
初期設定

基本操作

このたびは、GALAXY SⅡ WiMAX ISW11SC（以下、「ISW11SC」
とします）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
本書では、ISW11SC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、ISW11SC 同梱の『取扱説明書』
をご参照ください。
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通知パネルを開く■
詳しい操作方法については、ISW11SC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。
画面ロック解除
画面を上下左右にフリックしま
す。

 アプリケーションアイコン

タップするとアプリケーション
画面を表示します。

xバックキー
タップすると1つ前の画面に戻ります。

yホームキー
押すとホーム画面を表示します。

tメニューキー
タップすると利用できる機能（メ
ニュー）を表示します。

ディスプレイ（タッチパネル）
直接指で触れて操作します。

ステータスバー
ISW11SCの現在のステータスと通知アイコン
を表示します。

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。

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。

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。

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。

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→［接続］
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「Wi-Fi」にチェックを入れる

4

※ 利用可能なWi-Fi® ネット
ワークが検出されます。

STEP 1：接続＜Google アカウントの設定＞
Google アカウントの設定を行うと、「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。また、Google アカウントで設定したユーザー名から、Gmail のメールアドレス「（ユーザー名）@
gmail.com」が自動的に作成されます。
※ アカウントの作成には、「姓」「名」「パスワードを忘れた場合の回答」の登録が必要です。「予備のメールアドレス」は、パスワードを
忘れてしまった場合など、Google からお客様に連絡するときに使用する別のメールアドレスです。お持ちでない場合は、空白のまま
進めてください。

■ STEP 2：Google 位置情報の利
用を許可

■

１

5

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］

１ 2

お客様の「名」、
「姓」、任意の
「ユーザー名」を
入力→［次へ］

※ 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。

［作成］

3 4

パスワードを入力→
［次へ］

ユーザー名の登録
確認が開始される

※ 入力したユーザー名が使用できない場合は、別
のユーザー名を入力する画面が表示されます。

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。
ISW11SC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。

●
●

［au one］ホーム画面で［アプリ］ ［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。

表示を確認する

［auお客さま
サポート］

3 42１

通知アイコンが表示されたとき
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、通知の
概要を確認できます。

１

［セットアップを完了］

2

ホーム画面が表示される

6 7

画面に表示され
ている文字列を
入力→［次へ］

内容を確認→
［同意して次へ］

STEP 4：セットアップ完了
ISW11SC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。

■

 手順 1で「スキップ」をタップす
ると、Google アカウントの設定
を省略することができます。後か
らGoogle アカウントを設定する
には、ホーム画面でt→［設定］
→［アカウントと同期］→［アカ
ウント追加］→［Google］と操
作し、表示される画面に従って設
定してください。

●

Wi-Fi® 機能の設定

ホーム画面でt→
［設定］

［無線とネットワーク］ ［Wi-Fi 設定］

32１

 が表示されているWi-Fi® ネットワークは、接続するWi-Fi®
ネットワークをタップ→［WPS PIN］と操作し、アクセスポイ
ント機器側でPINコードを入力すると接続できます。
 接続するアクセスポイント機器がWPSに対応している場合は、
Wi-Fi 設定画面で［WPSボタン接続］をタップし、アクセス
ポイント機器側で2分以内にWPSボタンを押すと、Wi-Fi®ネッ
トワークに接続できます。

●

●

［請求内容・お支払い］

765

［請求書をWEBで見
る（WEB de 請求書）］

● Wi-Fi® 機能の設定
Wi-Fi® ネットワークへの接続方法を説明しています。

● WEB de 請求書の利用方法
インターネットを使って毎月のご請求金額をご確認い
ただける、「WEB de 請求書」のご利用方法を説明し
ています。

● au one-ID の設定
ISW11SC で au one-ID を作成して、au one-ID 情
報を ISW11SCに保存します。

● メールの設定
Eメール（～@ezweb.ne.jp）を利用するために行い
ます。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが
決まりますが、Eメールアドレスは後から変更できま
す。

● データを閲覧・再生する
画像や動画データの閲覧・再生方法を説明していま
す。

● 電話をかける
電話のかけかたを説明しています。

● 電話を受ける
電話の受けかたを説明しています。

● au 災害対策アプリを利用する
au 災害対策アプリの利用方法を説明しています。

● 連絡先をインポートする
これまでお使いの au電話から、連絡先データを移行
します。

● 電池消費を軽減する
電池の消費を抑えるための設定について説明していま
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。

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をタップして表示す
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。

■

文字入力方法
文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力用
のキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。
ソフトウェアキーボード

日本語入力では「Samsung日本語キーボード」で「テ
ンキー」（かな入力）、「QWERTYキー」（ローマ字入力）
の 2種類のキーボードを切り替えて使用できます。

■

《文字入力画面（テンキー）》

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
「テンキー」キーボードで入力モードが「ひらがな漢字」
「全角カタカナ」「半角カタカナ」の場合、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。

《フリック入力画面》

設定メニューキー
タップして表示されるメニューから「テンキー⇔
QWERTYキー」をタップすると、「テンキー」「QWERTY
キー」を切り替えることができます。

《文字入力画面（QWERTYキー）》

お買い上げ後、初めて ISW11SC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。表示に従っ
て設定を行ってください。

 「言語変更」をタップすると、使用する言語を変更
できます。

●

１

初期設定画面が
表示される

Android アイコン
をタップ

2
STEP START■

● 基本操作
ISW11SCの基本的な操作を説明しています。

● 初期設定
初めて電源を入れたときに表示される初期設定画面に
従って、Google アカウントの設定などを行います。
Google アカウントの設定を行うと、Google 社のア
プリケーションを利用できます。また、Gmail のメー
ルアドレスが自動的に作成されます。

