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今までのケータイの多くの機能を継承しつつ、たくさんの魅力的な機能を搭載しました。
操作方法は従来どおりなので、高機能ケータイを手軽に楽しむことができます。

できるようになったこと
 ● 高速通信
4G LTE に対応しているので、今までのケータイよりも高速で通信できます。

 ● Wi-Fi® 接続
携帯電話の回線ではなく家庭内に構築した無線 LAN （Wi-Fi®）環境を利用してインター
ネットに接続できるので、パケット通信料がかかりません。通信料を気にせずに
インターネットや LINE を楽しむことができます。

 ● Web ページの閲覧
パソコンやスマートフォン用の Web ページを閲覧できます。そのため、
Facebook や YouTube など、Web 上のさまざまなサービスを利用できます。

（Web ページによっては、本製品の画面に最適化せずに表示される場合が
あります。）

 ● LINE の利用
コミュニケーションに便利な「LINE」を利用できます（ゲームなど
一部の機能は利用できません）。
リアルタイム通知や URL の表示、スタンプの送受信などが
できるので、家族や友人とスムーズにやり取りできます。

 ● タッチポインター
パソコンのマウスカーソルと同じような機能です。
ブラウザや LINE などの一部の機能ではボタン部分が
タッチパッドとなり、タッチポインターを動かして
画面を操作できます。

 ● au シェアリンク（タブレット連携）
GRATINA 4G の着信をタブレットに通知
したり、GRATINA 4G で撮った写真を
タブレットの大画面で見たりできます。

今までどおりできること
 ● 電話
 ● E メール／ SMS
 ● LISMO
 ● 赤外線通信
 ● おサイフケータイ ®

など

 ● 文字入力
 ● カメラ
 ● ワンセグ
 ● Bluetooth®

できないこと
 ● EZWeb への接続
 ● アプリのインストール
 ● ビデオパス、ブックパスなど一部コンテンツ
サービスの利用

※利用できるサービスは 3G ケータイ／スマートフォンと異なります。

	
ケータイがさらに便利に！
GRATINA 4Gの基本をおさえよう
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待受画面の表示は今までのケータイと大きな変化はありません。カーソルキーやダイヤルキーを使って、
メニューを表示したり、ウィジェットを選択したりできます。

待受画面の見かたと操作
ステータスバー

不在着信や新着メールなどの
お知らせ、電波レベルや電池
残量などの状態が表示されます。
今までのケータイと同じです。

ウィジェットエリア
「ウィジェット」とは、待受画面
に配置できる小さなアプリです。
天気やニュースなどの情報をすば
やく確認できます。待受画面に
表示するウィジェットは変更でき
ます。

通知表示
不在着信や新着メールなどの
お知らせが表示されます。
アイコンを選択すると、アイコン
に応じたアプリが起動します。

メインメニューの表示
待受画面で  を押すと、
メインメニューが表示されます。

ウィジェットやお知らせの選択
待受画面で  または  を押すと、カーソルが表示され、
ウィジェットやお知らせを選択できる状態になります。

▼

注意
•  通信を行うアプリやウィジェットの起動時は、確認画面が表示されます。
はい（今回のみ）	 ： 電話回線を使用して通信を行う場合に選択します。通信が

発生するたびに確認画面が表示されます。
はい（今後表示しない）	 ： 電話回線を使用して通信を行う場合に選択します。次回か

らは確認画面は表示されません。
いいえ（Wi-Fi 等で使う）	： 通信は行いません。Wi-Fi® を設定してから（6 ページ）、 

再度アプリやウィジェットを起動してください。

使い慣れた待受画面だから	
操作も安心
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よく使うウィジェットに変更しよう
待受画面のウィジェットを変更できます。お買い上げ時はすべての設定欄にウィジェットが設定されています
が、お好みのウィジェットに変更できます。

