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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。
大容量コンテンツを手軽に楽しめる

映像

音楽

電子書籍

WEBサイト

ご自宅で

外出先で

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Wi-Fi］

公衆無線LAN
無線LAN（Wi-Fi®）
親機

memo
◎ 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。
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無線LAN
（Wi-Fi®）機能を利用する
無線LAN（Wi-Fi®）
機能をONにする

本製品

デ
タ
通
信

◎ 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。
◎ Wi-Fi®機能およびWiMAX機能が有効な場合、接続中のネットワークが一定
まで弱まると、自動的にもう一方のネットワークに接続します。
また、Wi-Fi®ネットワークおよびWiMAXネットワークが切断されると、自
動的にパケット通信に切り替わります。
5GHz帯無線LAN
（Wi-Fi®）機能ご使用上の注意
◎ 5GHzの周波数帯においては、5.2GHz／5.3GHz／5.6GHz帯（W52／
W53／W56）
の3種類のチャンネルを使用することができます。
• 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、
140ch）
◎ 5.2GHz／5.3GHz帯（W52／W53）
を使って屋外で通信を行うことは、
電波法で禁止されています。

Wi-Fi®設定画面が表示されます。

B「OFF」を右にスライドして「ON」に切り替える
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２０１２年６月１３日

水曜日

午前８時３４分

Wi-Fi®ネットワークに接続する

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Wi-Fi］
Wi-Fi®が起動している場合、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。

Wi-Fi®設定画面のメニューを利用する

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Wi-Fi］
■ オプションメニューの場合

B アクセスポイントを選択

B［e］

C パスワードを入力→［接続］

C

詳細設定

※ 下記以外にMACアドレスやIPアドレスが確認できま
す。

ネットワークの通知
Wi-Fi®のネットワークを検出したと
き、
ステータスバーに通知するかどう
かを設定します。
Wi-Fiのスリープ設定
接続を一時停止するタイミングを設定
します。
接続不良のとき無効にする
安定したインターネット接続が可能な
ときのみWi-Fi®を使用します。

「パスワードを表示する」を有効にすると、
入力中のパスワードを表示
できます。

memo
◎ 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。

アクセスポイントとの接続を切る

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Wi-Fi］

■ コンテキストメニューの場合

B 接続中のアクセスポイントを選択→［切断］

B アクセスポイントをロングタッチ

memo
◎ アクセスポイントとの接続を切ると、再接続のときにパスワードの入力が
必要になる場合があります。

C

※ 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。

ネットワークに接続
ネットワークから切
断
ネットワークを変更

アクセスポイントに接続します。
アクセスポイントを切断します。
アクセスポイントを編集します。

デ
タ
通
信
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２０１２年６月１３日

水曜日

午前８時３４分

アクセスポイントを登録する
アクセスポイントを自動で登録する

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Wi-Fi］
■ WPS方式の場合

B（WPS使用可）と表示されているアクセスポイントを選
択

C 設定方法の選択欄をタップ
D［WPS プッシュボタン方式］／［WPS PIN方式（APで
PINを入力）］→
［接続］

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Wi-Fi］→［ネットワー
クを追加］

B 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」
に設定した場合

C［保存］
■ セキュリティを「WEP」
「WPA／WPA2 PSK」に設定した場合

C パスワードを入力→［保存］
「パスワードを表示する」を有効にすると、
入力中のパスワードを表示
できます。

■ AOSS方式の場合

■ セキュリティを「802.1x EAP」に設定した場合

B［AOSS］

C 必要な項目を設定／入力→［保存］

初回起動時にはソフトウェア使用許諾契約が表示されます。内容をご
確認のうえ、
「同意する」
を選択してください。

C［AOSS］
アクセスポイントのAOSSボタンを長押ししてください。
自動的にア
クセスポイントを検出し登録が開始されます。
デ
タ
通
信

アクセスポイントを手動で登録する

memo
◎ 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。
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memo
◎ 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。
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水曜日
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WiMAX機能
WiMAXについて
＋WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）
を利用すると、自宅や外出先で動画や音楽などの大容量データを快適
に楽しむことができます。さらに最大5台の無線LAN
（Wi-Fi®）機器を
同時接続してモバイル無線LAN
（Wi-Fi®）ルーターとして利用するこ
とができます。
• ＋WiMAXは有料サービスです。詳しくは、最新のau総合カタログ／
auホームページをご参照ください。

