操作時にバイブレーションを動作させるかの
設定ができます。

全画面表示時の通知
のフィードバック軽
減

端末が全画面表示の時に通知音を小さく、振
動を弱くするかの設定ができます。

Dolby Atmos Dolby Atmosの設定ができます。
詳細なサウンド設定 レコーダーの種類の設定ができます。
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サイレントモードモードに関する設定をする
通知動作や、特定の連絡先からの着信、設定した時間帯での通知動作などに
ついて設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［サウンドとバイブ］→［サイレント
モード］
サイレントモード サイレントモードを有効にするかどうかの設

定ができます。
指定した時間の通知
を非表示にする

サイレントモードを開始／終了する時間およ
び繰り返しの設定／追加ができます。

許可される通知タイプ サイレントモード有効時に表示する通知につ
いて設定できます。

メッセージを許可 サイレントモード有効時にメッセージを許可
する連絡先の設定ができます。

着信を許可 サイレントモード有効時に着信を許可する連
絡先の設定ができます。

繰り返しの着信 サイレントモード有効時に同じ番号から2回
一定着信があった場合、着信音をミュートす
るかどうかの設定ができます。

サイレントモード時
にメディアを消音

サイレントモード有効時に動画などのメディア
をミュートするかどうかの設定ができます。

通知とステータスバーに関する設定をする

1	ホーム画面で［設定］→［通知とステータスバー］
通知ドロワー上に
データ使用量を表示

通知ドロワーに一日のデータ使用量を表示さ
せるかどうかの設定ができます。

ロック画面で通知ドロ
ワーを使用

ロック画面で下にフリック（スワイプ）したと
きに通知ドロワーを表示させるかどうかの設
定ができます。

通知を管理 通知に関する設定ができます。
バッテリー残量 ステータスバーのバッテリー残量アイコン内

にバッテリー残量を数値で表示させるかどう
かの設定ができます。

通知アイコン ステータスアイコンの表示形式の設定ができ
ます。

メディア再生コント
ロール

通知ドロワーでメディアの再生をコントロー
ルするかの設定ができます。

ロック解除方法に関する設定をする
本製品のロック解除用のパスワードや指紋、顔の登録や設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［ロック解除方法］
パスワードを設定 本製品のロック解除用のパスワードを設定、

変更、削除ができます。
プライバシーパス
ワードを設定

プライバシー機能にアクセスする際に使用す
るパスワードを設定、変更、解除ができます。

指紋を追加 本製品のロック解除用の指紋の設定、変更、削
除ができます。

顔を追加 本製品のロック解除用の顔の設定、変更、削除
ができます。

 ◎ ロック画面を解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、110番(警察)、119
番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話はかけられます。
 ◎ 画面ロックを設定している場合、各種設定を行うときにロック解除の画面が表示され
る場合があります。ロック解除の画面が表示された場合は、設定している方法でロッ
クを解除してください。
 ◎ 画面ロックの解除方法として設定した「パスワード」をお忘れになった場合はアフ
ターサービスにご連絡ください。なお、解除の際に設定やデータはすべて初期化され
てしまう場合がありますので、ご了承ください。

プライバシーに関する設定をする
プライバシーに関する設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［プライバシー］
権限マネージャー アプリに必要な許可についての設定ができま

す。
アプリロック プライバシーパスワードを利用して、アプリ

をロックすることができます。
アプリを隠す プライバシーパスワードを利用して、アプリ

を隠すことができます。
プライベートフォルダ プライバシーパスワードを使用して、ファイ

ルを非表示に設定することができます。
システムクローン システムごとにパスワードを使い分けてプラ

イバシーを保護することができます。
キッズスペース 保護者が使用時間やアプリ利用、ネットワー

ク接続を制限することができます。
ロック画面上の通知 ロック画面に通知を表示するかどうかの設定

ができます。
パスワードを表示 入力したパスワードを表示するかどうかの設

定ができます。
ユーザーエクスペリ
エンスプログラムに
参加

ユーザーエクスぺリンスプログラムに参加す
るかどうかの設定ができます。

その他の詳細設定 プライバシーに関する Google の設定がで
きます。

セキュリティに関する設定をする
画面ロックや、暗証番号などに関する設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［セキュリティ］
Google Play プロ
テクト

本製品を定期的にスキャンし、セキュリティ上の
問題を確認するかどうかの設定ができます。

デバイスを探す 本製品を紛失した場合に本製品の位置を表示
するかどうかの設定ができます。

セキュリティ アッ
プデート

システムのアップデートの有無を確認するこ
とができます。

Google Play シス
テム アップデート

OSとセキュリティパッチのアップデートの
有無を確認することができます。

SIMカードロック SIMカードにPIN（暗証番号）を設定し、電源
を入れたときにPINコードを入力すること
で、不正使用から保護できます。

入金取引保護 支払い環境のリスクの確認ができます。
Smart Lock 本製品を持ち運んでいるかどうかや、信頼済み

の場所／デバイスを確認して、自動的に画面
ロックを解除するかどうかの設定ができます。

緊急SOS 緊急時の初期対応で役立つ情報や、緊急時の
連絡先の登録などができます。

デバイスマネー
ジャー

本製品を管理するアプリの確認と、有効／無
効の設定ができます。

認証情報ストレージ 認証ストレージに関する設定ができます。
不明なソースのイン
ストール

提供元が不明なアプリのインストールを許可
するかどうかの設定ができます。

信頼できるエージェ
ント

信頼できるエージェントを表示するかどうか
の設定ができます。

画面固定 本製品で特定のアプリの画面だけが表示され
るように設定ができます。

緊急速報メール 緊急速報の設定ができます。
緊急速報の履歴 緊急速報の履歴が確認できます。
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位置情報に関する設定をする
位置に関する設定ができます。利用する機能によっては、Google アカウン
トのログインが必要です。

1	ホーム画面で［設定］→［位置］
位置サービス 本製品を定期的にスキャンし、セキュリティ

上の問題を確認するかどうかの設定ができま
す。

Wi-Fi と Bluetooth 
のスキャン

Wi-Fi®および、Bluetooth®機能を無効にして
いてもネットワークやデバイスをスキャンす
るかどうかの設定ができます。

最近の位置情報の要求 位置情報へのアクセス権限を許可したアプリ
が表示されます。

Google ロケーショ
ン履歴

デバイスをもって訪れた場所を保存するかど
うかの設定ができます。

Google 位置情報の
精度

Wi-Fi®、モバイルネットワーク、センサーを用
いて位置情報の精度を改善するかどうかの設
定ができます。

Google 現在地の共
有機能

ほかのユーザーと現在地を共有する設定がで
きます。

緊急位置情報サービス 緊急位置情報サービスを利用するかどうかの
設定ができます。

 ◎ GPS機能については、電波が良好な場所でご利用ください。

スマートサービスに関する設定をする

1	ホーム画面で［設定］→［スマートサービス］
スマートドライビング 運転中に着信以外の通知をミュートするスマー

トドライビングに関する設定ができます。
ライディングモード 自転車運転中に着信以外の通知をミュートする

ライディングモードに関する設定ができます。

便利なツールに関する設定をする

1	ホーム画面で［設定］→［便利なツール］
ナビゲーション ナビゲーションモードやナビゲーションボタ

ンのレイアウトの設定ができます。
ジェスチャーとモー
ション

ジェスチャーや動作での操作に関する設定が
できます。

スクリーンショット スクリーンショットに関する設定ができます。
画面録画 画面録画に関する設定ができます。
スマートサイドバー スマートサイドバーに関する設定ができま