待受画面で  を押します。 「設定」を選択します。 「壁紙・ディスプレイ」を選
択します。

「待受画面」を選択します。

「ウィジェット編集」を選択
します。

削除するウィジェットを選択
します。
※ 時計ウィジェットも削除

対象として選択できます。

「削除」を選択します。 もう一度  を押します。

「追加」を選択します。 「ウィジェット」または「アプ
リ」を選択します。

お好みのウィジェットまたは
アプリを選択します。

選択したウィジェットまたは
アプリが待受画面に表示さ
れます。
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Wi-Fi®（ワイファイ）とは、無線でネットワークに接続できる技術です。
ブロードバンド回線と無線ルーターがあれば、GRATINA 4G で Wi-Fi® を利用できます。

携帯電話の回線を利用せずに、家庭内に構築した無線 LAN（Wi-Fi®）環境を利用して
インターネットに接続できるので、パケット通信料がかかりません。
また、高速通信なので、動画などデータ量の大きいコンテンツも快適に楽しめます。
※お使いの環境によっては、通信速度が低下する場合があります。

高速通信ステータスバーに 
 が表示されて

いれば OK！

自宅や職場などで Wi-Fi® を利用するにはアクセスポイント（無線ルーター）が必要です。アクセスポイントの電波が届く範囲
であれば、場所を選ばずにインターネットに接続できます。
外出先では、携帯電話事業者や自治体、店舗などが提供している公衆無線 LAN スポットを利用して、Wi-Fi® 接続ができます。

注意 • 公衆無線 LAN スポットを利用するには、サービス提供者との契約が必要な場合があります。

	
おサイフに優しいWi-Fi® 接続
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Wi-Fi® の設定はアクセスポイントに接続するだけ
GRATINA 4G の Wi-Fi® 機能を ON にしてから、接続するアクセスポイントを選択します。

待受画面で  を押します。 「設定」を選択します。 「無線・ネットワーク」を選
択します。

「Wi-Fi」を選択します。

「Wi-Fi」 を 選 択 し、 □ に
チェックマークを付けます。

Wi-Fi® 機 能 が ON になり、
接続できるアクセスポイント
が一覧で表示されます。

接続するアクセスポイント
を選択します。

パスワードの入力欄を選択
します。

パスワードの入力
について

 が表示されて
いないアクセスポ
イントは、パスワー
ドを入力しなくて
も接続できます。

アクセスポイントに設定さ
れているパスワードを入力
し、  を押します。

 を押すと、アクセスポイ
ントに接続されます。

アクセスポイント名の下に
「接続済み」と表示され、ス
テータスバーに  が表示
されます。
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アクセスポイントがなくても気軽にWi-Fi® 接続（Wi-Fi	Direct®）
GRATINA 4G は Wi-Fi Direct® を搭載しています。Wi-Fi Direct® とは、インターネットやアクセス
ポイントなどを経由せず、Wi-Fi Direct® に対応した機器と直接 Wi-Fi® 接続できる機能です。
アクセスポイントを用意したり、パスワードを知らせたりする必要がないため、手軽に Wi-Fi® 接続を
利用できます。

待受画面で  を押します。 「設定」を選択します。 「無線・ネットワーク」を選
択します。

「Wi-Fi」を選択します。

 を押し、「詳細設定」を
選択します。

「Wi-Fi Direct」を選択しま
す。

Wi-Fi Direct® 対応機 器の
検出が自動的に開始されま
す。検出すると、「ピアデバ
イス」に表示されます。

接続する機器を選択すると、
Wi-Fi Direct® に 招 待しま
す。接続先の機器が許可す
ると、Wi-Fi® 接続されます。

Wi-Fi	Direct® の利用シーン
Wi-Fi Direct® に対応している機器には、スマートフォン、パソコン、プリンター、テレビなどがあります。
それらの機器と接続することで、以下のような利用ができます。
・パソコンやスマートフォンと写真や動画などのファイルをやり取りする
・写真をプリンターに直接送信して印刷する
・写真や動画などをテレビに表示する
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パソコンやスマートフォンと同じ
Webページが見られる
今までのケータイではケータイ専用の Web サイトしか閲覧できませんでしたが、GRATINA 4G ではパソ
コンやスマートフォン用の Web サイトを閲覧できるようになりました。
※ Web ページによっては、本製品の画面に最適化せずに表示される場合があります。

Wi-Fi® を利用すれば、通信料を気にせずにネットサーフィンや Facebook、Twitter
などの SNS（ソーシャルネットワークサービス）を楽しむことができます。