WiMAXを利用する
A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［WiMAX］
B「OFF」を右にスライドして「ON」に切り替える
WiMAXの状態、MACアドレス、電波強度、IPアドレスが確認できます。

memo
◎ WiMAXエリア内では、
自動でWiMAX通信を行います。WiMAX通信をご利
用にならない場合は、
WiMAX機能を無効にしてください。
◎ WiMAX通信が行われていない時間が続くと、 が表示され、
アイドルモー
ドになります。アイドルモード中はWiMAX通信による電力消費を少なくし
ています。

memo
◎ 本サービスはUQコミュニケーションズ株式会社の提供するWiMAXに対
応したサービスです。
◎ WiMAX利用時には別途パケット通信料がかかります。
パケット通信料定
額／割引サービスへのご加入をおすすめします。
◎ Wi-Fi®機能およびWiMAX機能が有効の場合、接続中のネットワークが一定
まで弱まると、自動的にもう一方のネットワークに接続します。
また、Wi-Fi®ネットワークおよびWiMAXネットワークが切断されると、
自
動的にパケット通信に切り替わります。

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モデム
として使い、3Gパケット通信や無線LAN（Wi-Fi®）通信、WiMAXネッ
トワークを通じて無線LAN
（Wi-Fi®）対応機器、USB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。
テザリング機能について詳しくは、ホーム画面→［アプリ］→［設定］→
［ネットワーク設定］→［テザリングとアクセスポイント］→［ヘルプ］で
ヘルプをご参照ください。

memo

デ
タ
通
信

◎ 海外のネットワークを利用中は、テザリング機能を利用できません。
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USBテザリング機能を利用する
本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01（別売）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は、
「パソコンを使って充電する」
（zP.45）を
ご参照ください。

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［ネットワーク設定］
→［テザリングとアクセスポイント］

B［USBテザリング］
memo
◎ Windows Vista／Windows 7以外のOSでの動作は、保証していません。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する
本製品をモバイルWi-Fi®ルーターとして利用できるよう設定します。

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［ネットワーク設定］
→［テザリングとアクセスポイント］

B［Wi-Fiテザリング］
デ
タ
通
信

memo
◎ 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。
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■ 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。

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［ネットワーク設定］
→［テザリングとアクセスポイント］

B［Wi-Fiアクセスポイントを設定］
C

ネットワーク
SSID
セキュリティ
パスワード
接続待ち時間

他の無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器に表示され
る名前（ネットワークSSID）を入力します。
セキュリティを設定します。
セキュリティのパスワードを設定します。
接続待ち時間を設定します。

D［保存］
memo
◎ セキュリティを「Open」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。
◎「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表示でき
ます。
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水曜日
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赤外線通信
赤外線の利用について
本製品と赤外線通信機能を持つ相手側の機器との間でデータを送受信
できます。
赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで、赤外線ポート部分を、相手側の赤
外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

◎ 本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相
手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく
送受信できないデータがあります。
◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信
できない場合があります。
◎ 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らか
な布で赤外線ポートを拭いてください。
◎ 送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証コードは、
送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側
と受ける側で同じ番号を入力します。
◎ 赤外線通信中に音声着信、アラームなど、他のアプリケーションが起動した
場合、赤外線通信は終了します。

データの送受信について
赤外線ポート

20cm以内

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要が
あります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信
してください。

memo
◎ 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。

• データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があり
ます。
• 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機
器では再生できない場合があります。
• データ送信時は、電話帳とプロフィールはvCard形式、メモ帳は
vNote形式、ブックマークはvBookmark形式に変換されて送信され
ます。
• 相手側の機器やデータの種類、容量によっては受信しても再生や登
録、保存ができない場合があります。
• データが保存されるときにファイル名が変更される場合がありま
す。また、
ファイル名が86文字以上のデータは正しく保存できない
場合があります。
• 電話帳登録時にアカウントを選択する画面が表示された場合は、画
面に従って操作してください。
• 電話帳を全件受信して
「全件削除して登録」を選択した場合、
受信
データの1件目がプロフィールに上書き登録されます
（自局電話番号
は除く）。

デ
タ
通
信
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２０１２年６月１３日

水曜日
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• 受信したデータの登録先は、次の通りです。
受信データ
vCard
vNote
vBookmark
その他のデータ

