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 設定メニューを表示する

1 ホーム画面で［  ］→［設定］
設定メニュー画面が表示されます。

《 設定メニュー画面》

プロフィールを確認する
自動登録されているEIS01PTの電話番号やEメールアドレスの確認
の他、自宅などの電話番号、Gmailなどのメールアドレス、名前などを
登録できます。

1 設定メニュー画面で［プロフィール］

2 編集  ▶P.78「EIS01PTの電話番号を確認する」
赤外線送信  ▶P.214「各機能のサブメニューから赤外線で

送信する」

  無線とネットワークの設定をする
電波・無線を利用した通信機能の設定をします。

1 設定メニュー画面で［無線とネットワーク］

2 航空機モード  ▶P.185「航空機モードを設定する」
Wi-Fi  ▶P.202「Wi-Fi機能の有効／無効を設定する」
Wi-Fi設定  ▶P.203「アクセスポイント（無線LAN親機）を

登録し、接続する」
Bluetooth  ▶P.210「Bluetooth®機能の有効／無効を設定

する」
Bluetooth
設定

 ▶P.210「Bluetooth®機器を登録する」

 VPN設定 仮想プライベートネットワーク（VPN）を利用す
る場合に、VPNの登録と接続を行います。企業な
どのセキュリティで保護されたローカルネット
ワーク内のリソースに、専用回線を介さずにネッ
トワークの外部から接続できます。

 モバイル
ネットワーク

  データ通信
を有効にす
る

3Gデータ通信機能の有効／無効を
設定します。
 ▶P.118「データ通信サービスを利用
する」

データロー
ミング

 ▶P.231「海外利用に関する設定を
行う」

高度な設定 通常は使用しないでください。設定
を行うと、データ通信が行えなくな
る場合があります。

ローミング
設定

 ▶P.231「海外利用に関する設定
を行う」

Webフィルタ
リング設定

 ▶P.123「有害サイトをブロックする」
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◎ 次の各機能を利用する場合に必要な設定項目と設定値です。
利用する機能 航空機モード Wi-Fi データ通信

電話 OFF
110番／119番／
118番への通報
Cメール送信 OFF ON
Cメール受信 OFF
Eメール送受信 OFF ON
PCメール送受信 OFF ON※ ON※

インターネット OFF ON※ ON※

Webフィルタリング OFF OFF ON
緊急地震速報 OFF
au one-ID設定 OFF ON
※ どちらかがONになっている必要があります。両方ONの場合は、Wi-Fi機能が優先的に
使われます。

  航空機モードを設定する
携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内や病院内、医療機器の
近くなど）で、EIS01PTの電源をOFFにせず、電話やメール、3Gデータ
通信、Wi-Fi機能、Bluetooth®機能などの通信機能のみを無効にします。

1 設定メニュー画面で［無線とネットワーク］
→［航空機モード］

◎ pを長押しして表示される携帯電話オプション画面でも、航空機モード
の設定ができます。

◎ 航空機モードを有効に設定すると、電話をかけたり電話を受けることがで
きません。ただし、110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本
部）には、電話をかけることができます。また、Cメール／Eメール／PCメー
ルの送受信もできません。3Gデータ通信やWi-Fi機能を利用したインター
ネット接続、Bluetooth®機能を利用した他の機器とのデータのやりとりも
できません。

通話の設定をする
お留守番サービス、着信転送サービスの設定変更を行うための番号の
発信や、着信拒否など、通話に関する設定ができます。

1 設定メニュー画面で［ 通話設定］

2 留守番電話 留守番伝言
再生

 ▶P.219「伝言・ボイスメールを聞
く」

留守番開始1  ▶P.217「お留守番サービスを開
始する」留守番開始2

留守番停止  ▶P.217「お留守番サービスを停
止する」

応答内容変更  ▶P.219「応答メッセージの録音
／確認／変更をする」

転送電話 無応答転送  ▶P.222「応答できない電話を転
送する（無応答転送）」

話中転送  ▶P.222「通話中にかかってきた
電話を転送する（話中転送）」

フル転送  ▶P.222「かかってきたすべての
電話を転送する（フル転送）」

選択転送  ▶P.222「手動で転送する（選択転
送）」

転送停止  ▶P.223「着信転送サービスを停
止する（転送停止）」

 番号付加
設定

 市外局番設定 電話をかけるときに、特定の市外局
番などを自動付加するかどうかを
設定します。お住まいの地域の市外
局番など、よくかける地域の市外局
番を設定すると、その地域の固定電
話へ電話をかけるときに、市外局番
を省略できます。

市外局番設定 自動付加する番号を設定します。
上の「市外局番設定」が有効のとき
に設定できます。
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 外部機器
オプション

  イヤホン
マイク自動
着信

有効に設定すると、イヤホンマイク
接続時の着信に対して、約10秒間
電話を受けないでいると自動応答
します。
イヤホンおよびマイク付きイヤホ
ンを接続したときのみ動作します。