Webサイト
パソコンやスマートフォン用
の Web サイト

SNS
Facebook LinkedIn
Twitter mixi
など

動画サービス
YouTube Ustream
ニコニコ動画
など

ブラウザを終了
するには

 を押して
「はい」を選択
します。

待受画面で  を押します。 「ホームページ」を選択しま
す。

「お気に入り」で接続先の
ページを選択することもで
きます。

Webサイトに接続されます。

インターネットをより安心してご利用いただくために
GRATINA 4G には、ウイルスの侵入をブロックしたり、不正サイトへのアクセスを規制したりできる 
ウイルスバスター ™ for au アプリが搭載されています。導入は簡単で、au スマートパス会員であれば
無料で利用できます。ウイルスバスター ™ for auで GRATINA 4G をウイルスから守りましょう。
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タッチポインターでブラウザを自由自在に操作
ブラウザや LINE など、一部のアプリではタッチポインターを利用できます。ボタン部分に触れるとタッチ
ポインターが表示され、ボタン部分がタッチエリアとなります。タッチエリアを指で触れることで、パソコンの
マウスカーソルと同じような操作ができます。

タッチポインターを有効にするには
タッチポインターの表示中に  を1秒以上長押しすると、
タッチポインターが有効になり、  が表示されます。
ステータスバーの表示は  から  に変わります。

▼

再度  を1秒以上長押しすると、タッチポインターが
無効になり、  が消えます。

タッチエリア
タッチポインターが起動すると、この部分がタッチパッドにな
ります。タップやスライド、フリックなどの操作で画面を操作
できます。

タッチポインター
タッチエリアに触れることで、移動、クリック、スクロール、
拡大／縮小など、さまざまな操作ができます。
また、タッチエリアをロングタッチするたびに、  と  が
切り替わります。

メモ • タッチポインターが表示されていても、ボタン操作はできます。
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タッチポインターの操作のしかたを紹介

タップ
タッチエリアに軽く触れて、すぐに指を離す操作
です。
タッチポインターが重なっている項目やアイコン
を選択します。

トン

ダブルタップ
2 回連続で同じ位置をすばやくタップする操作
です。
タッチポインターを起点に画面を拡大／縮小
します。

トントン

スライド／フリック
スライドはタッチエリアに指を軽く触れたまま、目的の方向や位置へなぞる
操作です。
フリックはタッチエリア上で指をすばやく上下左右にはらう操作です。
タッチポインターが  のときは、  がなぞったり、はらったりした方向へ
移動します。画面の端に移動させると、画面がスクロールします。
タッチポインターが  のときは、なぞったり、はらったりした方向へ画面が
スクロールします。

ズームイン／ズームアウト
2 本の指でタッチエリアに触れて、指を開いたり（ズームイン）、閉じたり

（ズームアウト）する操作です。
タッチポインターを起点に画面を拡大／縮小します。
ダブルタップよりも拡大率を細かく調節できます。

メモ •  メインメニューの「設定」→「その他の設定」→「タッチポインター」→「操作ガイド」を選択すると、 
タッチポインターの操作方法の確認と練習ができます。
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LINEを使ってみよう！
LINE とは、無料でチャットや通話ができるアプリです。GRATINA 4G では LINE を利用できます

（ゲームなど一部の機能は利用できません）。
LINE のサービスは年々拡充されていますが、主なサービスは以下のとおりです 。

トーク機能（チャット）
LINE に登録している友だちと、文字や絵文字、スタンプなどでメッセージを
やり取りできる機能です。画像や動画のやり取りもかんたんにできます。

ありがとう。行きたい
です。

いつがいいかしら？

いいお店を見つけたの。
一緒に行きませんか？

1/1( 日）

通話
LINE に登録している友だちと、無料で通話ができる機能です。利用してい
る通信事業者が異なっていても、LINE がインストールされている端末同士
なら通話できます。

グループ機能
家族や同じサークルのメンバーなど、特定の友だちとグループを作成できる
機能です。グループを作成すれば、グループのメンバー全員でトークや通話
が利用できます。
特にトークは1回メッセージを送ればメンバー全員と情報を共有でき、わざわざ
全員にメッセージを送る必要がないので便利です。