す。
画面分割 画面分割の設定ができます。
電源ボタンで
Google アシスタン
トを起動

電源ボタン／スクリーンロックボタンを0.5
秒長押ししたときに Google アシスタント
を起動するかどうかの設定ができます。

バッテリーに関する設定をする
省エネモードなど電力消費に関連した設定や、電池利用状況の確認ができ
ます。

1	ホーム画面で［設定］→［バッテリー］
バッテリー残量 バッテリー残量が確認できます。
電力消費の問題 自動で検出された電力消費の問題が確認でき

ます。
省エネ 電力消費量を最適化して、バッテリー寿命を

延長する機能を有効にするかどうかを設定で
きます。

省エネモード 省エネモードについて設定できます。
超省エネモード アプリの起動を数個に制限し、電力消費を抑

える超省エネモードに設定できます。
アプリのバッテリー
使用状況

バッテリー使用状況をアプリごとに管理でき
ます。

バッテリー使用量 過去3日間のバッテリー使用量をアプリ毎に
確認したり、省エネ対策を設定したりできま
す。

詳細なバッテリー設
定

詳細なバッテリーの設定ができます。

Digital	Wellbeingと保護者による使用制限に関
する設定をする

本製品の利用時間の管理や、保護者による使用制限の設定などができます。

1	ホーム画面で［設定］→［Digital	Wellbeingと保護者による
使用制限］
ダッシュボード 本製品／アプリごとの、「利用時間」「受信した

通知数」「起動した回数」を確認できます。
おやすみ時間モード 指定した時間／曜日に画面をモノクロにする

かどうかや、着信やメッセージ、通知などを無
音にするかどうかの設定ができます。

フォーカスモード 集中の妨げになるアプリを選択して、機能を
一時停止するかどうかの設定ができます。

通知を管理 通知に関する設定ができます。
サイレントモード 着信やメッセージ、通知などを無音にする設

定ができます。
詳しくは、「サイレントモードに関する設定を
する」(▶P. 33)をご参照ください。

アプリの一覧にアイ
コンを表示

アプリドロワー画面に「Digital Wellbeing」
のアイコンを表示させるかどうかの設定がで
きます。

保護者による使用制限 保護者によるスマホの使用制限の設定ができ
ます。

アプリ管理に関する設定をする
アプリに関する設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［アプリ管理］
アプリリスト インストールされているアプリの確認や設定

ができます。
デフォルトのアプリ 標準で起動するアプリを設定できます。
権限マネージャー アプリに必要な許可について設定できます。
自動起動アプリ バックグラウンドでアプリを起動するかどう

かの設定ができます。
他のアプリの上に重
ねて表示

動画やゲーム時にアプリを小さく表示して
メッセージなどを確認できるフローティング
ウィンドウの設定ができます。

特別なアプリアクセ
ス

本製品の機能や情報にアクセスするアプリな
どの設定ができます。

アンインストールさ
れたシステムアプリ
の回復

アンインストールされたシステムアプリを復
元できます。

アプリクローン アプリをクローン化することで、オリジナル
アプリとは独立して実行されるアプリのク
ローンをホーム画面に追加できます。

ストレージに関する設定をする
ストレージの合計容量／使用済み容量および詳細の確認ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［ストレージ］
2	確認したい項目をタップ
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その他の設定に関する設定をする
日付と時刻、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［その他の設定］
言語 表示する言語の設定ができます。

• アプリや機能によっては、設定した言語で
は表示されない場合があります。

日付 & 時間 日付や時刻に関する設定ができます。
キーボードおよび入
力方式

キーボードや文字入力に関する設定ができま
す。

アクセシビリティ 拡大操作、字幕など、本製品を使用するうえで
便利なユーザー補助に関する機能が設定でき
ます。

自動電源オン／オフ 自動で電源を入れたり切ったりする時間の設
定ができます。

タスクマネージャー アプリの履歴画面に作業用メモリの合計容
量／使用可能容量を表示させるかどうかの設
定ができます。

OTG接続 USB変換ケーブルなどを使用して端末同士
の充電やデータ転送ができる「USB On-The-
Go」の機能を利用するかどうかの設定ができ
ます。

検索 検索する範囲の設定ができます。
ダウンロード管理 ダウンロードしたファイルを管理できます。
ユーザーガイド トラブルシューティングや製品の安全性、ア

フターサービスについて確認できます。
バックアップとリ
セット

Google アカウントを使用したバックアップ
の設定や、システム／アプリおよび初期状態
へのリセットができます。

 ◎  出荷時リセットを実行する前に本製品のデータをバックアップすることをおすすめ
します。
 ◎  著作権保護されたデータによっては出荷時リセットを実行すると、利用できなくなる
場合があります。
 ◎  SIMロックの設定は、出荷時リセットを実行してもリセットされません。
 ◎  電池残量が少ないときは出荷時リセットできません。
 ◎  次のデータは消去される例です。

 • 撮影した写真
 • 画像、動画、音楽など
 • システム、アプリのデータ、設定値
 • ダウンロードしたアプリ
 • Google アカウント

ユーザーとアカウントに関する設定をする
マルチユーザーの設定、データの自動更新の設定や、アカウントの新規作
成／追加ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［ユーザーとアカウント］
マルチユーザー 新規ユーザーを作成して、デバイスを他の

