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このマニュアルの表記について 
本製品を正しくお取り扱いいただくため、以下の表記をご参照ください。

重要:	作業を完了するために従わなければならない事項です。

注:	作業を完了するためのヒント等の追加情報です。

警告:	作業を行う際、人体への危険を避けるため、または本機のコンポーネントへの損害、本機内のデータの消失
を避けるために、必ず従わなければならない事項です。

安全に使用していただくために

ガイドライン

交通安全を最優先してください。乗り物の運転中は本機を使用しないことを強くお勧めし
ます。

本機は0°〜35°の周囲温度でご使用ください。

モバイル機器の使用が禁止されている制限区域内では本機の電源を切ってください。医療
機器や燃料が近くにある場所、建設現場、爆破作業が行われている場所、病院や空港、映画館
など、電子機器の使用が制限されている場所では、その規則や規制などに従ってください。

本機専用のACアダプターとケーブルを使用してください。入力定格は本機の底部に記載があ
ります。電源アダプターが対応していることを確認してください。

損傷のある電源コードや周辺機器を使用しないでください。

本機を乾いた状態で使用・保管してください。液体･雨･湿気を避けてください。

本機をX線装置（ベルトコンベアー）に通すことは問題ありませんが、磁気センサーや磁気ワ
ンドはお避けください。

本機の画面はガラス製です。ガラスが割れてしまった場合は、使用を中止し割れたガラス部
分に触れないでください。修理が必要な場合は、ASUSコールセンターにご依頼ください。

イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧は、難聴などの聴覚障害の原因となる場合がありま
す。ボリュームコントロールやイコライザーを基準値以外に設定した場合、イヤホンやヘッド
ホンの出力電圧が増加し音圧が高くなることがあります。ご注意ください。

本機のお手入れの際は、電源を切り電源アダプターを取り外してください。本機の画面のお
手入れの際は、清潔なセルローススポンジやセーム布のみを使用してください。

修理が必要な場合は、ASUSコールセンターにご依頼ください。
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廃棄・リサイクルについて
バッテリーは製造元が指定する物をご使用ください。それ以外の物を使用した場合、爆発や
本機の故障の原因となります。バッテリー廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例
等に従ってください。

本機を通常ゴミとして廃棄しないでください。本機はリサイクル可能な設計がされています。
廃棄の際は電子機器の廃棄に関する地域の条例等に従ってください。

本機のバッテリーを通常ゴミとして廃棄しないでください。廃棄の際は地域の条例等に従っ
てください。

本機を火中に投じないでくださいでください。回路をショートさせないでください。本機を分
解しないでください。

警告:	本製品は、米国カリフォルニア州で定められている癌や出生異常、その他生殖機能に有害と考えられる
化学物質が使用されています。取扱い後は必ず手を洗ってください。
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ようこそ！
本機は分かりやすく使用しやすい専用ユーザーインターフェースを採用しています！
ASUS Zen UIはASUSタブレット/スマートフォン専用で、感覚的に設計されています。専用アプリだけではなく
各種アプリも含まれており、気に入ったアプリが必ず見つかるはずです。

カメラ機能
PixelMaster技術の採用により、決定的な瞬間を鮮やかで高品質な画像や動画で撮影することが
できます。

やることリスト
SMSメッセージ、メール、読みたいウェブサイト、予定などを処理したくても忙しくてできない・・・。
そんなときは、時間のあるときに処理しましょう。

What’s Next
ホーム画面やロック画面、What's Nextアプリで、会議の詳細や、メール、その他の予定のアラート
や通知を一目で確認することができます。

ZenLink
ZenLinkはRemote Link、Share Link、PC Link、Party Linkの便利なアプリが満載です。これらのア
プリでは、他のデバイスに接続してファイルの共有や受信が可能です。

注:	ZenLinkアプリの利用可能な機能はお使いのASUSタブレット/スマートフォンのモデルにより異
なります。

注:	ASUS Zen UI アプリの利用可能な機能はASUSタブレット/スマートフォンのモデル、地域により異なります。利
用可能なアプリはホーム画面の  をタップし、確認することができます。

1	 製品の概要

1はじめに
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初めて使用する
本機の電源を初めてオンにすると、セットアップウィザードが起動します。画面上の指示に従って使用言語を
選択し、モバイルネットワークとWi-Fi、同期アカウント、位置情報サービス等を設定します。
GoogleアカウントまたはASUSアカウントでセットアップを実行してください。GoogleアカウントまたはASUS
アカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成してください。

Googleアカウント
Googleアカウントを使用すると、Android OSの機能を全て利用することができます。

• 場所を選ばず情報の閲覧と管理を行います。

• 全てのデータを自動的にバックアップします。

• どこからでも便利なGoogleサービスを活用することができます。

ASUSアカウント
ASUSのアカウントを作成すると、以下の特典をご利用いただけます。

• ASUSの提供するサービスと保証の利用

• 5GBの無料クラウドストレージ領域

• ASUSの新製品情報

注:	必要に応じ、セットアップウィザードでいつでも本機を再セットアップすることができます。ホーム画面から 
 →「セットアップウィザード」の順にタップします。
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バッテリーを長持ちさせるには
バッテリーを賢く使うことで、より快適に本機をご使用いただけます。バッテリーの消費を抑えるためのヒント
をぜひご活用ください。

 – 使用しないときは、電源ボタンを押してスリープモードにします。

 – 節電アプリの「省電力設定」を有効にします。

 – ディスプレイの輝度を下げます。

 – スピーカーの音量を下げます。

 – Wi-Fi 機能を無効にします。

 – Bluetooth機能を無効にします。

 – PlayToの機能を無効にします。

 – GPSを無効にします。

 – 画面の自動回転機能を無効にします。

 – すべての自動同期機能を無効にします。
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タッチスクリーンを使用する
タッチスクリーン上でこれらの操作を行い、アプリの起動や設定画面の起動を行います。

アプリの起動、項目の選択
以下のいずれかの手順を行います。

• アプリを起動するには、アプリをタップします。

• 項目を選択するには、項目をタップします。(ファイルマネージャの項目など)

項目の移動や削除
以下のいずれかの手順を行います。

• アプリやウィジェットを移動するには、タップ＆ホールドし移動先までドラッグします。

• ホーム画面からアプリやウィジェットを削除するには、タップ＆ホールドし画面上部の「X削除」までドラッ
グします。



13

ページまたは画面を切り替える
以下のいずれかの手順を行います。

• 指を左または右方向になぞると、画面表示が切り替わります。ギャラリーでは画像が切り替わります。

• 指を上または下方向にスクロールすると、ウェブページや項目のリストが切り替わります。

ズームイン
タッチパネル上で2本の指先の間隔を広げます。
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ズームアウト
タッチパネル上で2本の指先の間隔を狭めます。
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注:	画面上に実際に表示されるアプリは、モデルによって異なる場合があります。本書記載の画面/写真の内容は
参照用で、実際の製品の内容と異なる場合があります。

ホーム画面の機能

ホーム画面
ホーム画面では、重要な予定の通知や、アプリとシステムの更新、天気予報、テキストメッセージの受信が可
能です。

2	 ホーム画面

2ホーム画面

下になぞりシステム通知を表示

下になぞりクイック設定を表示

天気予報の設定を更新

時刻の設定を表示

Google検索ページを開く

音声検索を開く

アプリを起動

すべてのアプリ画面を起動

ホーム画面の非表示部分を表示するには、左または右にホーム画面をなぞります。

注:	ホーム画面のページを追加する場合は、次の項目をご参照ください。ホーム画面の拡張
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通知アイコンについて
ステータスバーに表示される各種アイコンは、本機の状態を表示しています。

モバイルネットワーク
モバイルネットワークの信号の強さを示しています。

1 microSIMカード1
microSIMカードがmicroSIMカードスロット1に挿入されていることを示しています。

2 microSIMカード2
microSIMカードがmicroSIMカードスロット2に挿入されていることを示しています。

注1:	SIMカードのアイコンが緑色で表示されている場合、ネットワークの状態は良好です。
 注2：モバイルネットワークのアイコンは、LTE/3Gモデルのみ表示されます。
注3： microSIMカードのアイコンは、デュアルSIMモデルのみ表示されます。

メッセージ
未読メッセージがあります。

Wi-Fi
Wi-Fi 接続の信号の強さを示しています。

バッテリーの残量
本機のバッテリーの状態を示しています。

microSDカード
microSDカードが本機に挿入されています。

スクリーンショット
本機でスクリーンショットを取ったときに表示されます。

機内モード
機内モードが有効になっています。
Wi-Fi	ホットスポット
本機のWi-Fiホットスポットが有効になっています。

省電力設定モード
省電力モードが有効になっています。

注:	詳細は次の項目をご参照ください。省電力設定

ミュートモード
ミュートモードが有効になっています。

バイブモード
バイブモードが有効になっています。

ダウンロードの状態
アプリやファイルのダウンロードの進行状態を示します。

読書モード
読書モードが有効になっています。

注:	詳細は次の項目をご参照ください。読書モード 
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ホーム画面のカスタマイズ
壁紙のカスタマイズ、お気に入りアプリへのショートカットの追加、ウィジェットの追加などが可能です。ページ
を追加し、ホーム画面上でより多くのアプリやウィジェットにアクセスすることも可能です。

ショートカット
ショートカットを使用すれば、ホーム画面からよく使用するアプリを直接起動することができます。アプリの追
加/削除、またはグループ化することができます。

アプリのショートカットの追加
頻繁に使用するアプリのショートカットをホーム画面に追加することができます。

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「アプリ&ウィジェット」を選択します。

2. すべてのアプリ画面からアプリを長押しし、ホーム画面の空いた場所にドラッグします。

アプリのショートカットの削除
ホーム画面の削除したいアプリを長押しし、画面上部の「X削除」までドラッグします。ホーム画面からアプリ 
 (ショートカット) を削除しても、すべてのアプリ画面からは削除されません。
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アプリのショートカットをフォルダーでグループ化する
フォルダーを作成し、ホーム画面のショートカットを整理することができます。