いいね！

いいね！

どこ行く？

皆で夕飯しない？

12/31( 日）

LINE のアップデートやチャット、通話はパケット通信を利用するため、データ量に応じ
て通信料がかかります。Wi-Fi® を利用するか、データ（パケット）定額サービスへの
ご加入を推奨します。

注意 • 一部の機能はスマートフォン版と異なります。
• 一部の機能はタッチポインターでのみ操作できます（10 ページ）。

GRATINA 4Gを使いこなそう
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まずは LINEをアップデート
まずは LINE アプリを最新の状態にアップデートしてください。

待受画面で  を押します。 「LINE」を選択します。 「はい」を選択します。 「はい」を選択します。

データのダウンロードが終
了するまで待ちます。

ダウンロードが終了すると、自
動的にアップデートされます。

アップデートが終了したら 
 を押します。

LINE が起動します。続けて
アカウントを登録します。

LINE のアカウントを作成
LINE を利用するには、アカウントを作成する必要があります。

「新規登録」を選択します。 「次へ」を選択します。 自分の電話番号が表示され
ていることを確認し、「確認」
を選択します。
※  SMS 受信後、自動で認

証されます。

「アカウント新規作成」を選
択します。
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「はい」を選択します。 「名前の入力」欄を選択しま
す。

名前を入力し、  を押し
ます。

「友だち自動追加」「友だち
への追加を許可」を選択し
ます。

「友だち自動追加」のチェッ
クマークを外します。

「友だちへの追 加を許可」
のチェックマークを 外し、 

 を押します。

「登録」を選択します。 これでアカウントが登録さ
れました。続けて年齢確認
を行います。

「友だち自動追加」「友だちへの追加を許可」の設定について
「友だちへの追加を許可」のチェックマークを外すと、誰かが自分の電話番号を電話帳に登録していて
も、自動的に LINE でつながることを拒否します。さらに「友だち自動追加」のチェックマークも外す
と、GRATINA 4G の電話帳に登録されている人の友だち自動登録ができなくなります。この設定は
LINE の初期設定後に変更できます。まずは両方のチェックマークを外して登録し、個別に友だちを
追加することをお勧めします。
LINE の起動後に設定を変更するには、友だち画面で  →「設定」を選択します。
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LINE	ID を利用した友だち検索には年齢確認が必要
LINE ID の設定および LINE ID による友だち検索を利用するには、年齢確認を行います。

注意 • 年齢確認をスキップすると、LINE ID による友だち検索や友達からの検索が利用できません。

「年齢確認をする」を選択し
ます。

「ログイン」を選択します。 「利用規約を読む（必読）」
を選択します。

利用規約を読んだら、暗証
番号入力欄に 4 桁の暗証番
号を入力します。

「同意する」を選択します。 これで年齢が確認されまし
た。

「ご利用でない場合」を選択
します。

データの同期が完了すると、
LINE が起動します。

年齢確認について
年齢確認を行っても、18 歳未満の場合は LINE ID の設定および LINE ID による友だち検索はでき
ません。
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LINE の便利な機能や設定を紹介
トーク（チャット）や通話以外にも、LINE ではいろいろなことができます。ここではその一部を紹介します。

静止画や動画を友だちに送る
トーク画面左下の「＋」を選択すると、GRATINA 4G に保存している静止画（写真）や動画を送る
ことができます。また、その場で静止画や動画を撮影して直接送ることもできます。

　　 ▼　　

スタンプを入手する
GRATINA 4G にはあらかじめいくつかのスタ
ンプが用意されています。
その他画面で「設定」→「スタンプ」→「マイス
タンプ」→スタンプを選択→「ダウンロード」と
操作すると、スタンプを入手できます。

　　 ▼　　

また、友だちからプレゼントされたり、スタン
プを無料配布している企業を友だちに登録した
りしても、スタンプを入手できます。

プロフィールを設定する
その他画面で「プロフィール」を選択すると、
自分の名前や写真を自由に設定できます。
また、「QR コード」を選択すると自分のプロ
フィールの QR コードを表示できます。相手に
QR コードを読み取ってもらえば、かんたんに
友だち登録ができます。