ユーザーと共有することができます。
アプリデータを自動
的に同期する

アプリにデータの自動更新を許可するかどう
かの設定ができます。

アカウントを追加 アカウントの新規作成／追加ができます。

HeyTapクラウドに関する設定をする
クラウドサービスの設定ができます。機能を利用するためには、HeyTapア
カウントのログインが必要です。

1	ホーム画面で［設定］→［HeyTap	Cloud］
クラウドドライブ 本製品上のファイルをクラウドドライブに

アップロードすることができます。
クラウドバックアップ 通話履歴や設定などのデータをWi-Fi®接続時

に自動でバックアップするかどうかを設定し
たり、データの種類を選んで手動でバック
アップを開始できます。

写真 写真および動画の自動同期に関する設定がで
きます。

録音 録音したデータの自動同期に関する設定がで
きます。

プライベートフォル
ダ

プライベートフォルダの自動同期に関する設
定ができます。

連絡先 連絡先を自動で同期するかどうかの設定がで
きます。

Wi-Fi Wi-Fi®の接続情報を自動で同期するかどうか
の設定ができます。

その他 連絡先の履歴から以前のデータを復元した
り、フィードバックの送信ができます。

Google	に関する設定をする
各種 Google 関連サービスの設定ができます。

1	ホーム画面で［設定］→［Google］
Google アカウント
の管理

Google アカウントについての設定ができま
す。

Chromebook 接続するChromebookについての設定がで
きます。

アカウント サービス Google FitやGoogle Play Instantなどに
ついての設定ができます。

オンデバイス共有 オンデバイスデータの使用を許可するかどう
かの設定ができます。

セキュリティ デバイスを探す機能やセキュリティステータ
スについて確認できます。

セットアップと復元 仕事用プロファイルや付近のデバイスに関す
る設定をしたり、バックアップした連絡先の
復元ができます。

デバイス接続 デバイス接続に関する設定ができます。
データとSMS 異なるアプリでのメッセージのやりとりを有

効にしたり、Google ドライブのファイルの
更新方法の設定ができます。

バックアップ Google ドライブにバックアップするかどう
かの設定ができます。

保護者による使用制
限

保護者向けの Google ファミリー リンク ア
プリを利用して、利用時間の管理やコンテン
ツフィルタなどの制限の設定ができます。

広告 広告IDに関する設定ができます。
自動入力 自動入力する住所やパスワードなどの情報の

設定ができます。

ソフトウェアアップデートに関する設定をする
ネットワークを利用してソフトウェアアップデートが必要かどうかを確認
し、必要なときにはアップデートができます。

1	ホーム画面で［設定］→［ソフトウェアアップデート］→［アッ
プデートを確認］

2	新しいソフトウェアアップデートがあった場合は、画面の指
示に従ってソフトウェアアップデートを実施する
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端末情報を確認する
デバイス名や電話番号などを確認することができます。

1	ホーム画面で［設定］→［端末情報］
デバイス名 デバイスの名称を確認できます。
バージョン ソフトウェアのバージョンを確認できます。
ColorOS バージョン ColorOSのバージョンを確認できます。
Androidバージョン AndroidOSのバージョンやセキュリティ

パッチレベルなどが確認できます。
プロセッサ プロセッサを確認できます。
RAM 作業用メモリの合計容量を確認できます。
デバイスストレージ 電話ストレージの使用可能容量／合計容量が

確認できます。
法的情報 使用許諾契約や Google 利用規約を確認で

きます。
モデル デバイスのモデルを確認できます。
SIMカードのステー
タス

ネットワーク状況や電話番号などSIMの各種
情報を確認できます。

接続状況 バッテリーやIMEI、IPアドレスなど本製品の
状態を確認できます。

認証情報 認証情報や規制について確認できます。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて
auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス 参照先
標準サービス ＋メッセージ（SMS） P. 19

着信お知らせサービス P. 36
着信転送サービス P. 36
発信番号表示サービス P. 37
番号通知リクエストサービス P. 37

有料オプション
サービス※

お留守番サービスEX P. 38
三者通話サービス P. 40
割込通話サービス P. 40
迷惑電話撃退サービス P. 40
通話明細分計サービス P. 40

※ 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。 
お申し込みやお問い合わせの際は、auショップ／au Styleもしくはお客さまセンターまでご連絡くだ
さい。 
各サービスのご利用料金や詳細については、auホームページ（（https://www.au.com/））でご確認くだ
さい。

着信お知らせサービスを利用する（標準サービス）
着信お知らせサービスについて

「着信お知らせサービス」は、電波の届かない場所にいた場合など、着信が
あったことをSMSでお知らせするサービスです。電話をかけてきた相手の
方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の
電話番号をお知らせします。

 ◎  「着信お知らせサービス」を利用するには、お留守番サービスEXの無応答・話中転送を
設定してください。
※ 有料オプションサービスをご契約されていない場合も設定を行ってください。
 ◎  電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても
番号の桁数が20桁以上の場合はお知らせしません。
 ◎  お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
 ◎  着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセン
ターから着信お知らせは自動的に消去されます。
 ◎  ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守
番サービス総合案内（▶P. 38）で着信お知らせ（着信通知）を停止することができま
す。
 ◎  通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービ
スセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信転送サービスを利用する（標準サービス）
着信転送サービスについて

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスで
す。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送
する際の条件を選択できます。

 ◎ 緊急通報番号（110、119、118）、時報（117）など一般に転送先として望ましくな
いと思われる番号には転送できません。
 ◎ 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス（▶P. 37）を同時に開始すると、非
通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
 ◎ au国際電話サービスでの転送はご利用いただけません。また、一部の国際電話事業者
でも転送できない場合があります。

	■ ご利用料金について
月額使用料 無料
相手先から本製品までの通
話料

有料
※ 電話をかけてきた相手の方のご負担となります。

本製品から転送先までの通
話料

有料
※ お客様のご負担となります。
※ 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通

信事業者からのご請求となります。
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応答できない電話を転送する(無応答転送)
かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［2］［2］＋転送先電話番号→
［ ］

 • 転送時間は［1］［4］［1］［8］［X］［X］に発信で設定できます。 
XXには、設定する秒数（05秒～55秒）を入力してください。
 • 転送サービスの停止は［1］［4］［2］［0］に発信で設定できます。
 • 転送サービスの再開は［1］［4］［2］［1］［2］に発信で設定できます。

 ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、
電話に出ることができます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［2］［3］＋転送先電話番号→
［ ］

 •  転送サービスの停止は［1］［4］［2］［0］に発信で設定できます。
 •  転送サービスの再開は［1］［4］［2］［1］［3］に発信で設定できます。

 ◎ 話中転送と割込通話サービス（▶P. 40）を同時に設定している場合は、割込通話サー
ビスが優先されます。

応答できない電話を転送する（圏外転送）
電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなどに電話を転
送します。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［2］［2］＋転送先電話番号→
［ ］

 • 転送サービスの停止は［1］［4］［2］［0］に発信で設定できます。
 • 転送サービスの再開は［1］［4］［2］［1］［2］に発信で設定できます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［2］［4］＋転送先電話番号→
［ ］

 • 転送サービスの停止は［1］［4］［2］［0］に発信で設定できます。
 • 転送サービスの再開は［1］［4］［2］［1］［2］に発信で設定できます。

 ◎ フル転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

着信転送サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービ
ス）

お客様の本製品以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外
の電話などから、着信転送サービスの転送開始、転送停止ができます。

1	090-4444-XXXXに電話をかける
上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容 番号
フル転送起動 1428
フル転送停止 1429
全転送停止 1430

2	ご利用の本製品の電話番号を入力
3	暗証番号（4桁）を入力

 • 暗証番号については「各種暗証番号／PINコードについて」（▶P. 11）をご
参照ください。

4	ガイダンスに従って操作

 ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
 ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を
使って遠隔操作を行うことはできません。

発信番号表示サービスを利用する（標準サービス）
発信番号表示サービスについて

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時
に相手の方の電話番号がお客様の携帯電話のディスプレイに表示したりす
るサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について
相手の方の電話番号の前に「184」（電話番号を通知しない場合）または

「186」（電話番号を通知する場合）を付けて電話をかけることによって、通
話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できま
す。