登録先／保存先
プロフィール、電話帳
メモ帳
ブックマーク
コンテンツマネージャー

赤外線でデータを送受信する
赤外線でデータを送信する

A ホーム画面→［アプリ］→［赤外線送受信］→［一件送信］
B 送信するデータを選択
「プロフィール」
を選択した場合、
［送信項目設定］
→送信する項目を選
択／解除→
［保存］
→［はい］と操作して、
送信するプロフィールの項目
を設定できます。

C［赤外線送信］→［OK］

各機能のメニューから赤外線送信する
例：電話帳（顔写真なし）を1件送信する場合

A ホーム画面→［アプリ］→［電話帳］→連絡先を選択→［送
信］→［赤外線送信］

B［はい］
C［OK］
例：電話帳（顔写真なし）を複数送信する場合

A ホーム画面→［アプリ］→［電話帳］→［e］→［送信］→［赤
外線送信］
■ 連絡先を選択して送信する場合

B［選択送信］→連絡先を選択→［送信］→［はい］
C［はい］→認証コードを入力→［OK］→［OK］
■ 連絡先をすべて送信する場合

B［全件送信］→［はい］→ロックを解除
アカウントを選択する画面が表示された場合は、
全件送信するアカウ
ントを選択してください。

デ
タ
通
信

C［はい］→認証コードを入力→［OK］→［OK］
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水曜日

午前８時３４分

赤外線でデータを受信する

Bluetooth®機能

■ 1件送信でデータが送信された場合

A ホーム画面→［アプリ］→［赤外線送受信］→［一件受信］
→［OK］

Bluetooth®機能でできること

B［OK］
データが追加登録されます。

■ 全件送信でデータが送信された場合

A ホーム画面→［アプリ］→［赤外線送受信］→［全件受信］
B 認証コードを入力→［OK］→［OK］→ロックを解除
C

追加登録
全件削除して
登録
登録しない

Bluetooth®機能の利用について

本体
（システム）内のデータを残して登録しま
す。
本体
（システム）内のデータをすべて削除して登
録します。
受信データを登録せずに破棄します。

memo
◎ データの受信方法は、送信側の端末やデータの種類によって異なります。

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。

memo
◎ 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。
◎ microUSBケーブル01（別売）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。

■ オーディオ出力
ワイヤレスで音楽やワンセグ放送を聴くことができます。
オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。
•「画面のロック」
が設定されても、オーディオ機器からの操作を継続
して行うことができます。
• オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方
の接続が切断される場合があります。

デ
タ
通
信

memo
◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ音を聴くこと
ができます。
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◎ ワンセグ放送の番組によっては、Bluetooth®接続してもオーディオ機器で
音を聴くことができない場合があります。
◎ 500曲以上登録したプレイリストは、
カーナビでは再生できない場合があ
ります。

■ ハンズフリー通話
Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフ
リー通話をすることができます。
• ハンズフリー機器と接続中に着信があった場合は、ハンズフリー機
器からも着信音が流れます。

memo
◎ ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中にu／dを押
すと、ハンズフリー機器の着信音量や通話音量（相手の方の声の大きさ）を
調節できます。
◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態に
なると、通話が終了してしまうことがあります。

■ データ送受信
Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

memo
◎ データの送受信について詳しくは、
「データの送受信について」
（zP.247）
をご参照ください。
デ
タ
通
信
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■ Bluetooth®通信中の動作について
Bluetooth®通信中に音声着信、アラームなど、
他のアプリケーション
が起動してもBluetooth®通信は継続されます。
Bluetooth®通信中に接続が切断されても、アプリケーションの動作は
継続します。接続切断後、Bluetooth®機器を操作すると接続を再開し
ます。
Bluetooth®機器と接続中にBluetooth®を再起動した場合や、
Bluetooth®を起動した状態で、ペア設定済みの機器から接続要求があ
ると自動的に接続します。