着信／拒否
設定

 ▶P.186「着信拒否を設定する」

◎ 「エリア設定」（▶P.232）を「日本」以外に設定している場合は、番号付加
設定機能がご利用になれません。

   着信拒否を設定する
特定の電話からの着信を拒否したり、特定の電話からの着信のみを受
けたり、すべての着信を拒否する設定ができます。

◎ 海外ローミング時には、表示される電話番号が異なるため、着信拒否できな
い場合があります。

■ 特定の電話からの着信を拒否する
登録した特定の電話からの着信を拒否します。

1 設定メニュー画面で［通話設定］→［着信／拒否設定］

2 ［ 指定番号拒否設定］
着信を拒否する電話番号のリスト画面が表示されます。

3 ［電話番号入力］→番号を入力→［完了］／［OK］
電話帳／着信履歴／発信履歴から選択したり、番号を直接入力できま
す。全部で20件登録でき、電話帳／着信履歴／発信履歴からは一度に
複数の選択が可能です。

4 b→［着信拒否設定］→「着信／拒否」を有効にする
「着信／拒否」を有効にすると、下の「着信／拒否」の設定が可能になり
ます。

5 下の［着信／拒否］→［指定番号拒否設定］→［OK］→［OK］
→［保存］

◎ 指定番号拒否設定のリスト一覧で、登録済みの電話番号（もしくは相手の名
前）をタップすると、電話番号の変更／選択した電話番号の削除／指定番号
拒否設定に登録済みのすべての電話番号の削除が行えます。

■ 特定の電話からの着信のみを受ける
登録した特定の電話からの着信のみを受け、他の着信は拒否します。

1 設定メニュー画面で［通話設定］→［着信／拒否設定］

2 ［ 指定番号着信設定］
着信を受ける電話番号のリスト画面が表示されます。

3 ［電話番号入力］→番号を入力→［完了］／［OK］
電話帳／着信履歴／発信履歴から選択したり、番号を直接入力できま
す。全部で20件登録でき、電話帳／着信履歴／発信履歴からは一度に
複数の選択が可能です。

4 b→［着信拒否設定］→「着信／拒否」を有効にする
「着信／拒否」を有効にすると、下の「着信／拒否」の設定が可能になり
ます。
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5 下の［着信／拒否］→［指定番号着信］→［OK］→［OK］
→［保存］

◎ 指定番号着信設定のリスト一覧で、登録済みの電話番号（もしくは相手の名
前）をタップすると、電話番号の変更／選択した電話番号の削除／指定番号
着信設定に登録済みのすべての電話番号の削除が行えます。

■ すべての着信を拒否する
すべての着信を拒否します。

1 設定メニュー画面で［通話設定］→［着信／拒否設定］

2 ［着信拒否設定］→「着信／拒否」を有効にする
「着信／拒否」を有効にすると、下の「着信／拒否」の設定が可能になり
ます。

3 下の［着信／拒否］→［全ての番号拒否］→［OK］→［OK］
→［保存］

◎ Cメールは受信します。Cメールの受信拒否は、受信フィルター（▶P.106）
で設定してください。

■ 着信制限を解除する
設定した着信拒否を無効にします。

1 設定メニュー画面で［通話設定］→［着信／拒否設定］
2 ［着信拒否設定］→［着信／拒否］を無効にする→［保存］

 音の設定をする
着信時の音や操作音の有無、マナーモードなどの設定が行えます。

1 設定メニュー画面で［音］

2 マナーモード  ▶P.164「マナーモードを設定する」
 バイブ 着信時のバイブレータの動作条件を設定し

ます。
音量  ▶P.187「音量を設定する」
着信音  ▶P.188「着信音を設定する」
 通知音 不在着信などのお知らせが入ったときに鳴

らす音の種類を選択します。
 ダイヤル操作音 ダイヤルパッドのタッチ操作音のON／

OFFを設定します。
 選択時の操作音 項目選択時のタッチ操作音のON／OFFを

設定します。
 画面ロックの音 画面ロック解除時、手動による画面ロック

設定時の操作音のON／OFFを設定します。
 入力時
バイブレーション

ソフトキーやアイコンなどをタップしたと
きのバイブレータのON／OFFを設定しま
す。

NASHサウンド
効果

 ▶P.188「NASHサウンド効果を設定する」

  音量を設定する
マナーモード時は設定できません。マナーモードが無効の場合のみ各
音量の設定ができます。

1 設定メニュー画面で［音］→［音量］

2 各スライダーをスライドして調整
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 着信音 着信時の音量を設定します。0にすると、マ
ナーモードが自動的にONになります。

メディア 音楽や動画再生時など、メディアの音量を設
定します。

アラーム アラーム鳴動時の音量を設定します。
システム ダイヤル操作音、選択時の操作音、画面ロック

の音などのシステム音の音量を設定します。
通知音にも着信
音量を適用

有効にすると、通知音の音量は着信音量と同
じ音量に設定されます。無効にすると、通知音
量の設定が可能になります。

通知 不在着信などの通知時の音量を設定します。
「通知音にも着信音量を適用」が無効の場合に
のみ設定できます。

3 ［OK］

   着信音を設定する
着信時のメロディを設定します。

1 設定メニュー画面で［音］→［着信音］

2 メロディを選択→［OK］

◎ microSDメモリカードに保存した楽曲などを着信音に設定したいときは、
「ミュージック」のコンテキストメニューで「着信音に設定」（▶P.141）、
または「音声メモ」のオプションメニューで「着信音に設定」（▶P.165）を
実行します。着信音の一覧に表示されるようになります。