1. ホーム画面でアプリまたはショートカットをタップし、他のアプリまたはショートカットの上にドラッグす
ると、フォルダーが作成されます。

2. その新しいフォルダーをタップし、「名前のないフォルダ」をタップして新しいフォルダー名を入力します。

ウィジェット
ホーム画面にウィジェットを追加することができます。ウィジェットは天気予報、カレンダーの予定の情報、バッ
テリーの状態などを提供します。

ウィジェットの追加
手順

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「アプリ&ウィジェット」を選択します。

2. ウィジェット画面からウィジェットを長押しし、ホーム画面の何も表示されていないエリアまでドラッグし
ます。

ウィジェットの削除
ホーム画面の削除したいウィジェットを長押しし、画面上部の「X削除」までドラッグします。

注:	ホーム画面の  をタップし、「すべてのアプリ」と「すべてのウィジェット」を参照することもできます。
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壁紙
ホーム画面の壁紙をカスタマイズすることができます。ホーム画面のコンテンツを読み易くするため、壁紙の
色合いを半透明にすることができます。また、壁紙を動画 (ライブ壁紙) に設定することもできます。

壁紙と背景色を適用する
手順

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「壁紙」を選択します。

2. 壁紙を使用する画面を選択します。 
ホーム画面、ロック画面、両方 
壁紙に背景色を追加したくない場合は、手順5に進みます。

3. 「透明度」を選択し、透明度のレベルを調節します。

4.  をタップし色を選択します。

5. 壁紙を選択し、「適用」をタップします。

注:	ホーム画面またはホーム画面とロック画面に背景色を適用します。

背景の色合いの有効/無効

背景色を選択
スライダーで壁紙の透明度を調整

壁紙を選択

壁紙の設定を適用
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動画の壁紙を適用する
手順

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「壁紙」を選択します。

2. 壁紙を使用する画面を選択します。 
ホーム画面、ロック画面、両方

3. ライブ壁紙を選択し「適用」をタップします。

注:	  →「設定」→「ディスプレイ」からも壁紙の設定が可能です。

ホーム画面の拡張

ホーム画面の拡張
ホーム画面にページを追加すれば、より多くのアプリのショートカットやウィジェットを追加することができ
ます。

1. ホーム画面の何も表示されていないエリアを長押しし、「ホーム画面の編集」を選択します。

2. 新しいページを追加するには、 をタップします。拡張したホーム画面を削除したい場合は、選択し、
 までドラッグします。
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日付と時間の設定
デフォルト設定では、ホーム画面に表示された日付と時刻は、 通信事業者の設定に自動的に同期するように
設定されています。
手順

1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、	  →「設定」をタップします。

2. 設定画面を下にスクロールし、「日付と時刻」を選択します。

3. 「日付と時刻の自動設定」と「タイムゾーンの自動設定」の選択を解除します。

4. タイムゾーンを選択し、日付と時刻を手動で設定します。

5. 24時間形式で表示することもできます。

6. 表示したい日付の形式を選択します。

注:	次の項目も併せてご参照ください。時計

着信音や警告音の設定
スマートフォンの着信音やテキストメッセージ、メール、予定のアラートの通知音などを設定します。また、ダ
イヤルパッドのタッチトーンやタッチ音、画面ロック音の有効/無効の設定、バイブの設定を選択することがで
きます。
手順

1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. 設定画面を下にスクロールし、「音」を選択します。

3. 音の設定を行います。
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クイック設定
クイック設定パネルは、タップ操作1つだけで本機のワイヤレス機能などの設定を開くことができます。これら
の各機能はボタンで表示されます。
クイック設定パネルを起動するには、本機の右上から下方向になぞります。

注:	ブルーのボタンは機能が有効に、グレーのボタンは無効になっていることを示しています。緑色のユーティリテ
ィは、クイック設定通知パネルから直接起動することができます。

各機能を有効または無効にする

画面の明るさを調整

設定画面を開く

システム通知を表示

ユーティリティをクイック起動
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ボタンの追加と削除
手順

1. クイック設定を起動し  をタップします。

2. 機能の横に表示されるボックスをタップし、クイック設定の通知パネルのボタンを追加/削除します。

注:	ボックスにチェックが入った機能ボタンは、クイック設定の通知パネルからアクセス可能です。

3.  をタップすると、クイック設定の通知パネルに戻ります。

システム通知
システム通知には、最近行った更新と変更が表示されます。多くはデータやシステムに関連するものです。
システム通知パネルを起動するには、本機の左上から下方向になぞります。

リストされた通知をすべて削除

左または右になぞり、リストから削除

通知内容
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ロック画面
デフォルト設定では、ロック画面は本機の電源を入れた後、またはスリープモードからウェイクアップした後
に表示されます。ロック画面でタッチスクリーンパネルをなぞると、Android OSが起動します。
ロック画面をカスタマイズし、モバイルデータやアプリへのアクセスを制限することができます。

ロック画面のカスタマイズ
次の手順で、ロック画面のデフォルト設定である「スライド」から別の設定に変更することができます。

1. クイック設定を起動し  をタップします。

2. 設定画面を下にスクロールし、「ロックスクリーン」を選択します。

	3. 次の画面で、「画面のロック」をタップします。

	4. 使用したい設定を選択します。

注:	詳細は次の項目をご参照ください 。セキュリティ 
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クイックアクセスボタンのカスタマイズ 
デフォルト設定では、ロック画面には次のアプリのクイックアクセスボタンが表示されます。 
電話、メッセージ、カメラ 
次の手順でロック画面上に表示させるこれらのアプリをカスタマイズすることができます。

1. クイック設定を起動し  をタップします。

2. 設定画面を下にスクロールし、「ロックスクリーン」を選択します。

3. 「ディスプレイ」の下の「クイックアクセス」の近くにあるバーをスライドさせ「OFF」から「ON」に変更し
ます。

4. 「クイックアクセス」をタップします。

5. クイックアクセス画面の下の、カスタマイズしたいボタンを選択します。

6. 設定したクイックアクセスボタンに割り当てたいアプリをタップします。

注:	上または下方向にスクロールすると、割り当て可能なアプリが表示されます。
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注:	検索したい内容は、できるだけ簡潔にはっきり言うと識別される率が上がります。また、使用する機能に関連す
る内容に加えると、識別される率が上がります。

音声検索
音声検索アプリで音声コマンドを使用することで、本機で様々な操作が可能です。音声コマンドでは次のよう
な操作が可能です。

•  オンライン検索、または本機上のデータや情報を検索する

•  本機内のアプリを起動する

•  目的地までの経路を表示する

重要:	この機能を使用するには、インターネット接続が必要です。

音声検索を起動する
1. 以下のいずれかの方法で音声検索アプリを起動します。

 • Google検索バー上の  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「音声検索」の順にタップします。

2. マイクのアイコンが赤くなったら、デバイスに向かって検索したい内容を話します。
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タブレット検索グループからの音声検索結果をカスタマイズする
Googleアカウントと本機のデータから収集された音声検索結果のパラメータを設定したい場合は、次の手順
で行います。

1. 本機のホーム画面で、  →「音声検索」をタップします。

2.  →「設定」をタップします。
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 3. 「タブレット内検索」をタップします。

 4. 音声検索の使用時にソースとして追加したい検索グループのボックスをチェックします。



29

コミュニケーション

3	 コミュニケーション

3
通話する	(特定モデルのみ）

デュアルSIMカード設定
デュアルSIMカード設定では、取り付けたmicroSIMカードの設定を管理することができます。この機能では、 
microSIMカードの有効/無効の切り替え、 SIMの名前の設定、優先ネットワークへの設定などが可能です。

microSIMカードの名前変更
microSIMカードの名前を変更することで、SIMカードの識別がしやすくなります。
microSIMカードの名前を変更するには、「SIM1名:」または「SIM2名:」をタップし、新しい名前を入力します。

注:	複数のSIMカードで通信事業者が異なる場合は、通信事業者の名前をSIMの名前に設定することをお勧めしま
す。SIMの通信事業者が同じ場合は、電話番号をSIMの名前に設定することをお勧めします。

注:	デュアルSIMカード設定は、デュアルSIMモデルのみ選択可能です。
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優先するmicroSIMカードの設定
一方のmicroSIMカードを、音声通話やデータサービス用に優先使用するSIM カードとして設定することがで
きます。

音声通話用のSIMカード
通話を開始するとき、本機は自動的に優先のmicroSIMカードを選択し、通話を始めます。
一方のmicroSIMカードを音声通話用に設定するには、「音声通話」をタップし、割り当てたいSIMカードを選択
します。

重要:	この機能で通話が可能なのは、連絡先リストの連絡先に通話する場合のみです。

データサービス用のSIMカード
一方のmicroSIMカードをデータサービス用に設定するには、「データサービスネットワーク」で 「SIM1」または

「SIM2」を選択します。
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電話
本機では複数の方法で電話をかけることができます。連絡先リストから通話を開始する、スマートダイヤル機
能で通話を開始する、スピードダイヤル機能で通話を開始することができます。

注:	連絡帳アプリで連絡先を整理することができます。詳細は次の項目をご参照ください。 
連絡先を管理する 

電話アプリの起動
ホーム画面で電話アプリを起動します。次のいずれかの操作で起動します。

•  をタップします。

• ホーム画面で、  →「電話」の順にタップします。

電話番号を入力する
電話アプリを使用し、電話番号を直接入力して通話を開始することができます。

1. ホーム画面で「ASUS」→「連絡先」の順にタップし、番号キーをタップします。

2. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、番号を入力します。

注:	通話ボタンの表示は、microSIMカードの設定により異なります。 
詳細は次の項目をご参照ください 。デュアルSIMカード設定 

内線番号をダイヤルする
内線番号にかける場合は、次の手順のいずれかで音声ガイドをスキップすることができます。

内線番号の確認を求める
電話番号を入力した後に内線番号の確認プロンプトを挿入することができます。

1. 電話アプリから、電話番号を入力します。

2. 「#」を長押しし、確認プロンプトを挿入します。プロンプトはセミコロン「;」で区切られます。

3. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、通話を開始します。

4. プロンプトされたら、「はい」をタップし、内線番号を確認します。
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内線番号を付けてダイヤルする
電話番号を入力した後、短い、または長いポーズを挿入すると、 内線番号を付けた状態でダイヤルされます。 