■ Bluetooth®機能使用時のご注意
良好な接続を行うために、
以下の点にご注意ください。
1. 本製品とほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で
接続してください。周囲の環境
（壁、家具など）や建物の構造によっ
ては、
接続可能距離が極端に短くなることがあります。
2. ほかの機器（電気製品、
AV機器、OA機器など）から2m以上離れて接
続してください。
特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、
必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が
入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレ
ビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■ 無線LAN
（Wi-Fi®）との電波干渉について
Bluetooth®機能と無線LAN（Wi-Fi®）
（IEEE802.11b/g/n）は同一周
波数帯（2.4GHz）を使用しています。そのため、
本製品の
Bluetooth®機能と無線LAN（Wi-Fi®）機能を同時に使用すると、電波
干渉が発生し、通信速度の低下、
雑音や接続不能の原因になることがあ
りますので、同時には使用しないでください。
また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線LAN
（Wi-Fi®）機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同様の現象
が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってください。
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1. 本製品と無線LAN（Wi-Fi®）
機能を搭載した機器は、10m以上離し
てください。
機能を搭載した機
2. 10m以内で使用する場合は、
無線LAN（Wi-Fi®）
器の電源を切ってください。

用語
DUN（Dial-up
Networking Proﬁle）

Bluetooth®機能の関連用語について
用語
機器アドレス

プロファイル

HSP（Headset
Proﬁle）
HFP（Hands-Free
Proﬁle）
A2DP（Advanced
Audio Distribution
Proﬁle）
AVRCP
（Audio／
Video Remote
Control Proﬁle）
OPP（Object Push
Proﬁle）
SPP
（Serial Port
Proﬁle）
PBAP
（Phone Book
Access Proﬁle）

説明
機器が最初から持つそれぞれ固有のアド
レス
（12桁の英数字）
です。
ペア設定をした通信相手に機器情報とし
て送信されます。
機器アドレスは、変更す
ることができません。
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。
ヘッドセット機器を使用した通話のため
のプロファイルです。
カーナビ、ハンズフリー機器などを使用し
たハンズフリー通話のためのプロファイ
ルです。
オーディオ出力対応アプリの音を転送す
るためのプロファイルです。
オーディオ機器をリモート制御するため
のプロファイルです。
カーナビ、パソコンなどと電話帳データな
どを送受信するためのプロファイルです。
仮想的なシリアルケーブル接続を設定し
機器間を相互接続するためのプロファイ
ルです。
電話帳データを転送するためのプロファ
イルです。

HID
（Human Interface
Device Proﬁle）
HDP
（Health Device
Proﬁle）
PAN（Personal Area
Networking Proﬁle）
OBEX（Object
Exchange）
パスキー

説明
カーナビなどを使用したデータ通信のた
めのプロファイルです。一部のカーナビ
ゲーションシステムのみに対応していま
す。
パケット通信料定額／割引サービスなど
の定額対象外となるため、
「カーナビ用料
金オプション」へのご加入をおすすめしま
す。詳しくはau総合カタログおよびau
ホームページをご参照ください。
キーボードやマウスなどBluetooth®対応
入力デバイスで操作するためのプロファ
イルです。
体重計などのBluetooth®健康器具とデー
タ通信を行うためのプロファイルです。
Bluetooth®ネットワーク機器と接続する
ためのプロファイルです。
画像データや電話帳データのファイル交
換を行うための規格です。
Bluetooth®機器同士が初めて通信すると
きに、お互いに接続を許可するために、本
製品およびBluetooth®機器で入力する暗
証番号です。
本製品では、1〜16桁の数字を入力でき
ます。
デ
タ
通
信
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Bluetooth®を利用する
Bluetooth®を起動する

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Bluetooth］
Bluetooth®画面が表示されます。

B「OFF」を右にスライドして「ON」に切り替える
検出したBluetooth®機器が表示されます。

■ Bluetooth®画面のメニューを利用する

A Bluetooth®画面→［e］
B

デ
タ
通
信

他のBluetooth®機器から検索された場合に表示
される端末名を編集できます。
他のBluetooth®機器からの検索を受け付けるか
どうかを設定します。
•「タイムアウトしない」
に設定すると有効の状態
のままになります。
aptX
aptX®を利用してオーディオ機器と接続するかど
うかを設定します。
常にハンズ 常にハンズフリー機器で通話するかどうかを設定
フリー通話 します。
受信済み
受信履歴画面を表示します。
ファイルを
表示
端末の名前
を変更
表示のタイ
ムアウト
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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。

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［Bluetooth］→［デバ
イスの検索］
検出したBluetooth®機器一覧画面が表示されます。
アイコンが表示されます。
Bluetooth®機器の種類に応じて、

