
基本操作

このたびは、IS11Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、IS11S をお使いになるための設定とご利用上の注意点を記載
しております。
基本的な操作については、同梱の『スタートガイド』をご参照ください。

設定ガイド
はじめに
お読みください
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初期設定

通知パネルを開く
ステータスバーの左側に通知アイコンが表
示されているときは、ステータスバーを下
にスライドして通知パネルを開き、通知を
表示させることができます。

■

お買い上げ後、初めて IS11Sの電源を入れたときは、自動的に初期設定画
面が表示されます。表示に沿って設定を行ってください。

セットアップ完了後にホーム画面でt→［設定］→［言語とキーボー
ド］→［地域／言語を選択］と操作しても設定することができます。

●

STEP 2：インターネット接続の設定■

IS11SのWi-Fi 設定方法は次の 2通りから選びます。
Wi-Fi ネット
ワーク選択
設定※1

検索されたWi-Fi ネットワークから選択して設定します。
セキュリティが設定されたWi-Fi ネットワークを選択した
場合は、セキュリティキーの入力が必要です。

Wi-Fi ネット
ワーク手動
設定※1

手動でWi-Fi ネットワークを追加します。
あらかじめネットワークSSIDや認証方式などをご確認く
ださい。

※1 接続するWi-Fi ネットワークの電波を受信できる環境で設定してください。

詳しい操作方法については、IS11S内で利用できる『取扱説明書』アプリケー
ションや auホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

p電源キー
電源ON
pを長押しします。
キーロック解除
「  」をタッチしてそのまま「  」の位置まで
ドラッグすると、キーロックが解除されます。

 アプリケーションキー
タップするとアプリケーション画面を表示し
ます。

tメニューキー
押すと利用できる機能（メニュー）を表示し
ます。

yホームキー
押すとホーム画面を表示します。

xバックキー
押すと 1つ前の画面に戻ります。

ディスプレイ
直接指で触れて操作します。

ステータスバー
IS11Sの現在のステータスと通知アイコンを表示します。

通知パネル

タッチパネルの操作方法■
タップ
画面に軽く触れて、
すぐに指を離しま
す。

ロングタッチ
項目などに指を触れ
た状態を保ちます。

フリック
画面を指ですばやく
上下左右にはらうよ
うに操作します。

ドラッグ
項目やアイコンを移
動するときなど、画
面に軽く触れたまま
目的の位置までなぞ
ります。

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。

文字入力方法
文字を入力するときは、メールの作成や連絡先の登録など、文字入力欄を
タップすると表示されるソフトウェアキーボードを使います。
ソフトウェアキーボード
日本語入力では「POBox Touch（日本語）」で「QWERTY」（ローマ
字入力）、「12キー」（かな入力）、「50音」の 3種類のソフトウェアキー
ボードを切り替えて使用できます。

■

《文字入力画面（12キー）》

文字種切替キー
タップすると文字種を切り替えることがで
きます。また、ロングタッチで「QWERTY」
「12キー」「50音」を切り替えることが
できます。

《横画面》

１

１

STEP 3：ワイヤレスネットワークの設定
家庭内で構築した無線 LAN環境や、外出先の公衆無線 LAN環境を利用して、
インターネットに接続できます。

■

１

Wi-Fi が有効になり、利用可能なWi-Fi ネットワークを検出します。検出
されると、検出されたWi-Fi ネットワークのネットワーク名とセキュリティ
設定が、「Wi-Fi ネットワーク」セクションに表示されます。