［次へ］
※ 位置情報サービスを利用しな
い場合はチェックを外します。

STEP3：バックアップと復元■
１

［次へ］
※ バックアップを利用しない場
合はチェックを外します。



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■

ホーム画面で
［電話］

１ 2

電話番号を入力→
［  ］

電話を受ける
通話する■

１

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 ISW11SCに連絡先データを
移行することができます。

着信画面で「 」を
表示される円の
外までドラッグ／
スライド

通話が開始される

電話を切る場合は、
［通話を終了］

2

3

2

データを閲覧・再生する
ISW11SC内やmicroSDメモリカードに保存した画
像や動画データを閲覧・再生できます。

１

ホーム画面で
［アプリ］

［ギャラリー］

4

2

3

表示したいデータを
選択

アルバムを選択

１
 「省電力」ウィジェットで設定
を変更する

ホーム画面にある「省電力」ウィジェットを利用して、
使用していない機能（Wi-Fi® 機能、Bluetooth® 機能、
GPS機能、自動同期など）をオフに切り替えると、電池
の消費を抑えることができます。

■

初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

E メールアドレスを変更する■

PCメールについて
普段パソコンなどで利用しているメールアカウントを
ISW11SCに設定し、パソコンと同じように ISW11SC
からメールを送受信できます。
あらかじめご利用のサービスプロバイダから設定に必要
な情報を入手し、メールアカウントの設定を行ってくだ
さい。

■

［OK］

4

9

内容を確認→［OK］

暗証番号を入力→
［送信］

１

6

［Eメール］ t→［Eメール設定］

内容を確認→
［承諾する］

2

7

Eメールアドレスを
入力→［送信］

3

8

［アドレス変更・
その他の設定］

43

「省電力モード」に
チェックを入れる

3

［Eメールアドレスの
変更］

5

76

 省電力を設定する
電池残量が少なくなったときに、自動的に省電力に移行
するように設定します。

■

ホーム画面でt→
［設定］

［省電力モード］

１ 2

Eメールアドレスを確認するには
設定したEメールアドレスを確認するには、Eメー
ル設定画面で［Eメール情報］をタップします。

［Eメール情報］ Eメールアドレスが
表示される

電話帳から発信する■

ホーム画面で
［電話］

１

5

アイコンをタップすると、各機
能のオン／オフや、画面の明る
さなどの設定が切り替わります。

［インポート／
エクスポート］

ホーム画面で
［アプリ］

［電話帳］ t→「その他」
※ メニューに「インポート／エク
スポート」が表示された場合は、
タップして手順 5に進みます。

災害用伝言板は、震度 6
弱程度以上の地震などの
災害発生時に、自己の安
否情報を登録することが
できるサービスです。
緊急速報メールは、緊急
地震速報や災害・避難情
報を、特定エリアの au
電話に一斉にお知らせす
るサービスです。

●

●

 連絡先をエクスポートする
には、手順 5で「SDカー
ドにエクスポート」／「UIM
カードにエクスポート」を
タップします。大切なデー
タを守るため、定期的にエ
クスポートすることをおす
すめします。

●

au one-ID の設定
ISW11SCで au one-ID を作成して、au one-ID 情報を ISW11SCに保存します。
au one-ID をご登録いただくと、「au one Market」に掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用や、各アプリケーションへコメントの書き込み、アプリケー
ション提供者への質問ができます。
他のユーザーと重複する au one-ID は登録できません。●

7 8

「生年月日」「秘密の質問」
「答え」を入力→

［入力完了］→［設定］

［au one-ID 設定］

4

［au one-ID の設定・保存］

3

ホーム画面で［アプリ］

１ 2

セキュリティパスワード
（お買い上げ時は暗証番号）

を入力→［OK］

パスワードを入力→
［利用規約に同意
して登録］

5 6

9

［終了］
※ 引き続き、「設定画面へ」をタップし、
パスワードの再発行のために必要な
情報の登録を行ってください。

完了画面が表示される

内容を確認→［OK］

［電話帳］

2

インポートしたい連絡先
データを選択→ [OK]

［本体］／同期中の
アカウント

［SDカードからイン
ポート］／［UIMカー
ドからインポート］ ※ UIMカードからインポートする場合

は、インポートしたい連絡先データを
選択し、「インポート」をタップします。

メールの設定
Eメールの初期設定をする■

2１

内容を確認→［OK］

3

初期設定が完了し、Eメール
アドレスが表示される

［Eメール］

Eメール（～@ezweb.ne.jp）のご利用には、IS 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ショップまたはお客さまセンター
までお問い合わせください。
au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、
以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレス
がそのまま継続されます。

●

au電話から海外へ電話をかけるには
（au国際電話サービス）

ISW11SCからは、特別な手続きなしで国際電話を
かけることができます。
au電話から海外へ電話をかけるには、電話番号入力
画面で国際アクセスコード、国番号、市外局番、相
手の方の電話番号を入力し、「  」をタップします。

4

電話番号を
タップ

3

電話をかける
相手をタップ

 通話履歴を利用して発信する場合は、手順 2で「履
歴」をタップし、電話をかけたい相手の履歴を選択
して、「 」をタップします。

●

au災害対策アプリを利用する
au 災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メー
ル（緊急地震速報、災害・避難情報）を利用すること
ができるアプリです。

１

ホーム画面で
［アプリ］

［au災害対策］

2

3

［災害用伝言板］／
［緊急速報メール］

着信を拒否したい場合
は、手順１で「 」を
表示される円の外まで
ドラッグ／スライドし
ます。着信を拒否する
と、発信元にガイダン
スが流れます。

●

※ 同期中のアカウントがない
場合は、手順7に進みます。