1. 電話アプリから、電話番号を入力します。

2. 「*」 を長押ししてポーズを挿入します。ポーズはコンマ「,」で区切られます。

注:	長いポーズを挿入する場合は、「*」をもう一度長押しします。

3. 内線番号を入力します。

4. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、通話を開始します。

5.  をタップし通話を終了します。

スマートダイヤルで連絡先に通話する
連絡先の名前の最初の数文字、またはその番号の数桁を入力すると、連絡先リストまたは履歴から相手先
の候補が表示されます。候補の中に通話したい連絡先が含まれていれば、すぐに通話を開始することがで
きます。

1. 電話アプリを起動し、連絡先の番号または名前を入力します。

2. 候補から通話する連絡先をタップします。連絡先がリストに表示されない場合は、連絡先またはその番
号を完全に入力してください。

3. 通話ボタン「SIM1」または「SIM2」のいずれかを選択し、通話を開始します。

注:	通話ボタンの表示は、microSIMカードの設定により異なります。 
詳細は次の項目もご参照ください 。デュアルSIMカード設定 

スピードダイヤルで連絡先に通話する
スピードダイヤルキーを割り当てると、電話アプリで1桁タップするだけで、よく電話する連絡先に簡単に通話
することができます。
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スピードダイヤルの登録
スピードダイヤルとして登録できるのは、数字の「2」から「9」までです。

1. 電話アプリから、次のいずれかの操作を行います
 • 「2」から「9」の中から任意の数字を長押しし、スピードダイヤル確認画面が表示されたら、「OK」を

タップします。
 •   →「スピードダイヤル」の順にタップし、スピードダイヤル画面を起動します。

2. 連絡先リストから連絡先を選択します。このスピードダイヤルのエントリーがスピードダイヤル画面に保
存されます。

スピードダイヤルのエントリーを削除する
手順

1. 電話アプリから、 →「スピードダイヤル」の順にタップし、スピードダイヤル画面を起動します。

2. スピードダイヤルのエントリーを長押しし、「削除」をタップします。

3. 確認メッセージで「OK」をタップします。

スピードダイヤルのエントリーを置き換える
スピードダイヤルキーに割り当てた連絡先を他の連絡先に置き換えることができます。

1. 電話アプリから、 →「スピードダイヤル」の順にタップし、スピードダイヤル画面を起動します。

2. スピードダイヤルのエントリーを長押しし、「交換」をタップします。

3. 連絡先リストから連絡先を選択します。

4. 確認メッセージで「OK」をタップします。
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本国へダイヤル
海外旅行をするとき、本国へダイヤル機能を利用すれば、自宅に簡単に電話することができます。

注:	ローミングサービスを使用すると、高額な追加料金が発生する場合があります。ローミング サービスを使用す
る前に、通信事業者との契約内容をご確認ください。

1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、	  →「設定」をタップします。

2. 「通話設定」→「本国へダイヤル」の順にタップします。

3. 「本国へダイヤル」をチェックします。

4. 「本国ダイヤル設定」をタップし設定を選択し、完了したら「OK」をタップします。

注:	その他の通話設定の詳細は、次の項目をご参照ください。通話設定 （特定モデルのみ) 

連絡帳アプリから通話を開始する
連絡帳アプリに登録した連絡先データを使用して通話を開始することができます。

1. 連絡帳アプリを起動します。

2. 連絡先の名前をタップし、ダイヤルする番号をタップします。

3. SIMカードを2枚挿入している場合は、通話を発信するSIMカードをタップします。

4.  をタップし通話を終了します。

注:	すべての連絡先のアカウントからすべての連絡先を表示するには、「表示する連絡先の設定」ドロップダウンリ
ストをタップし、「すべてのアカウント」をチェックします。

お気に入りの連絡先に通話する
お気に入りに連絡先を追加すると、電話アプリから連絡先に即座に通話を開始することができます。

1. 連絡帳アプリまたは電話アプリを起動します。

2.  をタップし、お気に入りを表示し、通話をしたい連絡先をタップします。

3.  をタップし通話を終了します。
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通話を受ける
通話着信があると、本機のタッチスクリーンが点灯します。本機の状態により、着信を伝える表示形式も異なり
ます。

着信電話の応答
本機の状態により、通話に応答する方法は2つあります。

• 本機がアクティブな状態の場合、通話を受ける場合は「応答」を、受けない場合は「拒否」をタップします。

• ロックされた状態の場合は、  を   にドラッグして応答、または  にドラッグし拒否します。

着信通話のコールバックを設定
スマートフォンからの着信呼び出しに応答できない場合、タスクとして設定して後でかけなおすことができま
す。後で実行するタスクとして追加しておけば、時間ができたときにタスクをアプリ「やることリスト」で実行す
ることができます。

1. スマートフォンの番号からの着信通話が来たときに、画面の下部から上方向になぞります。

2. 「今話せません。	後でかけ直します。	」をタップします。SMSメッセージが通話発信者に送信されます。

3. 通話を確認するには、ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」を起動し、確認します。

注:	かけなおす際の手順は、次の項目をご参照ください。今すぐかけなおす (特定モデルのみ)  

通話記録の管理
通話記録では、不在着信の発信者へのかけなおしや通話の連絡先への保存、発信者のブロック、リダイヤル
等の操作が可能です。

不在着信通話のコールバックを設定
不在着信を後でかけなおすタスクとして追加することができます。不在着信を確認したら、アプリ「やることリ
スト」にタスクとして追加し、後でかけなおすことができます。

1. 電話アプリから  をタップすると、通話記録の一覧が表示されます。

2. 通話記録を1つ選択し、  →「後でかける」をタップします。

3. 通話を確認するには、ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」を起動し、確認します。

注:	かけなおす際の手順は、次の項目をご参照ください。今すぐかけなおす (特定モデルのみ) 
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通話をブロックする
通話記録の番号または通話をブロックリストに追加することができます。

1. 電話アプリから  をタップすると、通話記録の一覧が表示されます。

2. ブロックしたい番号を長押しし、 →「ブロックリストに追加」→「OK」の順にタップします。

通話を連絡先に保存する
連絡先リストにあなたの通話記録からの呼び出しを追加できます。

1. 電話アプリから  をタップすると、通話記録の一覧が表示されます。

2. 一覧の通話履歴の右端にあるボタンをタップします。

3. 「新しい連絡先を作成」をタップし、連絡先に追加します。

 既存の連絡先の番号を置き換えたい場合は、「既存の連絡先に番号を追加」をタップし、連絡先を選択し
「OK」をタップします。

最新の着信通話の番号をリダイヤルする
手順

1. 電話アプリから  をタップすると、通話記録の一覧が表示されます。

2. 「通話」をタップし最新の着信を表示し、「通話」をもう一度タップし、リダイヤルします。

3.  をタップし通話を終了します。
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その他の通話オプション
通話中に  をタップすると、利用可能なオプションが表示されます。

マイク
アクティブな呼び出しのためのマイクをオンまたはオフにします。マイクがオフまたはミュート
に設定されている場合、相手の声を聞くことはできますが、相手はあなたの声を聞くことはでき
ません。
スピーカーフォン
スピーカーフォンのオン/オフを切り替えます。

保留
通話中の通話を保留にします。

グループ通話
通信事業者とグループ通話サービスの契約をしている場合、このアイコンで通話中の通話に他
の連絡先を追加しグループ通話に招待することができます。

注:	
• グループ通話に参加できる人数は、グループ通話の契約内容により異なります。このサービスを

使用する際は、事前に通信事業者との契約内容をご確認ください。
• グループ通話の詳細については、次の項目をご参照ください。複数の通話の管理 

SuperNote
SuperNoteを起動し、通話中にメモを取ることができます。

注:	詳細は次の項目をご参照ください 。SuperNote 

録音
通話を録音することができます。

重要:	通話中の電話を録音する際は、事前に通話相手に許可を求めてください。許可を求めずに録
音することは、多くの国や地域で法律等により禁止されています。

注:	詳細は次の項目をご参照ください。通話の録音 
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複数の通話の管理
本機では、2件の通話を発信/受信することができます。グループ通話やグループ通話などの設定も可能です。

他の電話に応答する
通話中に他の着信があると、ビープ音が聞こえます。タッチスクリーン上の「応答」をタップすると、通話中に他
の通話に応答することができます。

通話を切り替える
通話を切り替えるには、タッチスクリーン上の  をタップします。
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グループ通話を設定する
搭載のGSM機能により、本機では5 人までのグループ通話を行うことができます。通話中に他の連絡先を追加
し、複数の通話をまとめて1つのグループ通話にすることができます。

1. 連絡先を呼び出す、または番号をダイヤルし、あなたの呼び出しに応答するまで待ちます。

2. 相手が応答したら、  をタップして会議に参加させたい他の連絡先をタップ、または番号を入力します。

3.  をタップし、2件の通話を1件のグループ通話に変更します。

4.  をタップして別の連絡先を追加し、  をタップし進行中のグループ通話に追加します。会議通話
の人数を増やすには、この手順を繰り返します。
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グループ通話の管理
グループ通話中に、個人的な会話を行うなどの目的で参加者をグループから分ける、またはグループ通話か
ら切断することができます。

1. グループ通話画面から「グループ通話の管理」をタップし、グループ通話に参加している連絡先リストを
開きます。

2. グループ通話から連絡先を削除するには  をタップします。グループ通話から参加者を切断するに

は  をタップします。

3.  をタップすると、グループ通話に戻ります。
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通話の録音
本機では通話の内容を録音することができます。

1. 連絡先を呼び出す、または番号をダイヤルします。

2.  をタップし録音します。

重要:	通話中の電話を録音する際は、事前に通話相手に許可を求めてください。

3. 録音を停止するには、  をタップします。この  アイコンがシステム通知バーに表示されます。

4. 画面の左上を下方向になぞり「保存された通話録音」の通知をタップすると、録音した内容を確認するこ
とができます。
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連絡先を管理する
連絡先を整理すれば、電話やSMSメッセージ、メール、ソーシャルネットワーク等を通じてのコミュニケーショ
ンを円滑に行うことができます。複数の連絡先をお気に入りでグループ化して一度に連絡する、VIPとしてグル
ープ化して予定や不在着信、未読メッセージの通知を一括して行うなどの使用方法が可能です。
メールやソーシャルネットワークのアカウントと連絡先を同期する、連絡先情報を1つの場所で管理する、連
絡を頻繁に行う連絡先を分類するなども可能です。