写真の設定

名前の編集

QR コードの表示
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GRATINA 4G は今までのケータイと同様の高機能カメラを搭載しています。さらに思い通りの写真を
撮影できる機能として、スマイルシャッター撮影や HDR を搭載しました。

笑うと写真が自動で撮れちゃう（スマイルシャッター機能）
笑顔を検知すると自動的にシャッターを切って、静止画を撮影する機能です。家族や友だちの笑顔があふれ
る最高の瞬間を逃さず撮影できます。

スマイルシャッターで撮影するには、以下の手順で操作します。
カメラ画面→  →［設定］→［フォト設定］→［スマイルシャッター撮影］にチェックを付ける→  →被写体に
カメラを向ける 

ちょうど良い明るさの写真が撮れる（HDR機能）
HDR とは「High Dynamic Range（ハイダイナミックレンジ合成）」の略語です。1回の撮影で露出の異な
る 3 枚の写真を同時に撮影して合成することで、より肉眼での見た目に近い写真を撮影できる機能です。
HDR は以下のような状況で撮影するときに有効です。

 ■ 広大な風景
空と地面のコントラストが大きい広大な風景でもきれいに撮影できます。
 ■ 直射日光が当たっている人物
影の濃さや被写体のぎらつきを抑えてきれいに撮影できます。
 ■ 暗い場所や逆光
写真全体を明るく撮影できます。

HDRで撮影するには、以下の手順で操作します。
カメラ画面→  →［設定］→［フォト設定］→［HDR］にチェックを付ける→  →撮影する

ここで紹介した機能以外にも、GRATINA 4G のカメラには「エフェクト機能」や
「連写機能」、「タイムラプス機能」など、さまざまな機能が搭載されています。

	
高機能カメラを搭載
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GRATINA 4G は au が提供する LISMO およびうたパスを利用して、いつでもどこでも音楽を楽しむ
ことができます。

LISMO	 	 月額使用料：無料

音楽情報の入手や楽曲の購入、再生などができるミュージックプレイヤーアプリです。
ミュージックストアでは最新の音楽ニュースやアーティスト特集などの記事を読むことができます。
また、アーティスト名や曲名、歌詞などで楽曲を検索できます。

待受画面で  を押します。 「アプリサービス」を選択し
ます。

「LISMO Store」を選択し
ます。

音楽ニュースの閲覧や楽曲
を検索します。

検索結果から楽曲を購入できます。楽曲の配信形式には、フルで再生できるシングル（着うたフルプラス ®

／着うたフル ®）、電話やメールの着信音に設定できる着うた ®、映像付きで再生できるビデオクリップの
形式があります。楽曲の用途に応じた形式で購入してください。
※別途 LTE NET コース（300 円／月）へのご加入が必要です。
※データ（パケット）定額サービスへのご加入を推奨します。 楽曲の配信形式を選択できます。

購入した楽曲は「ライブラリ」から再生できます。また、GRATINA 4G から楽曲を削除しても、「購入した 
楽曲の再ダウンロード」で再度ダウンロードできます。

待受画面で  を押します。 「アプリサービス」を選択し
ます。

「LISMO」を選択します。 購入した楽曲の再生や再ダ
ウンロードができます。

注意 •  再ダウンロード対象曲であっても、一部対応していない楽曲があります。また、今後対応状況が変更に
なることがあります。

いつでもどこでも好きな音楽を	
楽しもう
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うたパス
月額 300 円で新曲、ヒットソング、邦楽、洋楽など、さまざまなジャンルの音楽を楽しめる音楽配信サービスです。
約 600 の音楽チャンネルがあるので、気分やシーンに合わせてジャンルを選択できます。
また、ライブチケット先行受付や無料招待、カラオケの割引クーポンなどの会員特典や、アーティストと音楽
を一緒に聴きながらチャットで交流ができる Listen with などの機能もあります。

待受画面で  を押します。 「アプリサービス」を選択し
ます。

「うたパス」を選択します。 チャンネルの検索や選択を
行います。

音楽を楽しむにはBluetooth® が便利
Bluetooth® は多くのオーディオ機器に搭載されている通信機能です。例えば Bluetooth® で
GRATINA 4G とカーステレオを接続してドライブ中に音楽を再生したり、GRATINA 4G とスピー
カーを接続して音楽を高音質で楽しんだりできます。