 ◎  発信者番号（お客様の電話番号）はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十
分にお気を付けください。
 ◎  電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話
番号が表示されないことがあります。
 ◎  海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について
電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が本製品のディスプレイ
に表示されます。
相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番
号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに
表示されます。

表示 説明
「非通知番号」 
（ID UNSENT）

相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話
をかけている場合に表示されます。

「公衆電話」 
（PAY PHONE）

相手の方が公衆電話からかけている場合に表示
されます。

「通知不可」 
（NOT SUPPORT）

相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電
話など、発信者番号を通知できない電話から電
話をかけている場合に表示されます。

電話番号を通知する
1	ホーム画面で［ ］→［ ］→［設定］→［キャリア通話設定］

2	［その他の設定］→［発信者番号］
3	［番号を通知］

 ◎ 電話をかけるときは、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力し
た場合は、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優
先されます。
 ◎ 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知」をオンにして
いても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、お客さ
まセンターまでお問い合わせください。
 ◎「発信者番号通知」をオフに設定しても、緊急通報番号（110、119、118）への発信時
や、SMS送信時は発信者番号が通知されます。

番号通知リクエストサービスを利用する（標準
サービス）
番号通知リクエストサービスについて

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に
電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えする
サービスです。

 ◎  初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
 ◎  お留守番サービスEX（▶P. 38）、着信転送サービス（▶P. 36）、割込通話サービス
（▶P. 40）、三者通話サービス（▶P. 40）のそれぞれと、番号通知リクエストサービス
を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
 ◎  番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス（▶P. 40）を同時に開始する
と、番号通知リクエストサービスが優先されます。
 ◎  サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。
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番号通知リクエストサービスを開始する
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［8］［1］→［ ］

 ◎ 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に
「お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方
に通話料がかかります。
 ◎ 次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続とな
ります。
 • 公衆電話、国際電話
 • SMS
 • その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の
場合

番号通知リクエストサービスを停止する
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［8］［0］→［ ］

お留守番サービスEXを利用する（オプションサー
ビス）
お留守番サービスEXについて

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、機内モード
（▶P. 32）を有効にしているとき、一定の時間が経過しても電話に出られな
かったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサー
ビスです。

	■ お留守番サービスEXをご利用になる前に
 • 本製品ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用
機貸し出しと修理後返却の際にお留守番サービスEXに加入中の場合、お
留守番サービスは開始されています。

 • お留守番サービスと番号通知リクエストサービス（▶P. 37）を同時に開
始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービ
スが優先されます。

	■ お留守番サービスEXでお預かりする伝言・ボイスメール
について

お留守番サービスEXでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりしま
す。

お預かり（保存）する時間 7日間まで※1

お預かりできる件数 99件まで※2

1件あたりの録音時間 3分まで

※1 お預かりから7日間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
※2 件数は伝言とボイスメール（▶P. 39）の合計です。100件目以降の場合は、電話をかけてきた相手

の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

	■ ご利用料金について
月額使用料 有料
特番へのダイヤル操作 入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・

ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかりま
す。
伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイ
スメールを聞かなかった場合は通話料がかかり
ません。

遠隔操作 遠隔操作を行った場合、すべての操作について
遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり
ます。

伝言・ボイスメールの録
音

伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイス
メールを残した方の電話に通話料がかかりま
す。
※ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った

場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流
れ始めた時点から通話料が発生します。

お留守番サービス総合案内（141）を利用する
総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメール
の再生、応答メッセージの録音／確認／変更、英語ガイダンスの設定／日本
語ガイダンスの設定、不在通知（蓄積停止）の設定／解除、着信お知らせの開
始／停止ができます。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］→［ ］

2	ガイダンスに従って操作

応答できない電話を転送する（無応答転送）
かかってきた電話に出ることができないときに電話を留守番電話サービス
に転送します。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］［1］→［ ］
 •  呼び出し秒数の変更は［1］［4］［1］［8］［X］［X］に発信で設定できます。 
XXには設定する秒数（05秒～55秒）を入力してください。 
秒数が1桁の場合は［1］［4］［1］［8］［X］に発信してください。
 • サービスの停止は［1］［4］［2］［0］に発信で設定できます。

 ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、
電話に出ることができます。

通話中にかかってきた電話を転送する（話中転送）
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］［1］→［ ］

 • サービスの停止は［1］［4］［2］［0］に発信で設定できます。

 ◎ 話中転送と割込通話サービス（▶P. 40）を同時に設定している場合は、割込通話サー
ビスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送する（フル転送）
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］［2］→［ ］

 • サービスの停止は［1］［4］［2］［0］に発信で設定できます。

 ◎ 常に転送を設定している場合は、お客様の本製品は呼び出されません。

電話をかけてきた方が伝言を録音する
ここで説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

1	お留守番サービスで留守応答
 • かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、本製品のお客様が
設定された応答メッセージで応答します（▶P. 39「応答メッセージの録
音／確認／変更をする」）。
 • 電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞
かずに（スキップして）手順2に進むことができます。ただし、応答メッ
セージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッ
セージはスキップしません。

2	伝言を録音
 •  録音時間は、3分以内です。
 •  伝言を録音した後、手順3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりしま
す。

3	「#」を押して録音を終了
 • 録音終了後、ガイダンスに従って次の操作ができます。

［1］： 録音した伝言を再生して、内容を確認する
［2］： 録音した伝言を「至急扱い」にする
［9］： 録音した伝言を消去して、取り消す
［*］： 録音した伝言を消去して、録音し直す

4	電話を切る

 ◎ 電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生すると
き、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
 ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発
生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生しま
す。

ボイスメールを録音する
相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出
すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相
手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことがで
きます。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［6］［1］［2］＋相手の方のau電話番
号を入力→［ ］

2	ガイダンスに従ってボイスメールを録音
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伝言お知らせについて
お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを
SMS（「伝言お知らせ」と表示）でお知らせします。

 ◎  お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は99件です。
 ◎  伝言・ボイスメールをお預かりしてから約7日経過してもお知らせできない場合、お
留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
 ◎  通話中などですぐにお知らせできない場合があります。その場合は、お留守番サービ
スセンターのリトライ機能によりお知らせします。

伝言・ボイスメールを聞く
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］［7］→［ ］

2	ガイダンスに従ってキー操作
 • 画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示し
ます。

［1］： 同じ伝言をもう一度聞く
［4］： 5秒間巻き戻して聞き直す
［5］： 伝言を一時停止（20秒間）※1
［6］： 5秒間早送りして聞く
［7］： 再生済みの伝言をすべて消去
［9］： 伝言を消去
［0］： 伝言再生中の操作方法を聞く
［#］： 次の伝言を聞く
［*］： 前の伝言を聞く
※1 「 」以外のキーをタップすると、伝言の再生を再開します。

3	［ ］

 ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール（▶P. 39）も同じ
ものとして扱われます。

応答メッセージの録音／確認／変更をする
新しい応答メッセージの録音や現在設定されている応答メッセージの内容
の確認／変更や、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］［4］→［ ］

