
はじめにお読みください

発売元： KDDI（株）
 沖縄セルラー電話（株）
製造元：

設定ガイド

基本操作
詳しい操作方法については、同梱の『取扱説明書』をご参照ください。

F 電源キー

電源オン
F（2秒以上長押し）

スタート画面のセキュリティ解除
「 」をタッチして「スタート」の方向に
スライドすると、セキュリティが解除さ
れます。
「カメラ」／「電話」の方向にスライドし
た場合は、カメラ／電話が起動します。

•• ホーム画面の説明が表示された場合
は、内容を確認し「OK」をタップして
ください。

《スタート画面》

ウィジェット

インジケータ

•• スタート画面にはウィジェットが
表示され、左右にスライド／フ
リックするとコンパスや天気の
ウィジェット、新着通知に切り替
わります。

 アプリ一覧アイコン

アプリ一覧を表示します。

N アプリ履歴キー

最近使ったアプリを表示します。

H ホームキー

ホーム画面の表示やスリープモードの解除に使用します。

C バックキー

1つ前の画面に戻ります。

z ダイレクトボタン

アプリ一覧→［設定］→［ダイレクトボタン］で設定した機能を動作します。

ディスプレイ（タッチパネル）

直接指でタッチして操作します。
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
項目やキー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。

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。

 ■ 文字入力方法
フリック入力やキーを繰り返しタップしての入力で文字入力ができ
ます。

フリック入力
キーをロングタッチすると、右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。 《文字入力画面（テンキー）》

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。

 ■ マナーモードの設定
•• F（1秒以上長押し）→［ ］／［ ］／［ ］と操作して、ミュート／バイブレーション／オフを切り替えられ
ます。
•• lを長く押すと、マナーモードのオン／オフが設定できます。

初期設定
お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときは、画面の指示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってください。

 ■ Googleアカウントの設定
Googleアカウントの設定を行うと、「Gmail」、「Playストア」、「ハングアウト」などのGoogle社のアプリを利用できます。
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」の登録が必要となります）。

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。

言語を選択し、［ ］ 必要に応じて、接続する
Wi-Fi ネットワークの

設定を行う※1

Googleアカウントの 
設定画面→［いいえ］※2 
→［アカウントを作成］

お客様の「名」、「姓」を 
入力→［ ］

任意のユーザー名を 
入力→［ ］

ユーザー名の登録確認が
開始されます。

パスワードを入力し、 
確認用にパスワードを 

再入力→［ ］

［再設定オプションを 
セットアップ］→ 

パスワードを忘れた場
合のメールアドレス※3

を入力→［ ］

内容を確認し、［ ］ 内容を確認し、 
［同意する］

画面に表示されている 
テキストを入力※4→ 

［ ］

Google+に参加するか
どうかを選択

ここでは「今は設定しな
い」をタップし、次へ進み
ます。

お支払情報の設定を 
するかどうかを選択

ここでは「後で行う」を
タップし、次へ進みます。

※1• 設定しない場合は「スキップ」をタップしてください。
※2• すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、「はい」をタップしてください。
※3• 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。
※4• この画面は表示されない場合があります。

auかんたん設定
au IDを設定するとauスマートパスやGoogle Playに掲載されているアプリの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au
提供のさまざまなサービスがご利用になれます。主な設定項目は次の通りです。

au ID※ お客様のau ID（ユーザーID）となるau電話番号または任意の文字列を登録します。

au IDパスワード au IDを利用する際のパスワードを登録します。

※•他のユーザーと重複する「au•ID」は登録できません。

•• お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップした場合でも、後からau•IDを設定することができます。その場合はアプリ一覧→「au
かんたん設定」または「au•ID設定」をタップしてください。

auへようこそ画面→ 
［次へ］

［au IDを設定する］ 
→［次へ］

［au IDの設定・保存］ 暗証番号を入力※1→
［OK］

パスワードを入力→ 
［設定］

［au ID設定メニューへ］
→［パスワードを忘れた

時のために］

生年月日・秘密の質問・
答えを入力→［入力完
了］→［変更］→［終了］

［アップデートする］→
［次へ］

利用規約（必読）を 
確認し、［同意する］→
［次へ］→［同意する］

データを復元する場合
は、［新しい端末として 
設定する］※2→［次へ］

利用するサービスを 
選択→［次へ］

サービスを利用するか
どうかを選択※3→ 

［次へ］

復元するアプリを 
選択※4→［次へ］

インストールする 
アプリを選択※5→ 
［次へ］→［OK］

［終了する］

※1• 初期値は、ご契約時に設定した4桁の数字です。
※2• 復元するデータがない場合は表示されません。手順と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。
※3•「利用する」をタップした場合は、次の画面で管理者権限を有効にする必要があります。
※4• 以前、auサイトからダウンロードした方のみ表示されます。
※5• 手順と異なる画面が表示されたときは、表示される画面に従って操作してください。