連絡帳アプリを起動する
ホーム画面で連絡帳を起動します。次のいずれかの操作で起動します。

• 「ASUS」→「連絡帳」の順にタップします。

• ホーム画面で、  →「連絡帳」の順にタップします。

連絡先の設定
連絡帳の設定で、連絡先の表示形式を選択することができます。表示オプションには、電話番号を含む連絡先
だけを表示する、名字/名前で並べ替える、名字/名前で連絡先の名前を表示する、などがあります。また、連絡
先で表示するタブを選択することができます。 
お気に入り、グループ、VIP

連絡先の設定を行うには、連絡帳アプリで 	→「設定」の順にタップします。

プロファイルの設定
自分の情報をプロファイルとして追加し保存することができます。

1. 連絡帳アプリを起動し、「プロフィールの設定」をタップします。

注:	プロフィールは、Googleアカウントを設定したときに表示されます。

2. 携帯電話の番号または自宅の番号などの情報を入力します。その他の情報を追加するには、「別のフィー
ルドを追加」をタップします。

3. 完了したら、「完了」をタップします。プロファイル情報を表示するには、画面の右上から下方向へなぞり、
クイック設定パネルを起動し、あなたの名前が付いたボタンをタップします。
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連絡先の追加
連絡先情報を本機や企業/Google/他のメールアカウントに追加し、電話番号やメールアドレス、VIPだけの予
定などの、より重要な連絡先情報を記入します。

1. 連絡帳アプリを起動し、   をタップします。

2. 「デバイス」を選択します。

注:	
• 連絡先をSIMカードまたはメールアカウントに保存することもできます。
• メールアカウントをお持ちでない場合は「アカウントの追加」をタップし、作成してください。

3. 携帯電話の番号や自宅の番号、メール アドレス、連絡先グループなど、必要な情報を入力します。

4. 連絡先番号やメールアドレスを追加したい場合は、「新規」をタップします。

5. 他の連絡先情報を追加したい場合は、「別のフィールドを追加」をタップします。

6. 完了したら「完了」をタップします。
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連絡先番号に内線番号を追加する
連絡先の内線番号を追加し、通話を開始するときの音声プロンプトをスキップすることができます。

1. 連絡先追加の画面で、必要な情報を入力します。

2. 電話の欄で、電話番号を入力し「 」または「 」をタップし、内線番号を入力します。

注:	
• 音声プロンプトをスキップしたい場合は、「,」で内線番号と電話番号を区切ります。
• 内線に通話を繋ぐときに内線番号を確認したい場合は、「;」で内線番号と電話番号を区切ってください。

3. 「完了」をタップし、番号を保存します。
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連絡先のプロファイルのカスタマイズ
連絡先の情報の編集、写真の追加、着信音の設定、プロファイルのカバー用の写真の撮影など、プロファイル
をカスタマイズすることができます。

1. 連絡帳アプリを起動し、その情報やプロファイルの編集またはカスタマイズしたい連絡先を選択します。

2. 変更は、連絡先のプロファイルページから行います。

ギャラリーから写真を選択/写真を撮影し、連絡先の写真として追加

連絡先の情報を編集

• ギャラリーから写真を選択/写真を撮影し、連絡先のカバー写真として
追加

• FacebookのプロファイルカバーをFacebookの連絡先用のテーマカ
バーとして表示可能

VIPを設定する
連絡先をVIPに追加すると、予定や記念日、誕生日などの大切な予定の通知を表示させることができます。ま
た、VIPに追加した連絡先からの未読メッセージやメール、不在着信などの通知を表示させることもできます。
通知は「What' s Next」のアラートやリマインダーとして表示されます。

注:	詳細は次の項目をご参照ください。What’s Next 

連絡先の情報画面からVIPの設定をする
手順

1. 連絡帳アプリを起動し、VIPに追加したい連絡先をタップし  をタップします。

2. 選択した連絡先の画面で「グループ」の下にある「VIP」を選択します。

3. 完了したら、「完了」をタップします。VIPリストに連絡先が追加されます。
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VIP画面でVIPの設定をする
手順

1. 連絡帳アプリを起動します。

2.	  →「VIP」をタップします。

3. VIP画面で  をタップします。

4. VIPとしてグループ化したい連絡先を選択し、「追加」をタップします。連絡先がVIPリストに追加されます。
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予定をVIP連絡先に追加する
記念日や誕生日、その他の重要な予定などをVIP連絡先に追加することができます。

1. 連絡帳アプリを起動し、予定の詳細を追加したい連絡先をタップし  をタップします。

2. 連絡先の情報画面で「別のフィールドを追加」→「予定」の順にタップします。

3. 予定の日付を選択し、「設定」をタップします。

4. グループ欄の下の「VIP」を選択します。完了したら、「完了」をタップします。

5. 連絡先の特別な予定は、予定のカレンダーに表示されます。予定のアラートを表示したい場合は、カレン
ダーアプリでリマインダーの時刻を設定します。

注:	
• 予定のリマインダーの時刻を「カレンダー」で設定すると、「What’s Next」のアラート/リマインダーとして表示さ

せることができます。
• 予定のリマインダーを表示させる以外にも、新しいメール/SMSメッセージや不在着信の通知を「What's Next」

で表示させることもできます。詳細は次の項目をご参照ください 。What’s Next
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4. 完了したら「追加」をタップします。追加したすべての連絡先がお気に入りに表示されます。

注：

• お気に入りを参照するには、ホーム画面で  →   の順にタップします。
• 詳細は次の項目をご参照ください。お気に入りの連絡先に通話する 
• VIPとしてお気に入りの連絡先を設定することもできます。 

詳細は次の項目をご参照ください。VIPを設定する 

お気に入りの連絡先をマークする
頻繁に通話する連絡先をお気に入りに追加すれば、電話アプリで簡単に通話できるようになります。

1. 以下のいずれかの方法で連絡帳アプリを起動します。

a. ホーム画面から 「ASUS」→「連絡先」の順にタップします。

b. すべてのアプリ画面で「連絡先」をタップします。

2. 連絡帳アプリ画面から  →  の順にタップします。

3. お気に入りに追加したい連絡先のボックスをチェックします。
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連絡先をインポートする
別のソースと本機またはメールアカウントとの間で、連絡先と関連データをインポートすることができます。

1. 「ASUS」→「連絡先」→ 	→「連絡先の管理」の順にタップします。

2. 「インポート/エクスポート」をタップし、次のインポートオプションから1つ選択します。

a. SIM 1カード/SIM 2カードからインポート

b. ストレージからインポート

3.  連絡先を保存する場所を選択します。

a. メールアカウント

b. デバイス

c. SIM1/SIM2

4. インポートする連絡先を選択し、「インポート」をタップします。

連絡先のエクスポート
本機内のストレージアカウントのいずれかに連絡先をエクスポートすることができます。

1. 「ASUS」→「連絡先」→ 	→「連絡先の管理」の順にタップします。

2. 「インポート/エクスポート」をタップし、次のエクスポートオプションから1つ選択します。

a. SIM 1カード/SIM 2カードにエクスポート

b. ストレージにエクスポート

3.  タップし、次のアカウントから連絡先を選択します。

a. すべての連絡先

b. メールアカウント

c. デバイス

d. SIM1/SIM2

4. エクスポートしたい連絡先を選択します。

5. 完了したら「エクスポート」をタップします。
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ブロックリストの管理

連絡先/番号をブロックする
ブロックする連絡先や番号をリストにし、不要な通話やメッセージの受信を避けることができます。ブロックし
た通話やメッセージはブロックリストのアーカイブに保存されます。

1. 「ASUS」→「連絡先」→ 	→「連絡先の管理」の順にタップします。

2.  をタップし、次のいずれかの手順を行います。
 • 連絡先をブロックするには、「連絡先から選択」をタップし、ブロックしたい連絡先を選択します。
 • 番号をブロックするには、「番号を入力」をタップし、ブロックしたい番号を選択します。

3. 完了したら「OK」をタップします。

連絡先/番号のブロックを解除する
リストからブロックした連絡先/番号を削除し、再度通話やメッセージを受け取ることができます。

1. 「ASUS」→「連絡帳」→ 	→「連絡先の管理」の順にタップします。

2. 	→	「連絡先の管理」の順にタップします。

3. ブロック解除したい連絡先/番号を選択し、「ブロックリストから削除」→「OK」の順にタップします。

ソーシャルネットワークと連絡先
連絡帳に登録された各連絡先とそのソーシャルネットワークのアカウントを結合すると、彼らのプロファイル
やニュース、フィードなどを確認するのに便利です。リアルタイムで連絡先のニュースや出来事を更新するこ
とができます。

重要:	各連絡先のソーシャルネットワークのアカウントを結合する際は、ソーシャルネットワークのアカウントにロ
グインし、その設定を同期する必要があります。

ソーシャルネットワークのアカウントを同期する
ソーシャルネットワークのアカウントを同期し、連絡先のソーシャルネットワークのアカウントを本機に追加し
ます。

1.  次のいずれかの設定で設定アプリを開きます。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、	  →「設定」をタップします。

2. 設定画面で、「アカウント」の下にあるソーシャルネットワークのアカウントをタップします。

3. 「連絡先」をチェックし、各連絡先のソーシャルネットワークのアカウントを同期します。
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4. 連絡先リストを表示するには、連絡帳アプリを起動します。

5. ソーシャルネットワークのアカウントと連絡先だけを表示するには、「表示する連絡先」をタップし、他の
連絡先ソースのチェックを外し、ソーシャルネットワーク名はチェックしたままにします。

6. 完了したら、  または画面上の任意の場所をタップします。

通話記録のバックアップ/復旧 (特定モデルのみ)
通話記録を本機に保存することができます。また、保存した通話記録をオンラインストレージアカウントで送
信する、インストールしたメールアプリで送信することもできます。