.■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを録音する場合
（個人メッセージ）

2	［1］→［1］→3分以内で応答メッセージを録音→［#］→［#］→
［ ］

 • 画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示し
ます。

.■電話番号の代わりに読み上げるお客さまのお名前を録音するタイプの
応答メッセージを録音する場合（名前指定メッセージ）

2	［1］→［2］→10秒以内で名前を録音→［#］→［#］→［ ］
 • 画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示し
ます。

.■設定／保存されている応答メッセージを確認する場合

2	［3］→応答メッセージを確認→［ ］
 • 画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示し
ます。

.■蓄積停止時の応答メッセージを録音する場合（不在通知）

2	［1］→［3］→3分以内で応答メッセージを録音→［#］→［#］→
［ ］

 •  画面にキーパッドが表示されていない場合は、「 」をタップして表示し
ます。

 ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
 ◎ ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
 ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定で、ス
キップができないように設定することができます。
 ◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って［2］→［1］と操作すると
標準メッセージに戻すことができます。
 ◎ 録音した蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）がある場合に、ガイダンスに従って
［1］→［4］と操作すると標準メッセージに戻すことができます。

伝言の蓄積を停止する（不在通知）
長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメールの蓄
積を停止することができます。
あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ（不在通知）を録音しておくと、お
客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。
詳しくは「応答メッセージの録音／確認／変更をする」（▶P. 39）をご参照
ください。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［6］［1］［0］→［ ］

2	ガイダンスを確認→［ ］

 ◎ 蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。
 ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されませ
ん。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、

「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

伝言の蓄積停止を解除する
1	ホーム画面で［ ］→［1］［6］［1］［1］→［ ］

2	ガイダンスを確認→［ ］

 ◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止／開始しても、蓄積停止は解除されませ
ん。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、

「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する（遠隔操作サービ
ス）

お客様の本製品以外のau電話、他通信事業者の携帯電話、PHS、NTT一般
電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始／停止、伝言・ボイス
メールの再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1	090-4444-XXXXに電話をかける
上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容 番号
留守番転送設定（無条件）開始 1418
留守番転送設定（無条件）停止 1419
留守番再生 1415
留守番総合案内 1416

2	ご利用の本製品の電話番号を入力
3	暗証番号（4桁）を入力

暗証番号については「各種暗証番号／PINコードについて」（▶P. 11）をご参
照ください。

4	ガイダンスに従って操作

 ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
 ◎ 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を
使って遠隔操作を行うことはできません。

英語ガイダンスへ切り替える
標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］［9］［1］→［ ］
英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

 ◎ ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。

日本語ガイダンスへ切り替える
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［1］［9］［0］→［ ］

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
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三者通話サービスを利用する（オプションサービ
ス）

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

例：Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1	Aさんと通話中に［通話を追加］→Bさんの電話番号を入力
 • 通話中に連絡先や通話履歴から電話番号を呼び出すこともできます。

2	［ ］
 • 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3	Bさんと通話
 • Bさんが電話に出ないときは、「 」をタップするとAさんとの通話に戻り
ます。
 • Bさんとの通話を保留にしてAさんとの通話に戻るには、「切り替え」を
タップします。

4	［グループ通話］
３人で通話できます。
 •「 」をタップすると、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

 ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になりま
す。
 ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
 ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
 ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したと
き、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

	■ ご利用料金について
月額使用料 有料
通話料 電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかか

ります）

割込通話サービスを利用する(オプションサービ
ス)
割込通話サービスについて

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時
的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。

 ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用い
ただけます。
 ◎ ただし、修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始
前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。

	■ ご利用料金について
月額使用料 有料
通話料 電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかか

ります）

割込通話サービスを開始する
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［5］［1］→［ ］

 ◎ 割込通話サービスと番号通知リクエストサービス（▶P. 37）を同時に開始すると、非
通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
 ◎  割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス（▶P. 40）を同時に開始すると、迷惑電話
撃退サービスが優先されます。

割込通話サービスを停止する
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［5］［0］→［ ］

割込通話を受ける
例：Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1	Aさんと通話中に割込音が聞こえる
2	着信画面で［ ］

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。
 •「切り替え」をタップするたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えること
ができます。

 ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
 ◎ 割込通話時の着信も通話履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知など
の情報がない着信については記録されない場合があります。

迷惑電話撃退サービスを利用する（オプション
サービス）
迷惑電話撃退サービスについて

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤル
すると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答する
サービスです。

	■ ご利用料金について
月額使用料 有料
番号登録「1442」 無料
すべての登録を削除「1449」 無料

撃退する電話番号を登録する
迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［4］［2］→［ ］

2	［ ］

 ◎ 登録できる電話番号は30件までです。
 ◎ 電話番号の通知のない着信についても、登録できます。
 ◎ 登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方に「おかけになった電話番号
への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流
れ、相手の方に通話料がかかります。
 ◎ 登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続
されます。
 ◎ 登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の
接続となります。
 • SMS

登録した電話番号を全件削除する
1	ホーム画面で［ ］→［1］［4］［4］［9］→［ ］

2	［ ］

通話明細分計サービスを利用する（オプション
サービス）

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤル
すると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計
明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話
時間・通話料」などが記載されます。

1	ホーム画面で［ ］→［1］［3］［1］＋相手先電話番号→［ ］

2	［ ］

 ◎ 分計する通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があ
ります。
 ◎ 発信者番号を通知する／しないを設定する場合は、「186」／「184」を最初にダイヤ
ルしてください。
 ◎ 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされ
ていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

	■ ご利用料金について
月額使用料 有料
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海外利用

au世界サービスについて
au世界サービスとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用
いただけるサービスです。本製品は渡航先に合わせてGSM／UMTS／
LTEネットワークのいずれでもご利用いただけます。
 • いつもの電話番号のまま、海外で通話・SMS・データ通信がご利用いただ
けます。

 • 特別な申し込み手続きや月額の定額料は不要で、ご利用料金は日本国内
分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。 
新規ご加入の場合、翌日から海外でのご利用が可能です。
※ ただし、オンラインショップでご加入の場合、日本国内で通話（発信）した翌々日よりご利用が可能で

す。

 • ご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、au
ホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

.■対象エリア・料金を知る
（https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-
charge/）

.■海外でのデータ通信ご利用方法と適用データ通信料金について
（https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/
check/）

.■海外でご利用のお客さま　※渡航前に必ずご確認ください
（https://www.au.com/information/notice_mobile/global/）

 ◎ 日本国内の各種割引サービス・データ通信料定額／割引サービスの対象となりませ
ん。
 ◎ 海外で着信した場合でも着信通話料がかかります。
 ◎ 発信先は、一般電話でも携帯電話でも同じ通話料がかかります。
 ◎ 各国際サービスのご利用料金には消費税相当額は加算されません。

海外利用に関する設定を行う
本製品は、自動的に利用できるネットワークを検出して切り替えるように
設定されています。
 • 海外で電源をオンにすると、海外の事業者のネットワークで通話とSMS
がご利用いただけます。