◎ microSDメモリカードに保存した楽曲などを着信音に設定したときに、そ
のmicroSDメモリカードを取り外したり楽曲を削除した場合の着信音は、
初期値の「Classic Bell2」になります。

  NASHサウンド効果を設定する
NASHサウンド効果は、イヤホン接続時やBluetooth®対応のヘッド
セット・オーディオ機器など（プロファイル「A2DP」対応機器）の使用
時に有効な機能です。

1 設定メニュー画面で［音］→［NASHサウンド効果］

2 ノーマル 3Dサウンドを使用しない場合は有効
に設定します。

 3Dサウンド 基本の3Dサウンドを設定します。
 イコライザー 適用するイコライザーを設定します。
ユーザー
設定

ユーザー
3Dサウンド

3Dサウンド「NASH」をベースに変更
するサラウンド、ベースを設定します。
スライダーをスライド→［保存］

ユーザー
イコライザー

周波数ごとに音の強さを設定します。
スライダーをスライド→［保存］

3 ［完了］

 ディスプレイの設定をする

1 設定メニュー画面で［ディスプレイ］

2   画面の明るさ 「明るさを自動調整」を有効にすると、周囲
の明るさに合わせて画面の明るさを自動的
に調整します。無効にすると、スライダーを
スライドして、手動で設定できます。

  画面の自動回転 EIS01PTの向きに合わせて、自動的に画面
の縦／横表示を切り替えるかどうかを設定
します。

 アニメーション
表示

画面を切り替えるときなどに、アニメー
ション表示をするかどうかを設定します。
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  バックライト消灯 操作を行わなかった場合に、バックライト
が自動消灯してスリープモードに移行する
までの時間を設定します。

  現在地情報とセキュリティの設定をする

1 設定メニュー画面で［現在地情報とセキュリティ］

2   無線ネットワーク
を使用

屋内や過密な場所など、GPS機能による位
置情報の測定が困難なときに、Wi-Fiネット
ワークやモバイルネットワーク基地局の情
報をもとに位置情報の測定を行うかどうか
を設定します。

  GPS機能を使用 通信衛星を利用した位置情報の測定を行う
かどうかを設定します。

遠隔制御ロック  ▶P.189「遠隔制御ロックを利用する」
画面ロックの設定  ▶P.191「ロック解除方法を設定する」
UIMカードロック
設定

 ▶P.192「UIMカードのロックを設定する」

 パスワードを表示 パスワード入力時、正しく入力できたか確
認できるように、入力直後の1文字を入力欄
に表示するかどうかを設定します。

  デバイス管理者を
選択※

遠隔制御
ロック

安心ロックサービス（▶P.191）
や遠隔制御ロック（▶P.189）を
利用する場合は、有効に設定しま
す。無効に設定すると、安心ロッ
クサービスや遠隔制御ロックが
利用できません。

安全な 認証情報の
使用

安全な証明書と他の認証情報へのアクセス
をアプリケーションに許可するかどうかを
設定します。次々項の「パスワードの設定」
で認証情報ストレージパスワードを設定す
ると、本項目が設定できます。

microSDから
インストール

暗号化された証明書をmicroSDメモリ
カードからインストールします。microSD
メモリカードに複数の証明書が保存されて
いる場合は、インストールする証明書を選
択します。

パスワードの設定 認証情報ストレージパスワードを設定した
り、変更を行います。

ストレージの消去 認証情報ストレージのすべてのコンテンツ
を消去して、認証情報ストレージパスワー
ドをリセットします。前項の「パスワードの
設定」で認証情報ストレージパスワードの
設定が行われていない場合は、本項目は選
択できません。

※ ExchangeアカウントのPCメールなど、デバイス管理者権限を付与するアプリケーショ
ンを設定すると、該当するデバイス管理者が表示されます。無効にすると、そのアプリケー
ションの一部の機能が使用できなくなります。

   遠隔制御ロックを利用する
EIS01PTを紛失したときなどに、特定の電話からEIS01PTへ電話を
かけて着信を繰り返すことにより、EIS01PTを他人が使えないように
画面ロックをかけることができます。
また、遠隔制御ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さ
まセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポート
サイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で画面ロックをかける
ことができます（安心ロックサービス）。

◎ 事前に「画面ロックの設定」（▶P.191）でパターン／PIN／パスワードの
いずれかを設定しておくことをおすすめします。

◎ 「画面ロックの設定」（▶P.191）が「なし」の場合は、遠隔制御ロックをか
けると、PIN「1234」でロックされます。
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■ 遠隔制御ロックを設定する

1 設定メニュー画面で［現在地情報とセキュリティ］

2 ［遠隔制御ロック］
画面ロックが設定されている場合は、ロック解除画面が表示されます。
設定したパターン／PIN／パスワードを入力してロックを解除してく
ださい。
「デバイス管理者を選択」で「遠隔制御ロック」が無効の場合、「デバイス
管理者を有効にしますか？」画面が表示されます。遠隔制御ロックを設
定する場合は、「有効にする」をタップします。