電子書籍 WEB音楽映像

大容量コンテンツを手軽に楽しめる
外出先で

公衆無線LAN

ご自宅で

無線LAN親機
IS11S

Wi-Fi ネットワーク選択設定を利用する場合
１

手動でWi-Fi ネットワークの設定を行う場合
１

［ネットワークの
検索］

「Wi-Fi」に
チェックを
入れる

Wi-Fi が有効の
状態

2 3

接続するWi-Fiネッ
トワークをタップ

パスワード（セキュ
リティキー）を入力

Wi-Fi ネットワーク
に接続→［完了］

2 3

［Wi-Fi ネット
ワークを追加］

ネットワークSSID
とセキュリティを

入力

Wi-Fi ネットワーク
に接続→［完了］

2 3

［モバイルネット
ワークまたはWi-Fi］
／［Wi-Fi のみ］

［  ］

2
「日本語」になっ
ていることを確認

［完了］

2

《文字入力画面（QWERTY）》

《フリック入力画面》

ぬ

ねに

の

な左に
フリック

上に
フリック

キーに触れる

右に
フリック

下に
フリック

フリック入力
12キーソフトウェアキーボードでキーに触れると、下の画面のように
フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示
されている方向にフリックすると、文字が入力されます。

STEP START：言語の設定■

１

表示内容を確認 ［  ］

2
STEP 1：セットアップガイドの確認■

● 基本操作
● 初期設定
● 電話をかける
● 電話を受ける
●  連絡先をインポートする
●  連絡先をエクスポートする
●  WEB de 請求書の利用方法
● 電池消費を軽減する

次ページへつづく

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

項目を選択するには■
表示された項目やアイコンを選択するには、
画面を直接タップします。

メニューを表示するには
画面のメニューを表示する方法は、tを押して表示する方法と、入力欄や
項目をロングタッチして表示する方法の 2種類があります。 

■

設定を切り替えるには
設定項目の横にチェックボックス／ラジオボタンが表示されているときは、
チェックボックス／ラジオボタンをタップすることで設定のオン／オフを切り
替えることができます。

アイコン 説明
 ／ 設定がオンの状態です。
 ／ 設定がオフの状態です。

■

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。
なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

《横画面》《文字入力画面（50音）》

利用可能なネットワークは、オープンネットワークまたはセキュリティで保
護されたネットワークである場合があります。これは、Wi-Fi ネットワーク
名の横にある  または  によって示されます。
Wi-Fi ネットワークを手動で検出するには、t→［スキャン］と操作し
ます。
詳細設定を行う場合は、t→［詳細設定］と操作します。

●

●

●



電話をかける

電池消費を軽減する

電話番号を入力して発信する■

通話履歴から発信する■

オン／オフウィジェットについて■

オン／オフを管理するウィジェットを利用して、Bluetooth®、GPS機
能、Wi-Fi、サウンド、バックライトなどの設定ができます。設定をこ
まめに切り替えることで電池の消費を抑えることができます。

STEP 4：オンラインサービス＜Facebook ＞
Facebook アカウントの登録・ログインを行うと、ソーシャルネットワーク
サービス（SNS）上の「友達」が公開しているプロフィール情報や画像など
を同期させることができます。

■

１

STEP 4： オンラインサービス
＜Exchange ActiveSync ＞

［Exchange ActiveSync］→メールアドレスとパスワードを入力→［次
へ］と操作し、アカウントとサーバーを設定します。

■

１

１

ホーム画面で［電話］

１ 2

電話番号を入力→［発信］

連絡先から発信する■

［連絡先］

１ 2

電話をかける
相手をタップ

3

電話番号をタップ

電話を受ける
通話する■

１

WEB de 請求書の利用方法
「WEB de 請求書」は、毎月のご請求金額をインターネットを使って
ご確認いただけるサービスです。
IS11Sでは、パソコン版WEBページでのご確認となります。
 「WEB de 請求書」でご請求金額を確認する際はサポート IDが必要
です。未取得のお客様は事前に新規登録※してください。

※ 登録には「au電話番号」「暗証番号」「お客様コード（新規／契約内容変更時に
お渡しするお客様控えに記載）」が必要です。

●
●

着信を拒否する
着信を拒否すると、発信元に呼び出しに応答がないなどの内容でガイダン
スが流れます。

■

１

着信が拒否される
※ 発信元にガイダンス
が流れます。

連絡先をエクスポートする連絡先をインポートする
これまでお使いの au電話から、microSDメモリカードや同期中のア
カウントを使って IS11Sに連絡先データを移行することができます。
１