 • データ通信を行う場合は「データローミング」（▶P. 41）を有効に設定し
ます。

	■ データ通信を設定する

1	ホーム画面で［設定］→［SIMカードおよびモバイルデータ］→
［SIM］

2	［データローミング］→注意事項の内容を確認して［オンにす
る］

 ◎ 5G NETまたは5G NET for DATAにご加入されていない場合は、海外でデータ通
信を利用できません。
 ◎ サービス内容、料金、ご利用方法などの詳細はauホームページにてご確認ください
■世界データ定額
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/sekai-
data/）
■海外ダブル定額
https://www.au.com/mobile/charge/data-option/kaigai-double-teigaku-
lte/）

海外でVoLTEを利用する
海外でVoLTEを利用できるように設定します。

1	ホーム画面で［設定］→［SIMカードおよびモバイルデータ］→
［SIM］

2	［優先ネットワークのタイプ］→［5G／4G／3G（自動）］／
［4G／3G（自動）］のどちらかを選択

※ お買い上げ時は「5G／4G／3G（自動）」になっています。

 ◎ ソフトウェア更新（▶P. 42）を行って、最新のソフトウェアにする必要があります。
 ◎ 5G NETにご加入されていない場合は、VoLTEを利用できません。
 ◎ VoLTEが利用できる国・地域についてはauホームページをご参照ください。
 ◎ 日本国内では［5G／4G／3G（自動）］で利用してください。
 ◎ サービス内容、料金、ご利用方法などの詳細はauホームページにてご確認ください。

（https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/volte/）

渡航先で電話をかける
au世界サービスを利用して、渡航先で電話をかけることができます。

1	ホーム画面で［ ］

2	［0］をロングタッチ
「＋」が入力され、発信時に渡航先現地からの国際アクセス番号が自動で付加
されます。

3	相手先の国番号を入力
4	地域番号（市外局番）を入力

地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください
（イタリアなど一部例外もあります）。

5	相手の電話番号を入力→［ ］
例：渡航先から日本の「03-1234-XXXX」にかける場合
＋81（国番号）3（市外局番）1234XXXX（相手の電話番号）

例：渡航先（アメリカ）からアメリカの「123-456-XXXX」にかける場合
＋1（国番号）123（市外局番）456XXXX（相手の電話番号）

 ◎ 電話をかける相手が日本の携帯電話の場合は、相手の渡航先にかかわらず国番号とし
て「81」（日本）を入力してください。
 ◎ 渡航先では、一部特番などかけられない電話番号があります。
 ◎ 国番号についてはKDDI国際電話ホームページをご参照ください。

（http://www.001.kddi.com/countrycode/）

渡航先で電話を受ける
日本国内にいるときと同様の操作で、電話を受けることができます。

 ◎ 渡航先に電話がかかってきた場合は、いずれの国からであっても日本からの国際転送
となります。発信側には日本までの通話料がかかり、着信側には着信通話料がかかり
ます。
 ◎ 日本国内から渡航先に電話をかけてもらう場合は、日本国内にいるときと同様に電話
番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。
 ◎ 日本以外の国から渡航先に電話をかけてもらう場合は、渡航先にかかわらず日本経由
で電話をかけるため、現地からの国際アクセス番号および「81」（日本）をダイヤルし
てもらう必要があります。

お問い合わせ方法
海外からのお問い合わせ

	■ 本製品からのお問い合わせ方法(通話料無料)
受付時間：24時間

1	ホーム画面で［ ］

2	［0］をロングタッチ
「＋」が入力され、発信時に渡航先現地からの国際アクセス番号が自動で付加
されます。

3	「81366706944」を入力→［ ］

	■ 一般電話からのお問い合わせ方法
詳しい情報はauホームページの「海外からのお問い合わせ番号」をご参照
ください。

（https://www.au.com/mobile/service/global/inquiry/）

 ◎ 渡航先でご利用いただけない場合、au電話の電源をオフ／オン（再起動）することで
ご利用可能となる場合があります。

41

https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-charge/
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/area-charge/
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/check/
https://www.au.com/information/notice_mobile/global/
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/sekai-data/
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/sekai-data/
https://www.au.com/mobile/charge/data-option/kaigai-double-teigaku-lte/
https://www.au.com/mobile/charge/data-option/kaigai-double-teigaku-lte/
https://www.au.com/mobile/service/global/au-world-service/volte/
http://www.001.kddi.com/countrycode/
https://www.au.com/mobile/service/global/inquiry/


海外でのご利用上のご注意

	■ 本製品を盗難・紛失したら
 • 海外で本製品もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、お客さま
センターまで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりくだ
さい。詳しくは「海外からのお問い合わせ」（▶P. 41）をご参照ください。
盗難・紛失された後に発生した通話料・データ通信料もお客様の負担にな
りますのでご注意ください。

 • 本製品に挿入されているau ICカードを盗難・紛失された場合、第三者に
よって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用
される可能性もありますので、SIMカードロックを設定されることをお
すすめします。SIMカードロックについては「セキュリティに関する設定
をする」（▶P. 33）をご参照ください。

	■ auネットワークサービスに関するご注意
 • 以下のサービスは、au世界サービス「VoLTE」利用中以外はご利用いただ
けません。「VoLTE」利用中であっても、渡航先の通信事情によりご利用い
ただけない場合があります。
・ 着信転送サービス（標準サービス）の無応答・話中転送
・ お留守番サービスEX（オプションサービス）
・ 三者通話サービス（オプションサービス）※1

・ 割込通話サービス（オプションサービス）
・ 通話明細分計サービス（オプションサービス）
 • 発信番号表示サービス（標準サービス）は、海外では電話番号が通知され
ない場合があります。海外では「発信者番号通知」の機能は無効になりま
す。

 • 番号通知リクエストサービスを起動したまま渡航され、着信を受けた場
合、相手の方に番号通知リクエストガイダンスが流れ、着信できない場合
がありますので、あらかじめ日本国内で停止してください。

 • 渡航先で着信した場合、原則として発信者番号は表示されますが、海外通
信事業者の事情により「不明」が表示されることがあります。また、発信側
で発信者番号を通知していない場合であっても、発信者番号が表示され
ることがあります。

 • 迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）は、au世界サービス
「VoLTE」利用中以外は受信拒否リストへの登録ができません。 
また、日本で登録した番号でも海外では迷惑電話撃退サービスが動作せ
ず通常の接続となる場合があります。

※1 au世界サービス「VoLTE」利用中であっても、グアム・サイパンではご利用いただけません。

付録

ソフトウェアを更新する
本製品は、ソフトウェア更新に対応しています。
また、OSアップデートも、ソフトウェア更新の機能を利用して行うことが
可能です。OSアップデートとは、本製品のOSのバージョンアップを含むソ
フトウェア更新です。
 • ソフトウェア更新が必要な場合は、自動的にソフトウェア更新用データ
をダウンロードし、深夜時間帯にソフトウェア更新を実行する場合があ
ります。