通話記録のバックアップを作成する
1. ホーム画面から電話アプリをタップし、  をタップしキーパッドを非表示にします。

2.  →「通話ログのバックアップ」の順にタップします。

3. 「デバイスへの通話ログのバックアップ」をタップし、本機に通話記録のバックアップを保存します。通話
記録のバックアップをメール送信するには、「デバイスへの通話ログのバックアップし、送信する」をタップ
します。

4. バックアップファイルに名前を付け、「OK」をタップします。バックアップが完了したら「OK」をタップし
ます。

通話記録のバックアップを復元する
1. ホーム画面から電話アプリをタップし、  をタップしキーパッドを非表示にします。

2.  →「通話ログを復元する」の順にタップします。

3. 復元したい通話記録を選択し、「OK」をタップします。

4. 復元が完了したら「OK」をタップします。  をタップすると、復元した通話機録が表示されます。
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通話設定 （特定モデルのみ)
着信/発信通話、通話制限、本国への通話等の設定を行います。

1. 次のいずれかの設定で設定画面を開きます。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. 「通話設定」をタップし、設定したい項目を選択します。

着信通話の設定
着信音 SIM 1/SIM 2カードの着信音を設定します。
着信時のバイブレーション 着信を受信したときに本機を振動させます。
着信転送 通話を他の番号に転送したいとき、この機能を使用します。 

転送オプション:  
常に転送、通話中の着信時に転送、不在着信時に転送、着信不能時に
転送

応答拒否メッセージの編集 着信通話に応答できないときに、メッセージを作成/選択し、相手に送
信することができます。

着信通話用のヘッドセットの
設定

Bluetooth/有線ヘッドセットを本機に接続しているとき、着信への自動
返信、または待機時間を設定することができます。

発信通話の設定
ダイヤルパッドのタッチ操作音 電話アプリでのダイヤルパッドの音の有効/無効を設定します。
接続時の通知の設定 接続時のアラートとして本機を振動させるかを設定します。
発信番号制限	(FDN) この設定により、FDNリスト内の番号に限定して通話を発信することが

できます。お使いのSIMカードでFDNサービスを利用する際は、ご契約
の通信事業者にご確認ください。

本国へダイヤル 本国へダイヤルする機能を設定/有効にします。詳細は次の項目をご
参照ください 。本国へダイヤル 

その他の通話設定
通話時間 通話時間の長さを表示します。通話時間の計測方法は、通信事業者に

より異なります。
ボイスメール 通信事業者と音声メールサービスを契約している場合、音声メールの

設定を行うことができます。

補助機能 補助機能の有効/無効を設定します。補助機能は聴覚障害者用のコミ
ュニケーションツールです。

インターネット通話の設定
SIPアカウント インターネット経由のビデオ通話で使用するSIPアカウントに関する設

定を行います。SIPアカウントについては、ご契約の通信事業者にご相
談ください。

インターネット通話を使用 インターネット経由のビデオ通話に関する設定を行います。
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メッセージの送信など

メッセージ（特定モデルのみ）
本機のSIMカードに保存された連絡先を使用し、メッセージの送信や応答が可能です。メッセージスレッドや
会話を他の連絡先にメール送信し、彼らを参加させることもできます。

メッセージアプリの起動
ホーム画面で、次のいずれかの操作でメッセージアプリを起動します。

•  をタップします。

• ホーム画面で、  →「メッセージ」の順にタップします。

メッセージの送信
1. メッセージアプリを起動し、  をタップします。

2. 「To」の欄に番号を入力するか、  をタップしリストから連絡先を選択します。

3. メッセージを「メッセージを入力」の欄に入力します。

4. 完了したら、メッセージの送信で使用するSIMアカウントを選択します。

メッセージに返信する
1. ホーム画面またはロック画面でメッセージアラートをタップします。

2. 返信メッセージを「メッセージを入力」の欄に入力します。

3. 完了したら、返信メッセージの送信で使用するSIMアカウントを選択します。

メッセージをブロックする
営業や広告メッセージ、望まない送信者からのメッセージなどのスパムメッセージをブロックすることができ
ます。

1. ホーム画面で  をタップし、メッセージを受信したくない送信者のスレッドをタップします。

2.  →「ブロックリストに追加」の順にタップします。

3. 「OK」をタップし確認します。
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メッセージスレッドを転送する
メッセージスレッドや会話を他の連絡先に転送したり、大切なメッセージへの応答を忘れないようにアラート
を設定したりすることが可能です。

1. ホーム画面から  をタップします。

2. メッセージスレッドをタップし、 →「SMSの会話を転送する」の順にタップします。

3. 「すべて選択」またはスレッドから任意のメッセージをタップし、「転送」をタップします。

4. 「To」の欄で  をタップし、連絡先のメールアドレスまたは携帯電話の番号を選択します。

5. 完了したら、メッセージの送信で使用するSIMアカウントを選択します。会話はMMSメッセージとして転
送されます。

注:	
• 通信事業者とMMSの契約をしていることをご確認ください。
• 本機のデータアクセス機能が有効になっていることをご確認ください。ホーム画面から  →「設定」→「その
他..」 →「モバイルネットワーク」の順にタップし、「データ通信を有効にする」を選択します。

• 会話を転送すると、モバイルデータとメッセージ送信費用が発生します。

後でメッセージする
重要なメッセージを後で返信するタスクとして「やることリスト」に追加することができます。

1. メッセージ画面で  をタップします。

2. 「後で返信する」をタップします。メッセージが「やることリスト」 に追加されます。

3. 通話を確認し返信するには、ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」を起動し、確認します。

注:	「後で返信するメッセージ」に対する返信については、次の項目をご参照ください。今すぐ返信する（特定モデ
ルのみ） 
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その他のメッセージオプション
メッセージスレッドが進行中の場合、またはメッセージ入力中に  をタップすると、次の他のオプションを利
用することができます。

件名を追加 メッセージのタイトルを追加することができます。
絵文字の挿入 メッセージにスマイルマークや絵文字を挿入することができます。
テキストテンプレートの
挿入 メッセージの本文に返信メッセージのテンプレートを挿入することができます。

メッセージの削除 スレッドからメッセージを削除することができます。

設定 メッセージの設定を行います。

Omlet Chat
Omletチャットはオンラインメッセージアプリです。他のユーザーとチャットをお楽しみいただけます。また、デ
ータを安全にプライベートクラウドアカウントに保存しデータを管理することができます。

注:	
•	 Omletチャットは一部の国や地域でのみ利用することができます。
• 初めて使用する場合は、PlayストアでOmletチャットを更新する必要があります。Omletチャットを更新するに

は、Googleアカウントが必要です。

Omletチャットへの登録
次のいずれかのアカウントでOmletチャットに登録します。
•  携帯電話の番号
•  メールアカウント
•  Gmailアカウント
•  Facebookアカウント

携帯電話の番号を使用する
携帯電話の番号を使用して登録する

1. ホーム画面で、  →「Omletチャット」の順にタップします。

2. サインアップ画面で画面を左方向になぞると、主な機能についての説明が表示されます。すぐに登録し
たい場合は、「スキップ」をタップします。

3. 現在本機を使用している国または地域を選択し、携帯電話の番号を入力し、「次へ」をタップし、PINを含
むショートメッセージを受信します。

4. PINを入力し「次へ」をタップします。

5. 名前を入力し、「開始」をタップします。
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6. 「OK！そうしましょう！」をタップし、連絡先リストからあなたの友人を更新します。手動で追加する場合は 
「いいえ。結構です。」をタップします。

注:	Omletの連絡先は自動的に連絡帳アプリの情報と結合されます。 
詳細は次の項目をご参照ください。連絡帳アプリからOmletの連絡先を表示する 

Google™ アカウントを使用する
手順

1. ホーム画面で、  →「Omletチャット」の順にタップします。

2. サインアップ画面で「ここで別のアカウントを登録」→「Google」の順にタップします。

3. 「OK」をタップし、本機が登録されているGoogleアカウントを使用します。

4. 名前を入力し、「開始」をタップします。

5. 「OK！そうしましょう！」をタップし、連絡先リストからあなたの友人を更新します。手動で追加する場合は 
「いいえ。結構です。」をタップします。

注:	Omletの連絡先は自動的に連絡帳アプリの情報と結合されます。 
詳細は次の項目をご参照ください。連絡帳アプリからOmletの連絡先を表示する

6. をタップし、Omletチャットメニューを表示します。

メールアカウントを使用する
手順

1. ホーム画面で、  →「Omletチャット」の順にタップします。

2. サインアップ画面で「ここで別のアカウントを登録」→「メール」の順にタップします。

3.  メールアカウントを入力し「次へ」をタップします。Omletチャットはメールアカウントに確認メッセージ
を送信します。

4. メールアカウントから確認メールを開き、リンクを開きアカウントを有効にします。

5. 名前を入力し、「開始」をタップします。

6. 「OK！そうしましょう！」をタップし、連絡先リストからあなたの友人を更新します。手動で追加する場合は 
「いいえ。結構です。」をタップします。

注:	Omletの連絡先は自動的に連絡帳アプリの情報と結合されます。 
詳細は次の項目をご参照ください。連絡帳アプリからOmletの連絡先を表示する

7. をタップし、Omletチャットメニューを表示します。
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Facebookのアカウントを使用する
手順

1. ホーム画面で、  →「Omletチャット」の順にタップします。

2. サインアップ画面で「ここで別のアカウントを登録」→「Facebook」の順にタップします。Facebookが開き
ます。Facebookアカウントにログインしてください。