3 「遠隔制御ロック」を有効にする
遠隔制御ロックを有効に設定すると、有効番号リスト、指定時間、着信
回数の設定が可能になります。

4  有効番号リスト 電話番号を3件まで登録できます。
番号入力の他、電話帳、通話履歴から電話番
号を選択したり、「公衆電話」を選択するこ
ともできます。

指定時間 最初の着信から、「着信回数」で設定した回
数分の着信があるまでの制限時間を1～10
分の間で設定します。

着信回数 遠隔制御ロックが起動するまでの着信の回
数を、3～10回の間で設定します。

◎ 設定済みの有効番号リストをタップすると、「電話番号変更」／「この電話番
号を削除」／「全件削除」が行えます。

■ 遠隔制御ロックをかけるには
1 「有効番号リスト」に登録した電話から、「指定時間」内に
「着信回数」、EIS01PTに電話をかける

◎ 発信者番号を通知して電話をかけてください。
◎ EIS01PTの電源が入っていない場合や、EIS01PTがサービスエリア外に
ある場合や、「航空機モード」（▶P.185）がONに設定されている場合は、
遠隔制御ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にEIS01PTがあ
る場合は、遠隔制御ロックを起動できない場合があります。

◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカー
ドが挿入されている場合は、遠隔制御ロックの起動ができません。

◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信
の回数がリセットされます。
• 「遠隔制御ロック」の設定を行った場合
• 「データの初期化」を行った場合

◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
• 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
• 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
• 通話中の割込着信の場合

◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
◎ 遠隔制御ロック操作中にEIS01PTで電話に出たり、着信拒否しても、その
着信はカウントされます。ただし、「着信／拒否設定」（▶P.186）で着信拒
否を設定した電話番号からの着信はカウントされません。

◎ 遠隔制御ロック起動時、おかけになった電話にガイダンスは流れません。ま
た、通話は自動的に切断されます。

◎ 「エリア設定」（▶P.232）を「日本」以外に設定している場合は、遠隔制御
ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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■  遠隔制御ロックを解除する
EIS01PTで画面ロックを解除します。（▶P.59「ロックを解除す
る」）

◎ 「画面ロックの設定」を「なし」に設定していた場合は、スライド解除後、
「1234」を入力して「OK」をタップすると、遠隔制御ロックが解除できま
す。

 ■   安心ロックサービスで遠隔制御ロックをかける
あらかじめ遠隔制御ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセ
ンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作
で画面ロックをかけることができます。ただし、「デバイス管理者を選
択」（▶P.189）で「遠隔制御ロック」を有効にしておく必要がありま
す。（お買い上げ時は無効に設定されています。）
安心ロックサービスは、無料で利用できます。
■ お客さまセンターに電話して遠隔制御ロックをかける
 【au電話から】局番なし113（無料）
 【au以外の携帯電話、一般電話から】    0077-7-113（無料）
• 受付時間は、24時間です。
• 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■ auお客さまサポート（https://cs.kddi.com/）で遠隔制御ロックを
かける

 auお客さまサポート（https://cs.kddi.com/）にログインして、画
面の指示に従ってお手続きをしてください。

◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。
（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意
• 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠
隔制御ロックをかけます。
• EIS01PTの電源が入っていない場合や、EIS01PTがサービスエリ
ア外にある場合、「航空機モード」が有効に設定されている場合は、遠
隔制御ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にEIS01PT
がある場合は、遠隔制御ロックを起動できない場合があります。
• 「デバイス管理者を選択」（▶P.189）の「遠隔制御ロック」が無効の
場合（お買い上げ時の設定）、遠隔制御ロックを起動できません。
• au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外
のカードが挿入されている場合は、遠隔制御ロックの起動ができま
せん。
• EIS01PTを紛失した場合は、遠隔制御ロックに加えて紛失時の手続
きを行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフ
ターサービスについて」（▶P.245）をご参照ください。

■ 安心ロックサービスの遠隔制御ロックを解除する
安心ロックサービスを利用して遠隔制御ロックをかけた場合も、お手
元にEIS01PTが戻ってからEIS01PTで画面ロックを解除してくだ
さい。（▶P.191「遠隔制御ロックを解除する」）

   ロック解除方法を設定する
スリープモードや重要な設定変更でロックがかかったときの解除方法
を設定します。

1 設定メニュー画面で［現在地情報とセキュリティ］

2 ［ 画面ロックの設定］
すでに画面ロックが設定されている場合は、項目名が「画面ロックの変
更」となり、タップするとロック解除画面が表示されます。設定したパ
ターン／PIN／パスワードを入力してロックを解除してください。
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3 なし 重要な設定変更時にもロック解除画面が表
示されません。スリープモード時は、アイコ
ンをスライドして解除します。