Eメール
Eメール（@ezweb.ne.jp）のご利用には、LTE 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ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
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。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。

 ■ 初期設定

ホーム画面→［Eメール］ 内容を確認し、 
［接続する］

•• Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアド
レスが表示されます。Eメールアドレスを確認したら「閉
じる」をタップしてください。
•• Eメール機能の説明画面が表示されたら、内容を確認し、
「閉じる」をタップしてください。

 ■ Eメールアドレスを変更する

ホーム画面→［Eメール］ ［ ］→［Eメール設定］ ［アドレス変更・その他
の設定］→［接続する］

［Eメールアドレスの 
変更へ］

暗証番号を入力→ 
［送信］

内容を確認し、 
［承諾する］

Eメールアドレスを入力 
→［送信］

［OK］ ［閉じる］

 ■ Eメールをバックアップする
Eメールをバックアップできます。
データは、microSD™メモリカードが取り付けられている場合はmicroSD™メモリカード（/storage/sdcard1/private/au/email/
BU/）に、取り付けられていない場合は内部ストレージ（/storage/emulated/0/private/au/email/BU/）に保存されます。

ホーム画面→［Eメール］ ［ ］→［Eメール設定］ ［バックアップ・復元］ ［メールデータバック
アップ］→注意事項を確

認し、［OK］

バックアップデータを 
作成するための文字
コードを選択→［OK］

このたびは、「TORQUE G01（トルク ジーゼロイチ）」（以下、「本製
品」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
した。本書では、本製品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。基本的な機能の説明については、同梱の

『取扱説明書』をご参照ください。

本書に記載している会社名、製品名は、一般に各社の登録商標あるいは商
標です。なお、本文中では、TM、®は省略している場合があります。
本書で記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・画面とは異な
る場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。
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 ■基本操作
基本的な操作を説明します。

 ■初期設定
初めて電源を入れたときの設定方法を説明します。

 ■ auかんたん設定
au•IDの設定を行います。

 ■ Eメール
Eメール（@ezweb.ne.jp）の初期設定などを行います。

 ■電話をかける
連絡先を新規登録してから発信します。

 ■電話を受ける
電話の受けかたを説明します。

 ■連絡先をインポート／エクスポートする
microSD™メモリカードなどを利用し、連絡先をインポート／エ
クスポートします。

 ■電池消費を軽減する
「エコモード」を利用し、電池の消費を抑えるための設定を説明し
ます。

 ■Wi-Fi®設定
Wi-Fi®ネットワークへの接続方法を説明します。

 ■データ閲覧・再生・バックアップ
静止画や動画データなどの閲覧・再生、microSD™メモリカード
へのバックアップ方法を説明します。



バックアップする 
メール種別を選択→

［OK］

PCメール設定について
Eメール（@ezweb.ne.jp）以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。初めてご利用の場合は、次の操作で設定を行
います。

アプリ一覧→［PCメール］→メールアドレスとパスワードを入力→［次へ］→アカウントの
設定をする→［次へ］→任意のアカウント名などを入力→［次へ］

電話をかける

 ■ 連絡先を新規登録して発信する

アプリ一覧→［電話帳］ ［新しい連絡先を 
作成］※1※2→［本体に 
保存］／［アカウントを

追加］※1→必要な項目を
入力→［OK］

［電話］

※1•「アカウントにログイン」／「アカウントを追加」をタップした場合は、画面の指示に従ってアカウントを設定してください。
• 連絡先一覧画面が表示された場合は「新規作成」をタップしてください。
※2•「連絡先のインポート」をタップした場合は「連絡先をインポート／エクスポートする」を参照ください。

 ■ 着信履歴／発信履歴から発信する

ホーム画面→［電話］→
「発信履歴」／「着信履

歴」タブをタップ

電話をかけたい相手の
［ ］

自分の電話番号を確認する（プロフィール）
自分の電話番号を確認するには次の操作を行います。

アプリ一覧→［電話帳］→［メニュー］→［プロフィール表示］→プロフィール画面が表示されます。

電話を受ける

 ■ 通話する

着信画面→「 」から
「 」まで右にスライド

通話が開始されます。 電話を切る場合は、 
［通話終了］

 ■ 伝言メモで応答する
電話に出られないときに伝言メモのメッセージで応答し、相手の伝言を録音することができます。

着信画面→［メニュー］ ［伝言メモ応答］ 発信元にメッセージが 
流れます。

電話に出る場合は、「 」
から「 」まで右にスラ

イド

連絡先をインポート／エクスポートする
連絡先をauサーバ／内部ストレージ／microSD™メモリカードからインポート／エクスポートできます。
•• 連絡先によっては、データの一部がインポート／エクスポートされない場合があります。