3. Facebookアカウントにログインし、「OK」をタップします。

4. 名前を入力し、「開始」をタップします。

5. 「OK！そうしましょう！」をタップし、連絡先リストからあなたの友人を更新します。手動で追加する場合は 
「いいえ。結構です。」をタップします。

注:	Omletの連絡先は自動的に連絡帳アプリの情報と結合されます。 
詳細は次の項目をご参照ください。連絡帳アプリからOmletの連絡先を表示する 

6. をタップし、Omletチャットメニューを表示します。

Omletに招待する
招待状を他のユーザーのメールまたはFacebookアカウントに送信し、Omletに招待しましょう。

Facebookで招待する
手順

1. Omletチャット画面から、 をタップし、Omletチャットメニューを表示します。

2. 「連絡先」→「友達を追加」の順にタップします。

3. 連絡先追加画面で「Facebookの友達」をタップします。

4. Facebookアカウントにログインし、「OK」をタップし Omletチャットがアカウントにアクセスするのを許可
します。

5. 「+」をタップして連絡先をタップし、「送信」をタップします。

メールで招待する
1. Omletチャット画面から、 をタップし、Omletチャットメニューを表示します。

2. 「連絡先」→「友達を追加」の順にタップします。

3. 連絡先追加画面で「アドレス帳友達を招待」をタップします。

4. ボックスにチェックして連絡先を選択し、  をタップします。
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Omletチャットの使用
Omletチャットは文字チャットはもちろん、マルチメディアメッセージの送信が可能な、楽しく創造的でインタ
ラクティブなチャットツールです。
会話を開始する

1. Omletチャット画面から、 をタップし、Omletチャットメニューを表示し、「連絡先」をタップします。

2. チャットしたい連絡先をタップし、  をタップします。

チャットメッセージの送信
メッセージを送信するには、「どうしてますか？」の欄に文字を入力し  をタップします。

音声メッセージの送信
音声メッセージを送信するには、  を長押ししながらマイクに向かって話します。  を離すとメッセー
ジを送信します。

ステッカーの送信
ステッカーを送信するには、使用可能なステッカーを選択し、  をタップします。

注:	Sticker Storeからステッカーをダウンロードすることができます。ステッカーをダウンロードするには、  → 
 →  の順にタップします。
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ドロワーアプリを使用する
Omletチャットには、ドロワー型アプリが採用されており、マルチメディアメッセージを共有することができ
ます。
これらのアプリを使用するには、チャットスレッドで   をタップし、アプリリストからアプリを選択しマルチ
メディアメッセージを送信します。

マップスニペットで 
現在の住所を送信

絵や落書きを作成し送信

本機内の写真を選択し送信

カメラアプリで 
撮影した写真を送信

アプリリストにアプリを追加、 
アプリを使用）

写真を編集して送信

保存された写真から 
ステッカーを作成

インターネット上のGIF
ファイルを検索し、 
メッセージスレッドに
GIFファイルを送信

上の画面を上方向になぞるとこれらのアイコンが表示されます。

調査/アンケートを送信

YouTubeから 
ビデオクリップを検索・送信

その他のドロワーアプリ
デフォルト設定のアプリ以外にも、Omletチャットで使用できるアプリが沢山あります。その他のドロワーアプ
リを表示するには、チャットスレッドから をタップし、 をタップします。

その他のドロワーアプリを使用する
その他のドロワーアプリを使用するには、 をタップして起動します。

ドロワーアプリのリストに他のアプリを追加する
 をタップすると、その他のアプリが表示されます。追加したいアプリを長押しし、「Pin	it!」をタップします。

注:	利用可能なドロワーアプリは、地域によって異なる場合があります。
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ギャラリーアプリで共有された写真を表示する
Omletチャットのチャット室で共有した写真は、本機に自動的に保存されます。共有された写真はギャラリー
アプリで参照することができます。
手順

1. 以下のいずれかの方法でギャラリーアプリを起動します。

a. ホーム画面から 「ASUS」→「ギャラリー」の順にタップします。

b. すべてのアプリ画面で「ギャラリー」をタップします。

2. ギャラリーのメイン画面で  をタップし、次のオプションのいずれかを選択します。

a. すべての共有写真

b. チャット室

c. 共有者
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すべての共有した写真を表示する
「すべての共有写真」をタップすると、Omletチャットの連絡先と共有するすべての写真が表示されます。

チャット室で共有された写真を表示する
「チャット室」をタップすると、チャット室またはソーシャルホットスポットで共有された写真が表示されます。
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共有者で共有された写真を表示する
「共有者」をタップすると、Omletチャットの連絡先で共有された写真が表示されます。

連絡帳アプリからOmletの連絡先を表示する
Omletチャットの連絡先と繋がる以外にも、連絡帳アプリを使用し、Omletチャットの連絡先を表示/チャットす
ることができます。Omletチャットの連絡先を連絡帳アプリの連絡先に結合することで、Omletチャットを起動
せずにOmletチャットの連絡先を簡単に検索しチャットすることができます。

手順

1. 以下のいずれかの方法で連絡帳アプリを起動します。

a. ホーム画面から 「ASUS」→「連絡先」の順にタップします。

b. ホーム画面から電話アプリをタップし、  をタップします。

c. すべてのアプリ画面で「連絡先」をタップします。
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3. Omletチャット以外のすべての連絡先グループのチェックを外し、画面上の任意の場所をタップします。
連絡先にOmletチャットの連絡先が表示されます。

4. Omletチャットの連絡先の1つをタップすると、情報を参照、または直接チャットすることができます。

2. 「表示する連絡先」ドロップダウンリストをタップすると、連絡先グループが表示されます。



64

Omletチャットとクラウドを同期する
Dropbox、Box、Baidu PCSクラウドアカウントをお持ちの場合は、Omletチャットで安全にチャットとログを直
接アップロードすることができます。
Omletチャットでアップロードする際は、事前にクラウドアカウントをOmletチャットに同期する必要があり
ます。

1. Omletチャットメニューで「設定」をタップします。

2. 「クラウドストレージ」をタップし、次のクラウドサービスから1つ選択します。

a. Dropbox

b. Box

c. Baidu PCS

3. ユーザー名とパスワードを入力し、クラウドにログインします。画面の指示に従い、クラウドアカウントと
Omletチャットを同期します。
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カメラ機能 4
4	 カメラ機能

注:	本書記載の画面/写真の内容は参照用で、実際の製品の内容と異なる場合があります。

写真・動画の撮影

カメラアプリの起動
本機に搭載のカメラアプリで、写真や動画を撮影することができます。カメラアプリを開くには、次のいずれ
かの手順で行います。

ロック画面から
カメラアプリが起動されるまで を下方向にドラッグします。

カメラウィジェットを使用する
ロック画面で左にスワイプすると、カメラウィジェットが起動しカメラアプリが自動的に起動します。

ホーム画面から
をタップします。

音量キーを使用する
本機がスリープ状態のときは、音量キーをダブルクリックし、ウェイクアップしてカメラアプリを起動します。

注:	音量キーでカメラアプリを起動する場合は、事前にこの機能を有効にする必要があります。「設定」→「ロック画
面」でインスタントカメラを「ON」にスライドし有効にします。
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カメラを初めて使用する
カメラを初めて起動すると、チュートリアルと撮影場所の2つの機能が起動します。

チュートリアル
初めて本機のカメラを使用しカメラアプリを起動すると、次のチュートリアル画面が表示されます。次の手順
でこの機能を使用します。

1. チュートリアルを参照しない場合は「無視」を、参照する場合は「開始」をタップします。

2. 続いて撮影場所画面が表示されます。

撮影場所
チュートリアルの後に撮影場所の記録の設定画面が表示されます。この機能で、写真や動画用に自動的に場
所タグを作成することができます。次の手順に従って、この機能をご利用ください。

1. 撮影場所画面でカメラ画面に進むには「いいえ」を、場所タグのセットアップを行うには「はい」をタップし
ます。

2. 「位置情報」を「ON」にスライドすると場所タグ機能が有効になります。

3. 次の画面で「同意する」をタップすると、機能が完全に有効になります。続いてカメラ画面が開きます。
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カメラの詳細設定

フロントカメラとリアカメラの切り替え

ギャラリー

ズームイン/ズームアウト

動画撮影
写真撮影
Turbo Burst

設定の調整 効果の適用

カメラのホーム画面
本機のカメラには、自動シーン検出機能と画像を自動的に安定させる機能が搭載されています。また、動画撮
影時の手ぶれを自動的に補正する機能も搭載されています。
各アイコンでカメラアプリの操作を行います。
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シューティングモード（撮影モード）
タイマー機能のシャッター速度や連続撮影機能の速度を調整することができます。

露出
「タッチ自動露出」または「顔認識」を有効にします。

写真の設定
次の手順でカメラの設定を行います。撮影した写真を調整することができます。

重要:	写真や動画を撮る前に設定を適用してください。

1. カメラのホーム画面で、  →  の順にタップします。

2. 下方向にスクロールし、使用可能なオプションを設定します。

画像
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露出
「タッチ自動露出」を有効にします。

動画の設定
次の手順でカメラの設定を行います。撮影した動画を調整することができます。

重要:	写真や動画を撮る前に設定を適用してください。

1. カメラのホーム画面で、  →  の順にタップします。

2. 下方向にスクロールし、使用可能なオプションを設定します。

画像
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カメラ詳細機能
詳細機能を利用することで、写真・動画の撮影がより楽しくより豊かなものになります。

重要:	写真や動画を撮る前に設定を適用してください。利用可能な機能は、モデルによって異なる場合があります。

タイムシフト撮影
「タイムシフト撮影」を選択すると、シャッターボタンを押す2秒前にバースト（連続）撮影を行います。撮影し

た画像の中から一番気に入ったものをギャラリーに保存することができます。

注:	タイムシフト撮影機能はリアカメラでのみ利用できる機能です。

タイムシフト撮影機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「タイムシフト撮影」の順にタップします。

3.  または音量キーをタップし、写真の撮影を開始します。

タイムシフトビューア
1. シャッターを押すと、撮影した写真の上部にタイムシフトビューアが表示されます。ビューアのボタンを

回転すると、撮影した写真を閲覧することができます。

注:	「Best」をタップすると、お勧めの画像が選択されます。

2. 写真を選択し「完了」をタップし、ギャラリーに保存します。

HDR
HDR（High-dynamic-range) 機能は、明暗部分を強調することで肉眼で見た映像により近い写真を合成する
技術です。HDRは明るい場所で取った写真の処理に適しています。