 パターン 画面上の9点のうち、4点以上をつなぐ任意
のパターンを登録します。
パターンを入力→［次へ］→もう一度パター
ンを入力→［確定］

 PIN 4桁以上の数字を登録します。
数字を入力→［次へ］→もう一度数字を入力
→［OK］

 パスワード 4文字以上の英数字（数字のみは不可）を登
録します。
英数字を入力→［次へ］→もう一度英数字を
入力→［OK］

◎ 初めて「パターン」によるロック解除を設定する場合、パターンロックの説
明とパターン作成例が画面に表示されます。［次へ］→［次へ］で、パターンの
入力画面に進んでください。

◎ 「パターン」によるロック解除を設定すると、新たな設定項目「指の軌跡を線
で表示」が表示されます。

◎ 「パターン」、「PIN」、「パスワード」のいずれかによるロック解除を設定する
と、新たな設定項目「入力時バイブレーション」が表示されます。

◎ 画面ロックの設定は定期的に変更することをおすすめします。

  UIMカードのロックを設定する
第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカー
ドには PINコード機能があります。UIMカードをロックすると、
EIS01PTの起動時にPINコードの入力が求められます。

1 設定メニュー画面で［現在地情報とセキュリティ］

2 ［UIMカードロック設定］

3  UIMカードを
ロック

EIS01PT起動時にPINコードを入力する
かどうかを設定します。
PINコードを入力→［OK］

  UIM PINの変更 PINコードを変更します。「UIM PINコード
をロック」を有効に設定すると、項目の選択
が可能です。
現在のPINコードを入力→［OK］→新しい
PINコードを入力→［OK］→もう一度新し
いPINコード（確認用）を入力→［OK］

◎ お買い上げ時のPINコードは、「PINコードについて」（▶P.28）をご参照
ください。

◎ 現在のPINコードを3回連続して間違えると、PINコードがロックされま
す。（▶P.192「PINコードが一致しなかった場合」）

■  PINコードが一致しなかった場合
PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。
ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

1 8桁のPINロック解除コードを入力
→新しいPINコードを入力
→もう一度新しいPINコード（確認用）を入力→［OK］

◎ PINロック解除コードについては、「PINロック解除コード」（▶P.28）をご
参照ください。
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  アプリケーションの設定をする
アプリケーション全般に関する設定やダウンロードしたアプリケー
ションの削除、各アプリケーションの詳細情報を表示できます。

1 設定メニュー画面で［アプリケーション］

2   提供元不明
のアプリ

ダウンロードしたアプリケーションの提供元が不
明な場合でもインストールを許可するかどうかを
設定します。

   アプリケー
ションの
管理

ダウンロード
済み

アプリケーションを選択すると、詳
細情報が表示され、アプリケーショ
ンによって、アンインストール、
データの消去、microSDに移動、
キャッシュの消去、強制停止などが
できます。

すべて
SDカード上
実行中

 実行中の
サービス

実行中のサービスが一覧表示されます。サービス
を選択すると、そのサービスを停止することがで
きます。

 ストレージ
使用状況

アプリケーションごとに、アプリケーション本体
の容量、データ容量、キャッシュの容量、デフォル
トでの起動設定、アクセス許可の確認ができます。
また、データ／キャッシュ／起動設定の消去など
が行えます。

 電池使用量 利用中の項目ごとに電池の使用量の割合を表示し
ます。項目を選択すると、その項目の詳細と、消費
電力を抑えるためのヒントと設定項目名が表示さ
れます。設定項目名をタップすると、その設定画面
にジャンプします。

 開発   USBデバッグ USBケーブル接続時、デバッグ
モードにします。

 スリープモード
にしない

ACアダプタやDCアダプタなどを
接続して充電しているときやUSB
ケーブルを接続しているときは、ス
リープモードにならないようにし
ます。

 擬似ロケー
ションを許可

擬似位置情報データの利用を許可
するかどうかを設定します。

◎ 開発機能の詳細については、下記のホームページをご参照ください。
 http://developer.android.com/

  アカウントと同期の設定をする
同期の設定や、手動で同期を行います。また、アカウントの追加や削除
ができます。

1 設定メニュー画面で［アカウントと同期］

2  バックグラウンド
データ

EIS01PTのアプリケーションがデータを
いつでも同期、送信、受信できるようにする
かどうかを設定します。

 自動同期 各アカウントで同期設定された項目（▶
P.194「アカウント別に同期させる項目
を設定する／手動で同期させる」）のデータ
を、自動的に同期させるかどうかを設定しま
す。
「バックグラウンドデータ」が有効の場合の
み、設定できます。
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 アカウント別に同期させる項目を設定する／
手動で同期させる

「自動同期」が有効なときに同期させるデータを、アカウントごとに設
定します。また、「自動同期」が無効のときは、手動で同期させることが
できます。

1 設定メニュー画面で［アカウントと同期］
2 アカウントを選択
3  連絡先を同期 EIS01PTの電話帳とサーバに保存されている

アカウントの連絡先を同期させます。
 Gmailを同期 EIS01PTのGmailとサーバに保存されている

アカウントのGmailを同期させます。
 カレンダーを
同期

EIS01PTのカレンダーとサーバに保存されて
いるアカウントのカレンダーを同期させます。

※ 選択したアカウントの種類によって、表示される項目が異なります。（「ソーシャルネット」
には同期項目がありません。）

「自動同期」が有効の場合は、項目を有効に設定すると、その場で同期を
行い、その後、自動同期となります。
「自動同期」が無効の場合は、項目をタップするとその場で同期を行い
ます。