	■ ソフトウェア更新手順

1	ホーム画面で［設定］→［ソフトウェアアップデート］→［アッ
プデートを確認］→画面の指示に従って更新

 ◎ ご利用のWi-Fi®回線の状態によっては、利用可能なネットワークの自動検索を行い、
Wi-Fi®からモバイルによる通信に切り替わることがあります。この場合、当初意図し
たものとは異なるデータ通信料が発生することがありますのでご注意ください。

	■ ご利用上のご注意
 • データ通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、ご利
用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。特にOSアッ
プデートの場合、大容量のデータ通信が発生します。

 • ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご
案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ／au 
Styleもしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせ
ください。また、本製品をより良い状態でご利用いただくため、ソフト
ウェアの更新が必要な本製品をご利用のお客様に、auからのお知らせを
お送りさせていただくことがあります。

 • 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
 • ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更
新を実行し直してください。

 • ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があり
ます。本製品が使用できなくなった場合は、auショップ／au Styleもし
くはトヨタ au取扱店（一部ショップを除く）にお持ちください。

 • 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
 • ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消防
機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客さまセンター）へ電話をかけ
ることもできません。また、アラームなども動作しません。

故障とお考えになる前に
故障とお考えになる前に次の内容をご確認いただくとともに「トラブル診
断」でご確認ください。
以下のauホームページからご確認いただけます。

（https://www.au.com/trouble-check/）
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アフターサービスについて

	■ 修理を依頼されるときは
修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中 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。

※ 保証期間は、本製品をお客様が新規ご購入された日より1年間です。

 ◎ 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。
 ◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのauの端末は、再生修
理した上で交換用端末として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した
機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却すること
はできません。
 ◎ 本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含む）、リバース
エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む）されたもの、または当
社などが指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理を
お断りする場合があります。
 ◎ 本体内蔵の電池は消耗品のため、保証対象外となります。
 ◎ ACアダプタ以外の付属品は無償修理保証の対象外です。

	■ 補修用性能部品について
当社はこのOPG01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4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。

	■ 無償修理規定
1. 修理受付時は、製造番号（IMEI番号）の情報をお知らせください。製造番

号（IMEI番号）は、本製品本体もしくは外装箱に貼付のシールなどで確認
することができます。

2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機
器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。（または、修理が
できない場合があります。）

 ①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 ②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 ③当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理された場合。
 ④ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、

落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 ⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損

傷。
4. 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
5. 製品の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担

いたしません。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故につ

いては、責任を負いかねます。
7. 出張による修理対応はお受けできません。
8. 本規定は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid 

only in Japan.）
※ 本保証は、上記に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本保証によっ

て保証責任者及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	■ 故障紛失サポートについて
auの端末を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサー
ビス制度「故障紛失サポート」をご用意しています。故障や盗難・紛失など、
あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。月額利用料およびサー
ビスの詳細については、auホームページをご確認ください。

（https://www.au.com/mobile/service/kosho-funshitsu/）

 ◎ ご入会は、auの端末のご購入時のお申し込みに限ります。
 ◎ ご退会された場合は、次回のauの端末のご購入時まで再入会はできません。
 ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるauの端末のみが本サー
ビスの提供対象となります。
 ◎ auの端末を譲渡・承継された場合、故障紛失サポートの加入状態は譲受者に引き継が
れます。
 ◎ 機種変更・端末増設などにより、新しいauの端末をご購入いただいた場合、以前にご
利用のauの端末に対する故障紛失サポートは自動的に退会となります。
 ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

	■ au	ICカードについて
au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破
損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われ
る場合、盗難・紛失の場合は、auショップ／au Styleもしくはトヨタ au取
扱店までお問い合わせください。

位置検索サポート
位置検索サポートを利用する

本製品を盗難・紛失された場合に、お客さまセンターやお客様のパソコンか
ら本製品を遠隔操作で位置検索することができます。
本製品を遠隔操作で位置検索する場合は、「auスマートサポート」「auス
マートパス」「auスマートパスプレミアム」「故障紛失サポート」のいずれか
への加入が必要です。

位置検索をご利用いただくにあたって
位置検索をご利用いただくにあたって当社では、提供した基地局から推測
される位置情報に起因する損害については、その原因の内容にかかわらず
一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
また、サービスエリア内でも地下街など、電波の受信状態が悪い場所では、
正確な位置情報が取得できない場合があります。

SIMロック解除について
本製品はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社
のSIMカードを使用することができます。
 • SIMロック解除はauホームページ、auショップ／au Styleで受付してお
ります。

 • 他社のSIMカードをご使用になる場合、一部サービス・機能などが制限さ
れる場合があります。当社では一切の動作保証はいたしませんので、あら
かじめご了承ください。

 • SIMロック解除後の設定は、ホーム画面で［設定］→［SIMカードおよびモ
バイルデータ］から行ってください。

 • 詳しくは、auホームページをご参照ください。 
（https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/
simcard/）

周辺機器
	■TypeC共通ACアダプタ01（0601PQA）（別売）
	■TypeC共通ACアダプタ02（0602PQA）（別売）
	■共通ACアダプタ05（0501PWA）（別売）※1

	■共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）※1

	■共通ACアダプタ03ネイビー（0301PBA）（別売）※1

	■共通ACアダプタ03グリーン（0301PGA）（別売）※1

	■共通ACアダプタ03ピンク（0301PPA）（別売）※1

	■共通ACアダプタ03ブルー（0301PLA）（別売）※1

	■MicroB-TypeC変換アダプタ（0601PHA）（別売）
※1 ご利用にはMicroB-TypeC変換アダプタ（別売）が必要です。

 ◎ 周辺機器は、auオンラインショップでご購入いただけます。
（https://onlineshop.au.com/）
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主な仕様
.■本体

ディスプレイ 約6.7インチ、約10.7億色、AMOLED
3,168×1,440ドット（Quad HD+）

質量 ブラック：約217g（内蔵電池含む）
オレンジ：約200g（内蔵電池含む）

サイズ (幅×高さ×厚さ) ブラック：約74mm×165mm×8.8mm（最厚部
11.4mm）
オレンジ：約74mm×165mm×9.5mm（最厚部
11.4mm）

CPU Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G mobile 
platform

ストレージ (RAM/ROM) RAM：約12GB
ROM：約512GB

連続通話 
時間

国内 約1,660分
海外（GSM） 約1,860分

連続待受 
時間

国内 約540時間
海外（GSM） 約380時間

テザリング最大接続数 10台
充電時間 OPPO SUPER VOOC 2.0(同梱)使用時：約38分

TypeC共通ACアダプタ01（別売）使用時：約110分
TypeC共通ACアダプタ02（別売）使用時：約129分

カメラ画素数 アウトカメラ
広角：約4,800万画素
超広角：約4,800万画素
望遠：約1,300万画素
フロントカメラ
標準：約3,200万画素

ネットワーク環境 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠
（IEEE802.11n/ax対応周波数：2.4GHz/5GHz）