B 接続するBluetooth®機器を選択
C 画面に従って操作し、Bluetooth®機器を認証
同じパスキー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。

memo
◎ 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®機器がヘッドセット機器、ハンズフリー機器、
オーディオ機器、HID機器のいずれ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。
◎ 他のBluetooth®機器からの機器検索への応答を受け付けたい場合は、端末
名をタップしてください。
「表示のタイムアウト」で設定した時間が経過す
ると、自動的に応答を受け付けなくなります。
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■ ペア設定したBluetooth®機器のメニューを利用する

A Bluetooth®機器一覧画面→［
B

］

※ 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。

名前を変更
ペアを解除
電話の音声
メディアの音声

入力デバイス

インターネット
アクセス

検出したBluetooth®機器の表示名を編集で
きます。
Bluetooth®機器とペア設定を解除します。
通話をするときに、選択したBluetooth®機
器を使用するかどうかを設定します。
音楽や動画を視聴するときに、選択した
Bluetooth®機器を使用するかどうかを設定
します。
HID機器を接続して入力するときに、選択し
たBluetooth®機器を使用するかどうかを設
定します。
ネットワーク機器と接続するときに、選択し
たBluetooth®機器を使用するかどうかを設
定します。

Bluetooth®でデータを送受信する
Bluetooth®でデータを送信する
各機能のメニューから、
データをBluetooth®送信することができま
す。
例：電話帳（顔写真なし）
を1件送信する場合

A ホーム画面→［アプリ］→［電話帳］→連絡先を選択→［送
信］
→［Bluetooth送信］

B［はい］
C 送信先の機器を選択
例：電話帳（顔写真なし）
を複数送信する場合

A ホーム画面→［アプリ］→［電話帳］→［e］→［送信］
→［Bluetooth送信］
■ 連絡先を選択して送信する場合

B［選択送信］→連絡先を選択→［送信］→［はい］
C 送信先の機器を選択
■ 連絡先をすべて送信する場合

B［全件送信］→［はい］→ロックを解除
アカウントを選択する画面が表示された場合は、全件送信するアカウ
ントを選択してください。

デ
タ
通
信

C 送信先の機器を選択
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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、相手側
（送信
側）
のデータ送信を待ちます。Bluetooth®の起動方法については、
（zP.252）をご参照ください。
「Bluetooth®を起動する」

A 送信側のBluetooth®機器からデータ送信
B 受信通知後、ステータスバーを下にスライド
C ファイル着信の通知をタップ
D［承諾］
E 受信完了後、ステータスバーを下にスライド
F ファイル受信の通知をタップ
G 受信したデータを選択
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
「アプリケーションを選択」
画面が表示されます。画面
に従って操作してください。

memo

デ
タ
通
信

◎ 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。
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NFC／おサイフケータイ®（FeliCa）
NFC／おサイフケータイ®
（FeliCa）
について
NFC／おサイフケータイ®（FeliCa）とは
■ NFC
NFCとはNear Field Communicationの略で、
ISO
（国際標準化機構）
で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。非接触ICカード機
能やリーダー／ライター機能（R/W）
、機器間通信機能（P2P）
などが本
製品でご利用いただけます。
NFCを利用したサービスによっては、ご利用になりたいサービスプロ
バイダのNFC対応アプリをダウンロードする必要があります。
NFCを使っての各サービスご利用にあたっては、NFC機能をサポート
しているau電話並びにau電話に挿入されたmicro au ICカードへ、
サービスのご利用に必要となるデータ（以下、NFCデータといいます）
を書き込む場合があります。
なお、ご利用にあたっては、
「NFCサービスご利用上の注意」
（zP.300）をあわせてご参照ください。

■ おサイフケータイ®（FeliCa）
おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭
載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。本製品をリー
ダー／ライター（店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをや
りとりする装置）にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、
クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
サービスによってはおサイフ
おサイフケータイ®をご利用になるには、
ケータイ®対応アプリをダウンロードする必要があります。
なお、ご利用にあたっては、
「おサイフケータイ®対応サービス ご利用
上の注意」
（zP.298）をあわせてご参照ください。
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NFC／おサイフケータイ®（FeliCa）
ご利用にあ
たって
• 本製品の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたNFCサー
ビス／おサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提
供会社などにお問い合わせください。
• 紛失・盗難などに備え、NFC／おサイフケータイ®のロックをおすす
めします。紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、
当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
• 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご
留意のうえ管理をお願いいたします。
• ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でNFC／お
サイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態
でご使用ください。NFC／おサイフケータイ®をロックされている場
合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
• おサイフケータイ®対応アプリを削除するときは、各サービスの提供
画面からサービスを解除してから削除してください。
• FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケー
タイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合
は、
あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただ
くか、
当社がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾してい
ただく必要があります。
データの消去の結果、お客様に損害が生じた
場合であっても、
当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承
ください。
• NFCデータ／FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、
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。万一
消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わ
せください。
• NFCサービス／おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件な
どについては、各サービス提供会社にご確認、お問い合わせくださ
い。