◎ コーポレートアカウントで電話帳を同期させる場合、グループが設定され
ている連絡先とは同期しません。

◎ コーポレートアカウントを選択して「アカウントの設定」をタップすると、
メール着信通知音の設定や新着メールの確認の頻度、同期する量など、より
詳細な設定ができます。

   アカウントを追加する
1 設定メニュー画面で［アカウントと同期］
2 ［アカウントを追加］
3 コーポレート Exchangeサーバの既存アカウントをEIS01PT

に登録します。
ソーシャル
ネット

自動アップデート 「ソーシャルネット」ウィ
ジェットの更新間隔を設定し
ます。

Facebook ログイン 「ソーシャルネット」ウィ
ジェットに既存のFacebook
アカウントでログインします。

新規登録 「ソーシャルネット」ウィ
ジェット用のFacebookアカ
ウントを新規作成します。

MySpace ログイン 「ソーシャルネット」ウィ
ジェットに既存のMySpace
アカウントでログインします。

新規登録 「ソーシャルネット」ウィ
ジェット用のMySpaceアカ
ウントを新規作成します。

Twitter ログイン 「ソーシャルネット」ウィ
ジェットに既存のTwitterア
カウントでログインします。

新規登録 「ソーシャルネット」ウィ
ジェット用のTwitterアカウ
ントを新規作成します。

Facebook ログイン 既存のFacebookアカウント
をEIS01PTに登録します。

登録 Facebookアカウントを新
規作成します。

Skype™ サインイン 既存のSkype™アカウント
をEIS01PTに登録します。

アカウントの作成 Skype™ アカウントを新規
作成します。
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Google 作成 Googleアカウントを新規
作成します。

ログイン 既存のGoogleアカウント
をEIS01PTに登録します。

※ 項目の記載順は、お買い上げ時の項目順です。アカウント登録したアプリケーションがあ
ると、順番が変わる場合があります。

4 画面の指示に従って操作する

EIS01PTからアカウントを削除する

1 設定メニュー画面で［アカウントと同期］

2 削除するアカウントを選択→［アカウントを削除］

3 ［アカウントを削除］

◎ 削除しようとしたアカウントを必要とするアプリケーションがある場合
は、削除できません。「データの初期化」（▶P.196）を行うと削除できま
す。

 プライバシーの設定をする
データのバックアップや復元、データの消去（初期化）などが行えます。

1 設定メニュー画面で［プライバシー］

2 データの
バックアップ

 ▶P.195「データをバックアップ／自動復元
する」

自動復元
データの初期化  ▶P.196「EIS01PTを初期化（リセット）す

る」

  データを バックアップ／ 自動復元する
EIS01PTに登録したGoogleアカウントとGoogleサーバを利用し
て、次のデータをバックアップ／自動復元させることができます。
• Androidマーケットなどで入手したインストール済みアプリケー
ション
• 壁紙
• ブラウザのブックマーク
• 単語リスト
• 「設定」内の「無線とネットワーク」、「音」、「ディスプレイ」、「現在地
情報とセキュリティ」、「アプリケーション」、「言語とキーボード」－
「言語を選択（Select language）」の各設定値

1 設定メニュー画面で［プライバシー］

2  データのバック
アップ

データをGoogleサーバに保存させるかど
うかを設定します。有効の場合、最初のログ
インから12時間後に自動保存を行い、その
後、1時間単位で自動保存します。設定を無
効にすると、自動保存せず、Googleサーバ
上に保存されていたバックアップファイル
も削除されます。

自動復元 Googleサーバに保存されているバック
アップファイルを元に、データを自動復元
するかどうかを設定します。有効に設定す
ると、「データの初期化」（▶P.196）を実
行した後で、「データのバックアップ」有効
時のGoogleアカウントでログインすると
自動復元します。
「データのバックアップ」が有効の場合の
み、設定できます。
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EIS01PTを 初期化（リセット）する
各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻し、本体内蔵メモリに保存さ
れているすべてのデータを削除します。

1 設定メニュー画面で［プライバシー］
2 ［  データの初期化］→［実行する］

画面ロックが設定されている場合は、ロック解除画面が表示されます。
パターン／PIN／パスワードを入力してロックを解除してください。

3 ［すべて消去］
EIS01PTが再起動し、Androidのロボットのイラストが表示されま
す。以降の操作は、「初期設定を行う」（▶P.39）をご参照ください。

◎ 本体内蔵メモリ内のすべてのデータが削除されます。データの初期化を行
う前に必要に応じて、「データのバックアップ」と「自動復元」（▶P.195）
の設定をおすすめします。

◎ Androidマーケット、au one Market、GREEマーケットなどで入手しイ
ンストールしたウィジェット／アプリケーションも削除されます。ただし、
Androidマーケットで入手したウィジェット／アプリケーションは、「デー
タのバックアップ」、「自動復元」で自動的に再インストールされます（▶
P.195）。