メモ
• 別途 LTE NET コース（300 円／月）へのご加入が必要です。
• データ（パケット）定額サービスへのご加入を推奨します。
• 再生中の音楽を保存することはできません。
• フィルタリングサービスご利用の方は、設定などによりうたパスが利用できない場合があります。
• アプリケーションなどによってお客さまが操作していない場合でも通信を行うことがあります。
•  当月ご利用のパケット通信料の合計が規定値を超えた場合、通信速度を送受信最大 128kbps に制限さ
せていただきます（4G LTE/WiMAX 2+/3G 通信の場合）。

これまでに紹介した「LINE」、「カメラ」、「LISMO」、「うたパス」は GRATINA 4G に
あらかじめ搭載されているアプリ・サービスです。もっといろいろなアプリ・サービスを
楽しみたい場合は、au スマートパス（月額 372 円）をご利用ください。
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E メールの迷惑メールフィルターを設定することで、迷惑メールの受信を拒否できます。一括で設定で
きる簡単設定から、受信／拒否するメールアドレス指定などの詳細設定までありますので、迷惑メール
の受信状況に合わせて設定してください。

待受画面で  を押します。  を押し、「E メール設定」
を選択します。

「アドレス変更・その他の設
定」を選択します。

「接続する」を選択します。

詳細設定について
「迷惑メールフィルターの設定／確認
へ」を選択した場合は、受信を拒否す
るメールアドレスを指定したり、アドレ
ス帳に登録されているメールアドレスか
らのメールだけを受信したりなど、より
細かく迷惑メールフィルターを設定で
きます。詳細については、下記の URL
をご覧ください。
http://www.au.kddi.com/support/
mobile/trouble/forestalling/mail/
anti-spam/fillter/

「オススメの設定はこちら」
を選択します。
※ 細かく設 定する場合は、
「迷惑メールフィルターの
設定／確認へ」を選択し
ます。

「登録」を選択すると、迷惑
メールフィルターが設定さ
れます。
※ 画面下部で設定内容を確

認できます。

わずらわしい迷惑メールを	
シャットアウトしよう



-  21  -

データお預かりアプリを利用して、GRATINA 4G に保存されている電話帳や写真、動画、E メール
などのデータを microSD メモリカードに保存できます。万が一 GRATINA 4G が故障した場合でも、
大切なデータを元に戻せるので安心です。
データの保存や復元をするには、あらかじめ microSD メモリカードを GRATINA 4G に取り付けて
ください。

GRATINA	4Gのデータを保存する

待受画面で  を押します。 「安心安全」を選択します。 「データお預かり」を選択し
ます。

「SD カードへデータを保存
する／戻す」を選択します。

「アドレス帳や画像などを保
存」を選択します。

保 存 するデ ー タの 種 類に
チェックを付け、  を押し
ます。

データの保存が終了したら、 
 を押します。

万が一に備えて大事なデータを	
保存しませんか？
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データをGRATINA	4Gに復元する

データお預かり画面で「SD
カードへデータを保存する
／戻す」を選択します。

「アドレス帳や画像などを戻
す」を選択します。

復 元するデ ー タの 種 類に
チェックを付け、  を押し
ます。

データの復元が終了したら、 
 を押します。

その他のバックアップ方法
データお預かりアプリでは、microSD メモリカードを使用する以外に、以下のバックアップ方法があ
ります。

 ■ au サーバへのバックアップ
電話帳データを au サーバへ保存できます。
 ■ データ移行
microSD メモリカードや au スマートパスのサーバを使ってデータの保存／復元ができます。また、
Bluetooth® または Wi-Fi® を利用して、GRATINA 4G から他の端末へデータをコピーできます。
Android 端末だけでなく、iOS 端末にもデータをコピーできます（コピーできるデータ種別に制限
があります）。
バックアップ方法の詳細については、下記の URL をご覧ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/safety/data-oazukari/



-  23  -

	
アプリをワンタッチで起動
GRATINA 4G には 3 つのカスタマイズキーが搭載されており、各キーを短押しまたは1秒以上長押し
したときに割り当てられているアプリが起動します。
各カスタマイズキーにあらかじめ割り当てられているアプリは以下のとおりです。