• 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありま
すので、
あらかじめご了承ください。
• 対応機種によって、NFCサービス／おサイフケータイ®対応サービス
の一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、各サービス
提供会社にお問い合わせください。
• 電話がかかってきた場合や、アラームの時刻になるとおサイフケー
タイ®対応アプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断
され、読み書きがされていない場合があります。
• 電池残量がなくなった場合、NFC／おサイフケータイ®がご利用いた
だけない場合があります。
• おサイフケータイ®対応アプリ起動中は、おサイフケータイ®による
リーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合がありま
す。
• 次の場合は、NFC／おサイフケータイ®を利用できません。ただし、
リーダー／ライターにかざしてのデータのやりとりは可能です。
･ 機内モード中
･ 充電中、またはmicroUSBケーブル01（別売）接続中、
イヤホンな
どのケーブル類を接続中で、micro au ICカードが挿入されていな
い場合、また一度も電波を受けていない場合

デ
タ
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リーダー／ライターとデータをやりとりする
FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで、NFCデータ／
FeliCaチップ内のデータのやりとりができます。

memo
◎ おサイフケータイ®対応のアプリを起動せずに、リーダー／ライターとの
データの読み書きができます。
◎ 電池フタ裏のシールをはがさないでください。リーダー／ライターとの
データの読み書きができなくなる場合があります。
◎ 本製品の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、
「NFC／おサイ
フケータイ ロック」を設定している場合は、ご利用いただけません。

他の携帯電話とデータをやりとりする
FeliCa
マーク

デ
タ
通
信

• FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないよ
うにご注意ください。
• FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざ
してください。
• FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れな
い場合は、本製品を少し浮かす、
または前後左右にずらしてかざして
ください。
• FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れ
ないことがあります。
また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り
付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意く
ださい。
• FeliCaマークを強い力で押さないでください。通信に障害が発生す
るおそれがあります。

256

is16sh̲16.fm
[256/262]

NFC機能（Androidビーム）／IC通信機能を搭載した携帯電話との間で
データを送受信できます。

FeliCaマーク

• 2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマークを重ね合わせ、送受信が
終了するまで動かさないようにしてください。
• 送受信の操作や送受信されるデータについては、対応するアプリ
ケーションの動作に依存します。画面に従って操作してください。
• FeliCaマークを重ね合わせても、送受信を失敗する場合があります。
失敗した場合は、
送受信の操作を再度行ってください。
• NFC機能を利用した送受信を行う場合は、
「Androidビーム」を有効
にしてください。
• FeliCaマークをゆっくりと重ね合わせると送受信を失敗することが
あります。
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２０１２年６月１３日

水曜日

午前８時３４分

NFC／おサイフケータイ®（FeliCa）
を設定す
る

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［ネットワーク設定］→
［NFC／おサイフケータイ設定］

B

NFC／おサイフ
ケータイ ロック

NFC R/W P2P
Androidビーム

NFC／おサイフ
ケータイ ロック
No.変更

NFC／おサイフ
ケータイ ロック
No.初期化

NFC／おサイフケータイ®の機能をロッ
ク／解除します。
• ロックNo.を入力→［OK］と操作すると、
NFC／おサイフケータイ®機能のロック
が設定／解除されます。
zP.257
「NFC機能を有効にする」
Androidビーム（NFC P2P機能）を利用し
たデータ通信ができます。
• Androidビームについては、
「Android
ビームでデータを送受信する」
（zP.257）をご参照ください。
NFC／おサイフケータイ® ロックのロック
No.を変更します。
• ロックNo.を入力→［OK］→新しいロック
No.を入力→［OK］→再度新しいロック
No.を入力→［OK］と操作すると変更でき
ます。
NFC／おサイフケータイ® ロックが解除で
きないときに、PINロック解除コードを利用
してロックNo.を再設定できます。
• PINロック解除コードを入力→［OK］→新
しいロックNo.を入力→
［OK］→再度新し
いロックNo.を入力→［OK］と操作すると
再設定できます。