大切なデータを守るため連絡先などは定期的にmicroSDメモリカード
に連絡先データをエクスポートしてください。
１

［au one］

１

［サポート］

4

１

※ あらかじめウィジェットの入
るホーム画面で操作します。

※ タップしたウィジェットが
ホーム画面に表示されます。

［通話履歴］

１ 2

電話をかける相手の
欄の  をタップ

ホーム画面でt→
［追加］→［ウィジェット］

2

各ウェジェット
をタップ

2 3

ホーム画面で
［  ］

［電話帳］

4

2 3

ホーム画面で
［  ］

［本体連絡先］／
同期中のアカウント

4

2 3

着信画面で「  」を
右にドラッグ

通話が開始される 電話を切る場合
は、［通話終了］

2 3

着信画面で「  」を
左にドラッグ

2

［Facebook］ ［ログイン］
→［OK］

［登録］

2 3

［自動更新します］／
［自動更新しません］

［  ］

2

［完了］

24

指示に従い
アカウントを登録

ホーム画面が表
示される

STEP 6：セットアップ完了
IS11Sを使用する準備が整い、セットアップ完了画面が表示されます。
■

オン／オフウィジェットを追加する■

STEP 4：オンラインサービス＜Google アカウントの設定＞
Google アカウントの設定を行なうと、「Gmail」、「Android マーケット」、「Google トーク」などのGoogle 社のアプリケーションを利用できます。
主な設定項目は次の通りです。（次の項目以外にお客様の「名」と「姓」、「パスワードを忘れた場合の質問と回答」の登録が必要となります。「予備のメール」
について、別のメールアドレスをお持ちでない場合は、空白のままにしておいてください）。

ユーザー名 お客様のGoogleアカウント（ユーザーID）、および、メールアドレスとなる任意の文字列を登録します。お好きなユーザー名を登録できますが、
他のユーザーと重複するユーザー名は設定できません。

パスワード Google アカウントを利用する際のパスワードを登録します。

■

１

※ 既にGoogleアカウントを
お持ちの場合は、「ログイ
ン」をタップしてください。

［Google］ ［次へ］ ［作成］

2 3

お客様の「名」、
「姓」、任意の「ユー
ザー名」を入力
→［次へ］

ユーザー名の登
録確認が開始さ

れる

4 5

パスワードを入
力→［次へ］

6

5

［auお客さま
サポート］

※ 以降の操作など、詳細は
サイトにてご確認ください。

［請求内容・
お支払い］

登録／ログイン後に同期設定を行う必要がありま
す。

●

メッセージの確認
→［OK］

※ 連絡先がエクスポー
トされます。

t→［連絡先
エクスポート］

5

vCard ファイル
を選択→［OK］
※ 連絡先がインポート
されます。

［インポート］［電話帳］
※ 初回以外はt→［連
絡先をインポート］と
操作します。

ホーム画面で
［  ］

8 9

内容を確認→
［同意して次へ］

画面に表示されてい
る文字列を入力→
［次へ］

Google アカウン
トの作成が開始さ

れる

10

Gmail、Gmail 連絡先、カレンダーなどを端末上で同期して使うには、「アカウント
と同期」で同期設定をする必要があります。

●

STEP 5：自動同期の設定
オンラインサービスアカウントの自動同期を設定します。
■

Wi-Fi
Wi-Fi のオン／オフを切り替えることができます。
Bluetooth®
Bluetooth® 機能のオン／オフを切り替えることが
できます。
バックライト
バックライトの点灯／消灯を切り替えることがで
きます。
サウンド
スピーカーオン／バイブレータを切り替えること
ができます。
GPS機能
GPS機能のオン／オフを切り替えることができます。

※ すでにアカウントをお持
ちの場合は、メールアド
レスとパスワードを入力
→［ログイン］と操作して
ください。

7

パスワードを忘れた
場合の質問、回答、
予備のメールアドレ
スを入力→［作成］

セットアップ完了後にホーム画面で［  ］→［セットアップガイド］と
操作しても設定することができます。

●

6

［請求書をWEBで見る
（WEB de 請求書）］
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