◎ microSDメモリカード内のデータは削除されません。（「microSD内の
データを消去」を有効にすると削除されます。）

 microSDメモリカードと 本体容量の確認をする
EIS01PTに装着したmicroSDメモリカードの容量やEIS01PT本
体のメモリ容量の確認ができます。また、microSDメモリカードの
フォーマット（全データの消去）が行えます。

1 設定メニュー画面で［microSDと端末容量］

2 総容量 EIS01PTに装着したmicroSDメモリカード
の総容量を表示します。

空き容量 EIS01PTに装着したmicroSDメモリカード
の空き容量を表示します。

 microSDの
マウント解除／
microSDを
マウント

装着したmicroSDメモリカードを取り外す
ときに使います。microSDメモリカードに書
き込み中に取り外してメモリカードを壊すな
どの事故を防ぐことができます。
マウント解除したmicroSDメモリカードを
再び認識させるには、「microSDをマウント」
をタップします。

  microSD内
データを消去

microSDメモリカードをフォーマットし、
microSDメモリカードに保存されている
データをすべて削除します。
［microSD内データを消去］→［すべて消去］

空き容量 EIS01PT本体の内部メモリの空き容量が表
示されています。
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表示する 言語や キーボードの設定をする
表示する言語の設定と、各入力システムの設定が行えます。

1 設定メニュー画面で［ 言語とキーボード］

2 言語を選択
（Select 
language）

表示する言語を、日本語／英語／韓国語／中国語
（簡体）／中国語（繁体）／ポルトガル語の6ヶ国語
から選択できます。

単語リスト  ▶P.67「単語リストに単語を登録する」
Android
キーボード

 ▶P.67「Androidキーボードの設定をする」

DioPen 
韓／中／葡 
IME

 ▶P.68「DioPen 韓／中／葡 IMEの設定をする」

iWnn IME  ▶P.69「iWnn IMEの設定をする」
LaLa 
Stroke

 ▶P.70「LaLa Strokeの設定をする」

◎ アプリケーションによって、すべてまたは一部の表示項目で言語の切り替
えに対応していない場合があります。

◎ 「言語を選択」で切り替わるのは、画面表示のみです。入力システムの切り替
えは、「入力ソフトを切り替える」（▶P.66）をご参照ください。

 音声入出力の設定をする
Googleの音声認識装置（音声入力）や、テキスト読み上げ（音声出力）の
設定をします。

1 設定メニュー画面で［音声入出力］

2  音声認識装
置の設定

言語 音声入力時の言語を設定します。
セーフサーチ Google音声検索時の検索結果に、

青少年に不適切なカテゴリに属す
る出会い系サイトやアダルトサイ
トなどのウェブページを除いて表
示するレベルを設定します。

不適切な語句
をブロック

音声認識の不適切な結果を表示す
るかどうかを設定します。

 テキスト読
み上げの設
定

サンプルを
再生※

音声合成のサンプルを再生します。

常に自分の設
定を使用※

常に「音声の速度」と「言語」の設定
に従って再生するかどうかを設定
します。

既定の
エンジン

テキスト読み上げ時に使用する音
声合成エンジンを設定します。

音声データを
インストール

 ▶P.198「音声合成エンジンのデー
タをインストールする」

音声の速度※ テキストの読み上げ速度を設定し
ます。

言語※ テキストを読み上げる言語を設定
します。

Pico TTS Pico TTS を言語別に Android
マーケットからダウンロードし、イ
ンストールします。

※ 「音声データをインストール」または「Pico TTS」実行後に設定できます。
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 音声合成エンジンのデータをインストールする
テキスト読み上げを利用する場合は、あらかじめ音声合成エンジンの
データをAndroidマーケットなどからダウンロードしてインストール
する必要があります。
なお、Androidマーケットの利用には、Googleアカウントが必要です。
（▶P.194「アカウントを追加する」）
また、音声合成エンジンデータのインストールには、microSDメモリ
カードの装着が必要です。

1 設定メニュー画面で［音声入出力］

2 ［テキストの読み上げの設定］
→［音声データをインストール］
Androidマーケットに接続します。初めて接続する場合は、利用規約が
表示されるので「同意する」をタップしてください。
検索結果画面が表示されます。

3 インストールするデータを選択→［インストール］
→［OK］
ダウンロードを開始し、ダウンロード完了後にインストールされます。

◎ 「Pico TTS」から言語を指定してインストールすることもできます。
◎ 再インストールする場合は、microSDメモリカードの「svox」フォルダを削
除します。（▶P.176「パソコンと接続する」）

 ユーザー補助の設定をする
ユーザーの操作に、音声や音、振動などで反応するユーザー補助サービ
スを利用できます。また、通話中にpを押しても通話が終了するよ
うに設定できます。
ユーザー補助サービスを利用する場合は、あらかじめAndroidマー
ケットなどからユーザー補助アプリケーションをダウンロードしてイ
ンストールする必要があります。
なお、Androidマーケットの利用には、Googleアカウントが必要です。
（▶P.194「アカウントを追加する」）