HDR機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「HDR」をタップします。

3.  または音量キーをタップし、HDR画像の撮影を開始します。
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パノラマ
パノラマを使用して様々な角度から写真を撮影することができます。広い範囲から撮影した写真を自動的に
パノラマ写真に合成します。

パノラマ写真の撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「パノラマ」の順にタップします。

3.   または音量キーをタップし、本機を左右いずれかの方向にゆっくり動かしながら写真を撮影します。

注:	パノラマ撮影中は、複数のサムネール画像が時系列で表示されます。

4. 完了したら  をタップします。

夜景
この機能は、夜間や暗い場所での撮影に適しています。

注:	撮影中は本機が揺れないようご注意ください。写真の乱れの原因となります。

夜景機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「夜景」の順にタップします。

3.  または音量キーをタップし、写真の撮影を開始します。
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自分撮り
高解像度のリアカメラを使って、シャッターボタンを押さずに写真を撮影することができます。顔検出機能に
より、4人までの顔を自動的に検出するため、自分撮り（グループ撮りも）が簡単に楽しめます。

自分撮り機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「自分撮り」の順にタップします。

3.  をタップし、写真に含む人数を選択します。

4. リアカメラは顔を検出するとカウントダウンを始め、自動的に写真を撮影します。

5. 撮影した写真の上部にタイムシフトビューアが表示されます。ビューアのボタンを回転すると、撮影した
写真を閲覧することができます。

6. 写真を選択し「完了」をタップし、ギャラリーに保存します。

スマートリムーブ
写真を撮影した後に不要な部分を削除することができます。

スマートリムーブ機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.   →「スマートリムーブ」の順にタップします。

3.  または音量キーをタップし、写真の撮影を開始します。

4. 次の画面では、撮影した写真とその中で削除できる部分が表示されます。

5.  をタップし、検出された部分を削除する、または  をタップし、カメラアプリに戻ります。
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オールスマイル
笑顔の写った写真を撮りやすくする機能です。この機能を有効にしシャッターボタンを押すと、顔を検出して
から自動的に写真を最大5枚撮影します。

オールスマイル機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「オールスマイル」の順にタップします。

3.  または音量キーをタップし、写真の撮影を開始します。

4. 画面上の指示に従って一番気に入った写真を選択します。

美人効果
顔を検出して、より美しくハンサムに加工することができます。各種効果により、顔を美しく加工します。

美人効果機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「美人効果」の順にタップします。

3.   をタップし、写真の撮影を開始します。

GIFアニメーション
GIFアニメーション写真を作成することができます。

GIUFアニメーション機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「GIFアニメーション」の順にタップします。

3.  をタップし、写真の撮影を開始します。
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低速度撮影機能
低速度撮影機能を使用すると、低速度撮影再生用の静止写真を自動的に撮影することができます。低速度撮
影再生では、撮影時間は長くなりますが、再生時は早送りのように再生されます。

低速度撮影機能での写真撮影
1. カメラアプリのホーム画面で、  をタップします。

2.  →「低速度撮影」の順にタップします。

3.  をタップし、写真の撮影を開始します。
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ギャラリーの使用
ギャラリーでは画像の参照や動画の再生が可能です。
また、本機に保存した画像や動画ファイルの編集、共有、削除も可能です。ギャラリーでは、スライドショーの
再生や画像/動画ファイルの参照が可能です。
ギャラリーを起動するには、  →「ギャラリー」の順にタップします。

ソーシャルネットワークやクラウドストレージからファイルを表示する
デフォルト設定では、本機内の全てのメディアファイルがアルバムとしてギャラリーに表示されます。
他の場所にあるメディアファイルを本機で表示する

1. メイン画面から  をタップします。

2. ソースを選択すると、そのメディアファイルが表示されます。

注:	
• クラウドアカウントから本機に写真をダウンロードし、壁紙や連絡先の表紙画像として使用することができ

ます。
• 連絡先に表紙画像を追加する方法の詳細は、次の項目をご参照ください。連絡先のプロファイルのカスタマイ

ズ 
• 壁紙として写真や画像を使用する方法の詳細は、次の項目をご参照ください。壁紙 

重要:	「マイクラウド写真」と「友達の写真」内のファイルを参照するには、インターネット接続が必要です。



76

撮影場所の表示
本機の位置情報アクセス機能を有効にすると、写真の位置情報を取得することができます。あなたの写真の
位置情報には、写真が撮影された場所だけではなく、Googleマップでの情報も含まれます。
写真の詳細を表示する

1. ホーム画面で、 	→「設定」→「位置情報」で位置情報アクセス機能をオンにします。

2. 位置情報をGoogleマップと共有していることをご確認ください。

3. ギャラリーアプリを起動し、詳細を表示したい写真を選択します。

4. 写真をタップし、  をタップします。
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ギャラリーのファイルを共有する
1. ギャラリー画面から、共有したいファイルが保存されているフォルダーをタップします。

2. フォルダーを開き、  をタップしてファイルを選択します。

3. 共有したいファイルをタップします。選択すると画像の上にチェックマークが表示されます。

4.  をタップし、画像を共有したい場所をリストから選択します。

ギャラリーからファイルを削除する
1. ギャラリー画面から、削除したいファイルが保存されているフォルダーをタップします。

2. フォルダーを開き、  をタップしてファイルを選択します。

3. 削除するファイルをタップします。選択すると画像の上にチェックマークが表示されます。

4.  をタップします。

画像の編集
ギャラリーでは、独自の画像編集ツールで本機に保存した画像を編集することができます。

1. ギャラリー画面から、編集したいファイルが保存されているフォルダーをタップします。

2. フォルダーを開き、タップしてファイルを選択します。

3. 画像が開いたら、もう一度タップすると各種機能が表示されます。

4.  をタップすると、編集用のツールバーが表示されます。

5. ツールバー上のアイコンをタップし、画像の編集を行います。

サムネイルや画像をズームイン/アウト
ギャラリー画面や画像を選択し、スクリーンパネル上で2本の指を広げると、画像がズームインします。指を狭
めるとズームアウトします。
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カレンダーのイベントウォールに写真を投稿する
ギャラリーでこの機能を有効にすると、カレンダーの予定から直接写真を閲覧することができます。撮影した
写真を予定の名前ですぐにグループ化することができます。

1. 本機で写真を取った後、ギャラリーを起動します。

2.	  →「イベントウォール」の順にタップします。

3. 「名前を入力するにはここをタップします」をタップし、カレンダーアプリで設定した予定 (イベント) のタ
イトルを入力します。

4. 予定 (イベント) で撮影した写真が入っているフォルダーの右上部分にある  をタップします。

5. 写真フォルダーに統合したいカレンダーの予定 (イベント) を選択します。

6. イベントウォールに写真が結合されると、写真フォルダーの右上部分に  アイコンが表示されます。

7. 予定 (イベント) の写真を表示するには、カレンダーアプリから予定 (イベント) を開き、  をタップします。

重要:	
•	 この機能は、カレンダー上の予定 (イベント) を設定しないと有効になりません。予定 (イベント) の設定方法の

詳細については、次の項目をご参照ください。カレンダー
•	 カレンダーの予定 (イベント) の日付/時刻が本機のカメラで撮影した写真のものと異なる場合、この機能は利

用できません。
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プレビューを表示

MiniMovieを使用する
ギャラリーのMiniMovie機能を使用し、写真をスライドショーで再生することができます。MiniMovieにはスラ
イドショーのテーマが含まれており、選択した写真にすぐに適用することができます。

注: お使いの機種によっては、機能を標準でサポートしていない場合があります。その場合、Google Playから
「MiniMovie」をダウンロードすることで、機能を使用することができます。

写真フォルダーからMiniMovieを作成する

1. ギャラリーを起動し、  をタップして写真フォルダーの場所を指定します。

2. 写真フォルダーを選択し、   →「MiniMovieを起動」の順にタップします。

3. スライドショーに使用したいMiniMovieのテーマを選択します。

4. テーマを選択した後、  をタップしスライドショーを保存します。

5. スライドショーはソーシャルネットワークやメッセージアプリで共有することができます。 
(Facebook、Google Plus、Omletチャットなど)
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選択した写真でMiniMovieを作成する

1. ギャラリーを起動し、   をタップして写真フォルダーの場所を指定します。

2.  をタップし、ファイルを選択します。

3. 写真を選択した後、「MiniMovie」をタップします。

4.	 スライドショーに使用したいMiniMovieのテーマを選択します。

プレビューを表示

5. テーマを選択した後、  をタップしMiniMovieを閉じます。

PlayToを使用する (特定モデルのみ)
PlayToでは、ギャラリーから互換性のあるストリーミングデバイスでファイルを再生することができます。
手順

1. ギャラリー画面から  をタップ、または表示したいファイルが保存されているフォルダーをタップ
します。

2.  →「PlayTo」の順にタップします。

3. 次の画面で、対応デバイスを選択すると、ファイルが表示されます。
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仕事は楽しく、遊びはもっと楽しく 5
5	 仕事は楽しく、遊びはもっと楽しく

ブラウザ
最先端のChromベースのエンジンを使用するブラウザで、高速インターネットサーフィンをお楽しみいただ
けます。テキストリフロー技術を採用し、クリーンで直感的なZenインターフェースは、ASUS Tabletの画面にウ
ェブコンテンツを最適化して表示することができます。Smart Reader機能で雑誌閲覧モードを使用すれば、バ
ナー広告などの不快な項目なしでオンライン/オフラインのお気に入りのウェブコンテンツを快適に閲覧する
ことができます。また、興味のあるページを後で読むタスクとしてマークし、時間のあるときに「やることリスト」
で読むことができます。

重要:	インターネットサーフィンやインターネット関連のタスクを行う場合、本機をWi-Fiまたはモバイルネットワー
クに接続する必要があります。詳細は次の項目をご参照ください 。Wi-Fi、Bluetoothなど 

ブラウザアプリを起動する
ホーム画面でブラウザアプリを起動します。次のいずれかの操作で起動します。

•  をタップします。

• ホーム画面で、  →「ブラウザ」をタップします。



82

ページを共有する
興味のあるページを本機からメールアカウントやクラウドストレージアカウント、Bluetooth、その他のASUS 
Tabletアプリを使用して、他のユーザーと共有することができます。