memo
◎ PINロック解除コードについて詳しくは、
「PINコードについて」
（zP.24）
をご参照ください。

NFC／おサイフケータイ ロックについて
◎「NFC／おサイフケータイ ロック」
ご利用中に電池が切れると、
「NFC／お
サイフケータイ ロック」が解除できなくなります。電池残量にご注意くださ
い。電池が切れた場合は、充電後に「NFC／おサイフケータイ ロック」
を解
除してください。
◎ ロックNo.はmicro au ICカードに保存され、本製品から取り外しても
micro au ICカード内に保持されます。
ロックNoについて詳しくは、
「各種
暗証番号について」
（zP.24）
をご参照ください。
◎ NFC／おサイフケータイ®をロックすると、ステータスバーに「
」が表示
されます。

NFCを利用する
NFC機能を有効にする
NFCリーダー／ライター機能を利用したNFCカードの読み書きがで
きます。

A ホーム画面→［アプリ］→［設定］→［ネットワーク設定］→
［NFC／おサイフケータイ設定］
→［NFC R／W P2P］
• 非接触ICカード機能は、
NFC機能の有効／無効にかかわらず利用で
きます。

Androidビームでデータを送受信する
NFC機能を搭載した携帯電話との間でデータを送受信できます。
• Androidビームでデータを送受信するには、あらかじめ「NFC R／W
P2P」を有効にし、
「Androidビーム」を「ON」に設定しておいてくだ
さい。
•「NFC／おサイフケータイ ロック」
を有効にしている場合は、
Androidビームをご利用できません。
• すべてのNFC機能を搭載した携帯電話との通信を保証するものでは
ありません。
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２０１２年６月１３日

水曜日

午前８時３４分

■ データを送信する

■ NFCメニュー画面のメニューを利用する

例：電話帳（顔写真なし）
を1件送信する場合

A NFCメニュー画面→［e］

A ホーム画面→［アプリ］→［電話帳］→連絡先を選択
B 受信側の端末と、FeliCaマークを向い合わせる
C［タップしてビーム］

B

サービス一
覧更新
NFCポータ
ルサイト
NFCロック

■ データを受信する

A 送信側の端末と、FeliCaマークを向い合わせる

ヘルプ
設定

memo
◎ アプリケーションによってはAndroidビームをご利用になれません。
◎ 通信に失敗した場合は、本製品を少し浮かす、または前後左右にずらしても
う一度かざしてください。

NFCメニューを利用する
NFCサービスに対応するアプリの一覧表示やNFCロックの設定など
のほか、各種設定を行うことができます。

A ホーム画面→［アプリ］→［NFCメニュー］
デ
タ
通
信

NFCメニュー画面が表示されます。
NFCサービスに対応したアプリが表示されます。
初回起動時は、許可画面や利用規約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。

B アプリケーションを選択
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決済カード
設定

登録しているサービスの情報を更新します。
ブラウザを起動してNFCポータルサイトを表示
します。
NFC機能をロックします。
• 詳しくは「NFC／おサイフケータイ®
（FeliCa）
を設定する」
（zP.257）をご参照ください。
NFCメニューのヘルプを表示します。
表示タイプ変更
NFCメニュー画面の表示タイプを設定します。
カテゴリータイプ変更
カテゴリの表示方法を横方向／縦方向に切り替
えます。
配色変更
NFCメニュー画面の色を設定します。
アニメーション
NFCメニュー画面をアニメーションするかどう
かを設定します。
利用規約
NFCメニューの利用規約を表示します。
決済するカードを設定します。
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２０１２年６月１３日

水曜日

午前８時３４分

NFCタグリーダーを利用する
NFCタグの読み込みやデータ書き込みを行えます。またデータ読み取
り後、その情報に応じた動作をします。
NFCタグリーダーを利用するには、あらかじめアプリケーションをダ
ウンロードしてください。

A ホーム画面→［アプリ］→［NFCタグリーダー］
NFC機能が無効に設定されている場合は、
注意画面が表示されます。画
面に従って操作して、
NFC機能を有効にしてください。
初回起動時は、
許可画面や利用規約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。