F3 短押し▶ 割り当てなし

F3 長押し▶  タッチポインターの有効／無効設定 
タッチポインターを利用できるアプリの起動中に 
1 秒以上長押しすると、タッチポインターの有効／
無効が切り替わります。 
タッチポインターの操作については、「タッチポイ
ンターの操作のしかたを紹介」（11 ページ）を
ご覧ください。

F2 短押し▶ 割り当てなし

F2 長押し▶ 通知／設定パネル

F1 短押し▶ LINE →12 ページ

F1 長押し▶アプリ履歴

カスタマイズキー1

カスタマイズキー2

カスタマイズキー3

メモ • カスタマイズキーの 1 秒以上長押しに割り当てられているアプリは変更できません。
• 短押しに割り当てられているアプリは変更できます。→ 24 ページ

GRATINA 4Gの便利な使いかた
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カスタマイズキーに好きなアプリを割り当てる
各カスタマイズキーの短押しにお好きなアプリを割り当てることができます。

メモ • カスタマイズキー 1 にはあらかじめ LINE が割り当てられていますが、変更することもできます。

待受画面で  を押します。
※ アプリが割り当てられて

いないカスタマイズキー
を押すと、設定画面が表
示されます。

「設定」を選択します。 「その他の設定」を選択しま
す。

「カスタマイズキー」を選択
します。

アプリの割り当てを解除するには
解除したいカスタマイズキーを選択し、

「設定なし」を選択します。

アプリを割り当てるカスタマ
イズキーを選択します。

割り当てるアプリを選択し
ます。



-  25  -

電話帳に登録されている相手をペア相手に登録して、すばやく電話をかけることができます。

ペア相手を登録する

待受画面で  を押し
ます。

  を押してペア相手を
登録する番号を表示します。

 を押すと、電話帳が表
示されます。

ペア相手に登録する電話帳
を選択します。

ペア機能で電話をかける

待受画面で  を押し
ます。

  を押して電話をか
けるペア相手を表示します。

「電話をかける」を選択しま
す。

ペア相手に電話がかかりま
す。

SMS（Cメール）やEメールの送信もできる
ペア機能では電話だけでなく、SMS（C メール）を送信することもできます。
また、ペア相手に登録した電話帳に E メールアドレスが登録されていれば、E メールを送信するこ
ともできます。

ペア機能ですばやく電話を	
かけられる
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テザリングで高速通信を	
楽しもう

テザリングとは、GRATINA 4G をアクセスポイントとして、ノートパソコンやタブレットなどの通信機器を
インターネットに接続できる機能です。Wi-Fi® ルータがなくてもインターネットに接続できるので便利です。
テザリングには「USB テザリング」「Wi-Fi® テザリング」「Bluetooth® テザリング」の 3 種類があります 。

USBテザリング
GRATINA 4G をノートパソコンやタブレットと microUSB ケーブルで接続してテザリングする方法
です。通信速度が速く、電池残量を心配する必要がありません。

Wi-Fi® テザリング
GRATINA 4G と通信機器を無線通信で接続してテザリングする方法です。GRATINA 4G をポケット
やカバンにしまったまま利用したり、複数の通信機器を接続したりできます。ただし、USB テザリング
に比べると通信速度が遅く、電池残量に注意する必要があります。

Wi-Fi®

Bluetooth® テザリング
GRATINA 4G と通信機器を Bluetooth® で接続してテザリングする方法です。Wi-Fi® テザリングと
比べると通信速度が遅くなりますが、電池の消費は抑えられます。

Bluetooth®

※テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。
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タブレットでより楽しく、	
より便利に
au のタブレットをお持ちなら、au シェアリンクを利用して GRATINA 4G とタブレットを連携させる
ことができます。
GRATINA 4G で利用できる au シェアリンクの主な機能は以下のとおりです 。