 ■ インポートする（ご購入後、初めてインポートする場合）

アプリ一覧→［電話帳］ ［連絡先のインポート］ ［電話帳をauサーバに保
存・同期］／［内部スト
レージからインポー

ト］／［SDカードからイ
ンポート］→登録するア

カウントを選択※1

インポートするファイ
ル（vCardファイル）を 

タップ※2→［OK］

※1•「内部ストレージからインポート」／「SDカードからインポート」をタップした場合で、アカウントを登録している場合のみ選択できます。
※2•「すべて選択」をタップするとすべての連絡先ファイルをインポートできます。

 ■ インポート／エクスポートする（既に電話帳に連絡先が登録済みの場合）

アプリ一覧→［電話帳］ ［メニュー］→［インポー
ト／エクスポート］

［電話帳をauサーバに保
存・同期］／［内部スト
レージからインポー

ト］／［SDカードからイ
ンポート］／［SDカード

にエクスポート］→ 
登録するアカウントを

選択※1

インポート／エクス
ポートする連絡先を
タップ※2→［OK］→

［OK］

※1•「内部ストレージからインポート」／「SDカードからインポート」をタップした場合で、アカウントを登録している場合のみ選択できます。
※2•「すべて選択」をタップするとすべての連絡先をインポート／エクスポートできます。

電池消費を軽減する
「エコモード」を利用して、バックライトの消灯時間や画面の明るさを調整したり、画面の自動回転をオフにしたりすることで、電池の消耗を
抑えます。

アプリ一覧→ 
［エコモード］

［ON］／［自動ON］／
［OFF］

※•「自動ON」をタップした場合は、エコモードに切り替える電池残量を設定します。

Wi-Fi®設定
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、インターネットに接続できます。
主な設定方法は次の通りです。

Wi-Fi®ネットワークを選択して接続 利用可能なWi-Fi®ネットワークを検索して接続できます。

WPS方式 WPSマークがあるWi-Fi Protected Setup™対応アクセスポイントを登録するときに使用し
ます。

※•無線LAN（Wi-Fi®）機能をオンにした場合、電池の消費が大きくなります。無線LAN（Wi-Fi®）機能を使用していないときは、無線LAN（Wi-Fi®）機能
をオフにすることをおすすめします。

アプリ一覧→［設定］ ［Wi-Fi］ 利用可能なWi-Fi®ネット
ワークが自動的に検索さ
れ、Wi-Fi®ネットワークの
欄にSSIDが表示されます。

 ■ Wi-Fi®ネットワークを選択して接続する場合

接続するWi-Fi®ネット
ワークを選択※1→ 

［接続］※2

※1• 接続したいアクセスポイントが検出できない場合は、「 」をタップして手動でアクセスポイントを追加してください。
※2• セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークに接続する場合は、パスワード（セキュリティキー）を入力し、「接続」をタップします。パスワード
（セキュリティキー）は、アクセスポイントで設定されています。詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

 ■ WPS方式のアクセスポイントを利用する場合
WPSボタン方式の場合 WPS PIN入力方式の場合

［ ］

アクセスポイントの
WPSボタンを押し続け
て、アクセスポイント
をWPSモードに設定す
ると、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。

［ ］→［WPS PIN入力］

表示されたPINコード
をアクセスポイントに
入力すると、登録が開
始されます。

データ閲覧・再生・バックアップ
これまでお使いのau電話からmicroSD™メモリカードへデータを移行すると、本製品の「ファイル管理」で静止画や動画などのデータを閲
覧・再生※・バックアップすることができます。
※•これまでお使いのau電話で保存していた、著作権付きのデータについては、本製品への引き継ぎができません。ただし着うたフル®、ビデオクリップ、
着うたフルプラス®については、LISMO•Port•Ver4.2以降でバックアップして、同一電話番号の本製品への転送と再生が可能な場合があります。

 ■ データを閲覧・再生する

アプリ一覧→［ファイル
管理］

表示したいカテゴリー
をタップ→データを

タップ
データが再生されます。

 ■ バックアップする

アプリ一覧→［ファイル
管理］→［フォルダ］

バックアップするフォ
ルダ／ファイルをロン
グタッチ→［コピー］／

［移動］

コピー／移動先のフォ
ルダ（microSD™メモ
リカード内）を選択→ 
［ここにコピー］／ 

［このフォルダに移動］
→［OK］※

※•上書き確認のメッセージ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。

•• バックアップしたデータを戻す場合は、ファイル管理画面でmicroSD™メモリカード内にバックアップしたファイルを元の場所へコ
ピー／移動します。

auバックアップアプリでバックアップする
auバックアップアプリをダウンロードすると、お客様のスマートフォンに保存してあるさまざまなデータをmicroSD™メモリカードに
バックアップ・復元できます。
旧端末でバックアップしたデータをそのまま移行できます。また、ケータイのアドレス帳データも簡単に移行できます。ダウンロードな
ど、詳しくはauホームページをご参照ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/safety/backup/