B

Share
Writing
History
Setting

NFC機能を持つ相手側の機器との間で電話
帳などの各種データを送受信します。
NFCタグに書き込む情報を設定し、
NFCタ
グにかざして書き込みます。
NFC機能の利用履歴を表示します。
NFC SettingやApp Settingを行います。
• NFCについて詳しくは「NFC／おサイフ
ケータイ®（FeliCa）を設定する」
（zP.257）をご参照ください。
• App Settingを選択すると、メインカ
ラー選択、効果音、NFCタグ認識音、NFC
タグ書き込み音の設定や、利用規約の確
認ができます。

NFCデータをやりとりする
本製品背面のFeliCaマークをリーダー／ライターにかざしたり、NFC
機能を持つ機器間同士でFeliCaマークを近づけたりすることで、NFC
データのやりとりができます。

おサイフケータイ®
（FeliCa）
を利用する
おサイフケータイ®対応サービスを利用する
利用方法などの詳細については、おサイフケータイ®画面→［e］→
［サポートメニュー］→［操作ガイド］と操作しておサイフケータイ®の
操作ガイドをご参照ください。

A ホーム画面→［アプリ］→［おサイフケータイ］
おサイフケータイ®画面が表示されます。

B［おすすめ］→サービスを選択
表示されたショートカット、またはサービス紹介サイトから、ご利用に
なりたいサービスを選択してください。
• サービスによっては初期登録が必要です。
画面に従って操作してくだ
さい。

■ おサイフケータイ®画面のメニューを利用する

A おサイフケータイ®画面→［e］
B

表示形式切替
サービス表示情報
更新
メモリ使用状況

表示モードを切り替えます。
おサイフケータイ®画面を最新の状態に更
新します。
おサイフケータイ®のメモリ使用状況を確
認します。
最大999ブロックまで保存可能です。
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サポートメニュー

２０１２年６月１３日

水曜日

午前８時３４分

おサイフケータイ アプリ ご利用規約
おサイフケータイ®の利用規約を表示し
ます。
電子マネー残高表示機能 ご利用条件
電子マネー残高表示機能の利用条件を表
示します。
バージョン情報
利用中のバージョンを確認します。
操作ガイド
おサイフケータイ®の操作ガイドを表示
します。
設定リセット
サービス一覧情報をリセットします。
• おサイフケータイ®のアプリやデータは
削除されません。

IC通信でデータを送受信する

デ
タ
通
信

IC通信機能を搭載した携帯電話との間でデータを送受信できます。
• IC通信でデータを送信するには、あらかじめおサイフケータイ®の初
期設定を行う必要があります。おサイフケータイ®の初期設定につい
（zP.259）をご
ては、
「おサイフケータイ®対応サービスを利用する」
参照ください。
•「NFC／おサイフケータイ ロック」を有効にしている場合は、IC通信
をご利用できません。
• すべてのIC通信機能を搭載した携帯電話との通信を保証するもので
はありません。
• 送受信時に認証コードの入力が必要になる場合があります。認証
コードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の
数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。
• データの送受信について詳しくは、
「データの送受信について」
（zP.247）をご参照ください。

260

is16sh̲16.fm
[260/262]

■ データを送信する
各機能のメニューから、データをIC送信することができます。
例：電話帳（顔写真なし）を1件送信する場合

A ホーム画面→［アプリ］→［電話帳］→連絡先を選択→［送
信］→［IC送信］

B［はい］
C［OK］
例：電話帳（顔写真なし）を複数送信する場合

A ホーム画面→［アプリ］→［電話帳］→［e］→［送信］
→［IC送信］
■ 連絡先を選択して送信する場合

B［選択送信］→連絡先を選択→［送信］→［はい］→［OK］
■ 連絡先をすべて送信する場合

B［全件送信］→［はい］→ロックを解除
アカウントを選択する画面が表示された場合は、
全件送信するアカウ
ントを選択してください。

C 認証コードを入力→［OK］→［OK］
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２０１２年６月１３日

水曜日

午前８時３４分

■ データを受信する

A 送信側の端末とFeliCaマークを向かい合わせる
B［OK］
C 受信完了後、ステータスバーを下にスライド
D 受信したデータを選択
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
「アプリケーションを選択」
画面が表示されます。画面
に従って操作してください。

memo
◎「NFC R/W P2P」
が有効に設定されている場合、送信の操作をする前に
NFC機能を搭載した携帯電話とFeliCaマークを重ね合わせると、NFC機能
が起動するためIC送信できません。
「NFC R/W P2P」を無効にするか、送
信の操作をしてからFeliCaマークを重ね合わせてください。
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