写真自動転送
GRATINA 4G で撮影した写真をタブレット
に自動で転送して、タブレットの大画面で写
真を見ることができます。

新着通知
GRATINA 4G にかかってきた電話着信や
メール、SMS などの新着通知をタブレット
で確認できます。

電話番号転送
タブレットから GRATINA 4G に電話番号を
転送して電話をかけられます。

つづき見
GRATINA 4G で閲覧していた Web サイト
をタブレットでつづきから見ることができます

（その逆もできます）。

タブレットの大画面を活用することで、GRATINA 4G で撮影した写真を鮮明に表示で
きます。また、Web ページをタブレットの大画面で表示することで細かい文字なども
読みやすくなり、視認性が高まります。
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ペア設定を行う
au シェアリンクを利用するには、GRATINA 4G とタブレットのそれぞれでペア設定を行います。

GRATINA	4Gの操作 タブレットの操作

ツールメニューで「au シェアリンク」を選択します。

ペア設定するタブレットが自動的に検索されます。 アプリ一覧で「au シェアリンク」をタップします。

タブレットが見つかると、パスキーが表示されます。 GRATINA 4G が自動的に検索されます。



-  29  -

GRATINA 4G と同じパスキーが表示されていることを確
認し、パスキーをタップします。

新着お知らせ、写真自動転送の ON／OFF を設定します。 タブレットのペア設定は完了しました。
続けて GRATINA 4G でペア設定を行います。

 を押します。
ペア設定が完了し、GRATINA 4G とタブレットがリン
クしました。

GRATINA 4G のペア設定が終了すると、au シェアリンク
を利用できます。
タブレットでは GRATINA 4G で撮影した写真を表示した
り、新着通知を確認したりできます。

メモ •  au シェアリンクの操作方法や対応機種については、下記の URL をご覧ください。 
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/life-support/share-link/
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au 動画ガイドでは、キーワードを入力して動画ガイドを検索したり、特定のサービスや機種の動画
ガイドを表示したりできます。使いかたやサービス内容などを動画でわかりやすく説明しているので、
ぜひご活用ください。
au 動画ガイドを閲覧するには、ブラウザの URL 入力欄に以下の URL を入力します。
http://csmovie.kddi.com/index.html

au 動画ガイドは以下の 3 つのタブで構成されています。
	トップ
キーワードで動画ガイドを検索したり、人気のアプリ・サービスや特集などの動画ガイドを閲覧したりでき
ます。
	アプリ・サービス別使い方動画
アプリ・サービスごとの動画ガイドを閲覧できます。画面左側のカテゴリーから、動画ガイドを閲覧したい
アプリ・サービスを選択してください。
	機種別使い方動画
機種ごとの動画ガイドを閲覧できます。画面右側の一覧から動画ガイドを閲覧したい機種を選択してくだ
さい。

注意 •  上記の画面はパソコンで表示したときの画面です。GRATINA 4G のブラウザでは画面のレイアウトが
異なります。

もっと知りたいときは	
au 動画ガイドへアクセス！
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 ● 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコン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。

 ● 掲載している画像は実際と異なる場合があります。
 ● 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。

 ● TM and ® 2016 Apple Inc. All rights reserved. iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone の商
標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

 ● LINE は、LINE 株式会社の商標です。
 ● 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。
 ● Bluetooth® は Bluetooth SIG, Inc. USA の登録商標です。
 ● Wi-Fi® および Wi-Fi ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
 ● Facebook および Facebook ロゴは、Facebook,Inc. の商標または登録商標です。
 ● その他記載している会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

< 制作 >KDDI 株式会社
< 収録内容の無断転写・複製・引用は禁じます >

お問い合わせ・お客様センター（通話料無料 / 受付時間 9：00 - 20：00）
au 携帯電話から：局番なし157
au 携帯電話以外の携帯電話、一般電話から：  0077-7-111

本書は KDDI 循環再生紙を使用しています。
KDDI では、このマークのある au ショップで回収した、取扱説明書や紙資源を
製紙会社と協力し、古紙リサイクル活動を行っています。
本書は、その一環として製作されております。

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの原因となり
大変危険です。

電話帳の登録、電話のかけ方など基本的な使い方から
カメラの活用方法など、GRATINA 4G の使い方を紹介しています。
本書で紹介されている内容以外にも使い方をご覧いただけます。

GRATINA 4G から下記サイトへアクセスしご確認いただけます。
http://s.kyocera.co.jp/kyf31/