Bluetooth®

機能
通信方式 Bluetooth®標準規格Ver.5.1
出力 Bluetooth®標準規格Power Class 1
通信距離※1 見通しの良い状態で10m以内
対応
Bluetooth®プ
ロファイル※2

HDP、HFP、HID、HSP、MAP、PBAP、A2DP、
atp-X、AVRCP、SPP、OPP、MAP、GATT、PAN、
PAN-NAP、PANU

使用周波数帯 2.4GHz帯

※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

 ◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・
機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率（SAR）について
この機種OPG01の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および
電波防護の国際ガイドラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)なら
びに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守
するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）
と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたもので
あり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含
んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収さ
れる電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific 
Absorption Rate）で定めており､携帯電話機に対するSARの許容値は
2.0W/kgです。この携帯電話機の頭部におけるSARの最大値は1.190W/
kg(※2)、身体に装着した場合のSARの最大値は1.190W/kg(※2)です。
個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれ
も許容値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になる
よう設計されているため、実際に通話等を行っている状態では、通常SAR
はより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携
帯電話機の出力は小さくなります。
この携帯電話機は、頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等
のアクセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつそ
の間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本携
帯電話機が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合してい
ることを確認しています。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評
価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきまし
た。今日まで、携帯電話使用を原因とするいかなる健康影響も確立されてい
ません。』と表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームペー
ジをご参照ください。
https://www.who.int/peh-emf/publications/factsheets/en/
※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の２）で規定されています。
※2 この値は同時に使用可能な無線機能を含みます。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホーム
ページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ： 
（https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm）

○ 一般社団法人電波産業会のホームページ： 
（https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html）

○ オウガ・ジャパン株式会社のホームページ： 
https://www.oppo.com/jp/

○ auのホームページ： 
（https://www.au.com/）

FCC	Statement	for	the	USA
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received, including 

interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer 
responsible for compliance could void the user's authority to operate the 
equipment.
The device is electronically labeled and the FCC ID can be displayed via 
the About phone & the Authentication under the Settings menu.
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FCC	RF	Exposure	Information
Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and 
manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio 
frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of 
the U.S. Government.
The guidelines are based on standards that were developed by 
independent scientific organization through periodic and thorough 
evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety 
margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and 
health.
The exposure standard for wireless handsets employs a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR 
limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and 
locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for 
each model.
The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC 
when tested for use at the ear is 1.20 W/kg, and when worn on the body in 
a holder or carry case, is 0.44 W/kg.
Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn 
operations with the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain 
compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that 
maintain a 1.0 cm separation distance between the user's body and the 
handset.
The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain 
metallic components in its assembly.
The use of accessories that do not satisfy these requirements may not 
comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The 
FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with 
all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF 
emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with 
the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.
fcc.gov/oet/ea/ after searching on FCC ID R9C-CPH2025.
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on 
the FCC website at
https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0. 

輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およ
びその関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制

（Export Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。
本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および
費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きにつ
いては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権について

	■ 商標について
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。
 • Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、オウガ・ジャパ
ン株式会社はライセンスに基づいて使用しています。

 • Wi-Fi®、Wi-Fi Direct®はWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
 • OPPOは、Guangdong OPPO Mobile Telecommunications 
Corporation Ltd. © 2010 OPPOの登録商標です。All rights 
reserved.

 • USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
 • はNFC Forum, Inc.の米国およびその他の国における商標または登
録商標です。

 • Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴ、
Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google 
Calendar、Google Calendar ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、
Google ドライブ、Google ドライブ ロゴ、Google アシスタント、
Google アシスタント ロゴ、Google フォト、Google フォト ロゴ、
Google Duo、Google Duo ロゴ、Google Playムービー＆TV ロゴ、
Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google レンズ、Google レ
ンズロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。

 • Microsoft、Windows、Microsoft Excel、Microsoft PowerPointは、
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標また
は登録商標です。

 • Microsoft Wordは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
 • FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商
標です。

 • TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社
の登録商標です。

 • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
 • 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。
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＜お客さま各位＞
このたびは、OPPO Find X2 Proをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

OPPO Find X2 Pro取扱説明書 詳細版の記載内容に変更がございましたので、お知らせいたします。

■第1.2版の変更内容
本製品のソフトウェア更新を行って、最新のソフトウェアにアップデートすることで海外VoLTEを利用できるようになります。これに伴い、「海外で
VoLTEを利用する」（P.41）、「auネットワークサービスに関するご注意」（P.42）を追記および修正いたしました。

■第1.1版の変更内容
「海外利用」章の記載内容に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、以下の内容を訂正させていただきます。
• 訂正箇所：「海外でVoLTEを利用する」（P.41）、「auネットワークサービスに関するご注意」（P.42）
　本製品は海外VoLTEには非対応のため、該当箇所の記載を削除および修正いたしました。

以上



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用
するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・
充電器を、ブランド・メーカーを問わず　　マークのあるお
店で回収し、リサイクルを行っています。

総合案内（ 受付 9:00～20:00 ）

盗難・紛失・故障案内（ 24 時間受付 ）

※ ご契約内容の変更や照会の場合には、ご利用の「au 携帯電話番号」と「暗証番号」が必要です。
※ 音声応答メニューのご利用料金照会、回線停止、再開手続きは 24 時間ご利用いただけます（メンテナンス時を除く）。
※ 上記の電話番号がつながらない場合があります。

お客さまセンター（年中無休 / 通話料無料） au携帯電話から au携帯電話以外/一般電話から 左記番号がつながらない場合

[ 沖縄の方は ]
局番なし 157 0077-7-111

0077-7-113局番なし 113

0120-977-033
0120-977-699

盗難・紛失・故障（ 受付 9:00～20:00 ）

故障紛失サポートセンター ( 年中無休 / 通話料無料 ) au携帯電話/ au携帯電話以外/ 一般電話から

0120-925-919
※ 上記の電話番号がつながらない場合があります。

0120-925-314

auサポート ■請求金額/データ通信料/ポイントの照会
■住所やお支払い方法などの変更手続き

■サービスのお申し込みやデータチャージ
■操作・設定方法のご確認＆サポート

ご利用料金、ポイント、ご契約内容などの確認や、
各種お手続きができます。

24 時間お問い合わせを受付しています。
電話しにくい場所や時間帯でも、
気軽に利用できます。

お問い合わせ内容ごとの直通番号を au ホームページでご案内しています。

［ 【お引越しされたお客さま】住所変更は右記よりお手続きいただけます。　●My auアプリ…My auトップ ＞ 左上メニュー ＞ ご契約情報の確認・変更 ＞ ご請求関連情報の住所変更 ］

困ったときに役に立つ各種サポート情報を
ご案内しています。

または　　　　　　　で検索au サポート

または　　　　　　　  で検索

アプリや Web サイトなら、その場で解決。

My auアプリ

メッセージ

電話

auサポート（web）

お問い合わせ方法
My au アプリ、LINE、+ メッセージから

au 問い合わせ

2021年3月第1.2版　発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社　輸入元：オウガ・ジャパン株式会社　製造元：Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corporation Ltd.
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