1 設定メニュー画面で［ユーザー補助］
ユーザー補助アプリケーションをインストールするかどうかの確認画
面が表示されます。「OK」をタップしてインストールしてください。

2 ユーザー補助 ユーザー補助の有効／無効を設定します。
（ユーザー補助
サービス名）

「ユーザー補助」を有効に設定すると、インス
トールした各サービスの有効／無効が設定で
きます。

 電源ボタンで
通話を終了

pを押したときも、通話を終了するかどう
かを設定します。（有効に設定したときに、画
面の「切断」をタップしても終了します。）
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  日付と時刻を設定する

1 設定メニュー画面で［日付と時刻］
2 自動 ネットワークから通知される日付・時刻情報

をもとに自動で設定・補正を行うかどうかを
設定します。

日付設定※ 日付を手動で設定します。
タイムゾーンの
選択※

タイムゾーンを手動で設定します。

時刻設定※ 時刻を手動で設定します。
24時間表示 時刻の表示方法を24時間表示にするかどう

かを設定します。無効にすると、12時間表示
になります。

日付形式 年月日の表示形式を設定します。
※ 「自動」を無効に設定すると、項目が選択できます。

  au one-IDを設定する
au one-IDを新規登録したり、取得済みのau one-IDをEIS01PTと
 ケータイPC連動設定して、IDとパスワードをEIS01PTに保存しま
す。au one-IDの取得・保存により、「auかんたん決済」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。

1 設定メニュー画面で［au one-ID設定］
パケット通信の注意画面が表示されます。

2 ［OK］→［au one-IDの設定・保存］
「au one-IDとは？」をタップすると、ブラウザが起動し、au one-IDの
説明が表示されます。

3 セキュリティパスワードを入力→［OK］
セキュリティパスワードは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番
号です。セキュリティパスワードを同日内に連続3回間違えると、翌日
まで設定操作はできません。

■ 電話番号をau one-IDとして新規登録する場合

4 パスワードを入力→［利用規約に同意して登録］
■ 電話番号以外を登録する場合

4 お好きなau one-IDを
登録したい方はこちら

新規登録を行います。画面の指示に
従って操作してください。
新規登録したau one-IDは、EIS01PT
とケータイPC連動設定されます。

取得済みのau one-IDを
設定したい方はこちら

取得済みのau one-IDを、EIS01PT
とケータイPC連動設定します。画面
の指示に従って操作してください。

5 ［設定画面へ］→画面の指示に従って操作
パスワード再発行時に必要となる情報などを設定します。

保存したau one-IDとパスワードをクリアする
au one-IDとパスワードをEIS01PTから削除します。

1 設定メニュー画面で［au one-ID設定］

2 ［ID・パスワードをクリアする］→［終了］

◎ EIS01PTに保存したau one-IDとパスワードはクリアされますが、au 
one-IDそのものやパスワードはクリアされません。別のau one-IDを設定
したい場合やケータイPC連動設定の解除を行いたい場合は、クリア後、［au 
one-ID設定］→［OK］→［au one-IDの設定・保存］→［別のau one-IDを設定
したい方はこちら］／［au one-IDのケータイPC連動設定を解除したい方
はこちら］と操作し、画面の指示に従ってください。
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 端末情報を確認する
EIS01PT本体の情報を確認したり、ソフトウェアの更新が行えます。

1 設定メニュー画面で［端末情報］

2 ケータイ
アップデート

アップデート
開始

 ▶P.236「EIS01PTの ソ フト
ウェアを更新する」

自動設定
予約時刻

ソフトウェア
アップデート

アップデート
実行（Wi-Fi）
 アップデート
情報の自動確
認

Wi-Fiまたは3Gデータ通信利用
時、ソフトウェアアップデートが
必要かを自動的に確認するかど
うかを設定します。有効に設定す
ると、アップデートが必要になる
と、ディスプレイ上部のステータ
スバーに  が表示されます。

 端末の状態 本製品の電話番号、MACアドレス、ネットワー
ク情報、電池残量、サービス状態などを表示しま
す。

 電池使用量 利用中の項目ごとに電池の使用量の割合を表示
します。項目を選択すると、その項目の詳細と、
消費電力を抑えるためのヒントと設定項目名な
どが表示されます。設定項目名をタップすると、
その設定画面にジャンプします。

法的情報 本製品で使われているオープンソースのライセ
ンス規約、Google利用規約を表示します。

メモリ容量 本体内部メモリの総容量、空き容量を表示しま
す。

 モデル番号 本製品のモデル名を表示します。
 Android
バージョン

本製品のOSバージョンを表示します。

 ベースバンド
バージョン

ベースバンドのバージョンを表示します。

 カーネル
バージョン

カーネルのバージョンを表示します。

 ビルド番号 ビルド番号を表示します。
 ボードと
ソフトウェア

ボードとソフトウェアのバージョンを表示しま
す。

シンプルモードに切り替える
通常モードから、シンプルモードに切り替えます。シンプルモードの詳
細については、「シンプルモードを利用する」（▶P.177）をご参照く
ださい。

1 設定メニュー画面で［シンプルモード］→［はい］
シンプルモードのホーム画面が表示されます。
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