1. ブラウザを起動します。

2. ウェブページで  →「リンクを共有」の順にタップします。

3. ページを共有する際に媒体として利用するアカウントまたはアプリをタップします。

後でページを読む
「ウェブサイトで興味のあるコンテンツを見つけたけど、読む時間がない・・・」という場合でも、後で実行する
タスクとしてマークすることができます。アプリ「やることリスト」にタスクとして追加し、時間のあるときに後で
読むことができます。

1. そのページから  →「後で読む」の順にタップします。

2. ページを確認するには、ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」を起動し、確認します。

注:	後で読むウェブページを参照する際の詳細は、次の項目をご参照ください。 
タスクに追加したウェブページを読む

新しいタブを追加する
閲覧中のウェブサイトを非表示にし、新しいウィンドウを開き他のページを閲覧することができます。

1. 閲覧中のページから   →「新しいタブ」をタップ、または開いているタブのそばにある  をタップ
します。

2. URLフィールドにURLアドレスを入力し、本機でインターネットを閲覧することができます。

3. もう1つタブを追加したい場合は、再び手順1に従って追加します。

注:	
• お使いのブラウザで多くのウェブサイトを同時に開くと、読み込み速度が低下します。
• インターネット接続が遅くなる場合は、キャッシュを消去してみてください。 

詳細は次の項目をご参照ください。ブラウザのキャッシュを消去する

ブックマーク
お気に入りのページやウェブサイトをブックマークし、後で閲覧することができます。
手順

閲覧中のページから  →「ブックマークを保存」の順にタップします。次回ブラウザを開いたときに、ブックマー
クしたページをタップすれば、そのページを閲覧することができます。
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リーダーモード 
バナー広告やアイコン、メニュー等の不要な情報を含むウェブサイトを開いたとき、本機では自動的にリーダ
ーモードが有効になり、それらを非表示にすることができます。

注:	リーダーモード はウィキペディア、CNN、ESPN、BCC、NYタイムズの各サイトをサポートしています。

リーダーモードを使用する

• リーダーモードアイコン   をタップすると、不要なコンテンツが自動的に非表示になります。

• リーダーモードが有効になったページでは、次の操作が可能です

 •  をタップすると、保存したページが表示されます。
 •  をタップすると、マーカーツールが起動します。マーカーの色は変更することができます。印を

付けたい文章を選択してください。
 • 2本の指先の距離を広げる、または狭めることでページのズームイン/ズームアウトが可能です。

ページのズームイン/ズームアウト

Reader's Listを開く

マーカーツールを開く

他のユーザーとページを共有、またはReader's Listに保存



84

ブラウザのキャッシュを消去する
ブラウザのキャッシュを消去すると、一時的に本機に保存されたインターネット一時ファイル、ウェブサイ
ト、クッキーを削除することができます。これにより、ブラウザの読み込みパフォーマンスを向上させること
ができます。

1. ブラウザを起動します。

2.  →「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「キャッシュを消去」の順にタップします。

3. 確認メッセージで「OK」をタップします。

メール
Exchange、Gmail、Yahoo！ メール、Outlook、POP3/IMAPアカウントを追加すれば、本機でメールの作成・受
信・閲覧が可能です。メールアカウントと本機との間で、メールの連絡先の同期も可能です。

重要:	メールアカウントの追加、追加したアカウントでのメールの送受信の際は、本機をWi-Fi またはモバイルネッ
トワークに接続する必要があります。詳細は次の項目をご参照ください 。Wi-Fi、Bluetoothなど

メールアカウントの作成
既存の個人/仕事用メールアカウントを作成すれば、本機でメールの送受信、閲覧を行うことができます。
1. ホーム画面で「メール」をタップし、メールアプリを起動します。
2. 設定したいメールアカウントをタップします。
3. メールアドレスとアカウントを入力し、「次へ」をタップします。

注:	本機が受信/送信メールサーバー設定を自動的にチェックします。しばらくお待ちください。

4. 「アカウント設定」では、受信トレイの確認頻度、同期する日、受信メールの通知などの設定を行うことが
できます。完了したら「次へ」をタップします。

5. 発信メッセージに表示させたいアカウント名を入力し、「次へ」をタップし受信箱にログインします。

注:	本機で仕事用のアカウントを作成する場合は、ネットワーク管理者にメール設定の詳細をご確認ください。
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メールアカウントの追加
既存のメールアカウントをお持ちでない場合は、新しいアカウントを作成しましょう。本機でメールの送受信
が行えるようになります。

1. ホーム画面で「メール」をタップし、メールアプリを起動します。

2.  →「設定」の順にタップし、メールアカウントを追加します。

3. 追加したいメールアカウントをタップします。

4. 画面の指示に従い、新しいメールアカウントの設定を完了します。

注:	メールアカウントの作成 の手順3〜手順5に従ってセットアップを行うこともできます。

Gmailアカウントの作成
Gmailアカウントと作成すると、メールの送受信と閲覧はもちろん、Googleに関連するサービスとアプリを利
用することができます。

1. 「Google」→「Gmail」の順にタップします。

2. 「既存のアカウント」をタップしGmailアカウントとパスワードを入力し、  をタップします。

注:	
•  Googleアカウントをお持ちでない場合は、「新しいアカウント」をタップします。
• サインインの際は、本機がGoogleサーバーと通信しアカウントを作成します。完了するまでしばらく時間がかか

ります。

3. Google アカウントを使用し、ユーザー設定とデータをバップアップ・復元することができます。  をタッ
プし、Gmailアカウントにサインインします。

重要:	複数のメールアカウントをGmailに追加する場合は、メールアプリで全てのメールアカウントにアクセスする
ことができます。
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カレンダー
大切な予定やイベントなどを追加し、スケジュールを管理するのに最適なアプリです。予定やイベントの作成
はもちろん、リマインダーの設定、カウントダウンの設定もできますので、大切な予定やイベントを見逃しませ
ん。また、VIPの連絡先の誕生日や記念日などの予定やイベントを保存することができます。

予定の作成
手順

1. 「ASUS」 →「カレンダー」の順にタップします。

2. 「予定を作成」をタップし、予定を作成します。

3. 必要な情報を入力します。

4. カウントダウンを「ON」にします。この予定までの残り日数がシステム通知パネルにカウントダウンの形
で表示されます。

注:	システム通知パネルの詳細は、次の項目をご参照ください。システム通知

5 リマインダーの欄で、アラートまたはリマインダーを表示させたい時間を選択します。

6. 完了したら「完了」をタップし保存します。

カレンダーへのアカウントの追加
予定やイベントの作成の他にも、予定やイベントをオンラインアカウントと自動同期することもできます。この
機能を使用するには、次の手順でアカウントをカレンダーに追加する必要があります。

1. 「ASUS」 →「カレンダー」の順にタップします。

2.  →「アカウント」→ の順にタップします。

3. 追加したいアカウントをタップします。

4. その後は画面上の指示に従って、アカウントをカレンダーに追加します。
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アカウントからの予定の作成
カレンダーの同期を行うアカウントを追加した後、次の手順でそれらのアカウントの通知を作成することがで
きます。

1. 「ASUS」 →「カレンダー」の順にタップします。

2. 「予定を作成」をタップし、予定を作成します。

3. 「マイカレンダー」をタップし、カレンダーと同期されているアカウントを参照します。

4. 新しい予定の作成先となるアカウントを選択します。

5. 必要な情報を入力します。

注:	次の手順を続行する際は、事前にオンラインアカウントをカレンダーに追加する必要があります。 
詳細は次の項目をご参照ください 。カレンダーへのアカウントの追加

予定のアラートリマインダーを有効にする
カレンダーアプリのアラート機能を有効にすると、誕生日や記念日、会議等の重要な予定や事柄のアラートリ
マインダーと通知を行うことができます。

1. 「ASUS」 →「カレンダー」の順にタップします。

2.  →「アカウント」の順にタップします。

3. アラートリマインダーを受信したいアカウントをタップします。

注:	
• VIPの予定のアラートを設定する方法についての詳細は、次の項目をご参照ください。 

予定をVIP連絡先に追加する
• アラート/リマインダーは「What’s Next」で表示されます。
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What’s	Next
大切な人からのメッセージ、メール、着信電話など、もう大切なイベントを見逃すことはありません。予定やVIP
グループ、天気予報の更新設定等を設定し、「What's Next」の通知機能やリマインダー機能を利用することが
できます。「What's Next」の通知は、ロック画面、システム通知パネル、「What's Next」のウィジェットやアプリで
参照することができます。

予定のリマインダーを表示する
「What's Next」の予定のリマインダーを表示するには、次の設定を行います。

 • VIPの誕生日や記念日等の情報や予定を連絡帳アプリで設定します。 
詳細は次の項目をご参照ください 。予定をVIP連絡先に追加する

 • 予定とリマインダーを表示する時間は、カレンダーアプリで設定することができます。 
詳細は次の項目をご参照ください 。予定の作成
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予定への招待を承認/拒否する
招待メールを送受信するには、メールアプリでメールアカウントを設定する必要があります。招待メールを承
認すると、予定はカレンダーアプリと同期します。

注:	詳細は次の項目をご参照ください 。カレンダー

重要:	招待メールと予定に関連するアラートを受けるには、本機をWi-Fi またはモバイルネットワークに接続する
必要があります。詳細は次の項目をご参照ください 。Wi-Fi、Bluetoothなど

手順

1. 招待メールをタップし、開きます。

2. 承認する場合は「はい」を、拒否する場合は「いいえ」をタップします。返信メールが予定の作成者に送信
されます。
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予定に関連するアラートを表示する
招待メールを承認すると、予定の延期やキャンセル、場所の変更などがあると、リマインダーを受け取ること
ができます。予定に関するアラートはロック画面やシステム通知パネル、「What's Next」のウィジェットとアプリ
で表示されます。

予定のアラートを開始する
予定が実行される数分前に、アラートを表示することができます。遅刻しそうな場合は、予定作成者に通知す
ることができます。
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予定キャンセルのアラート
予定がキャンセルされると、キャンセルのアラートがメール送信されます。

予定の再スケジュールのアラート
予定に延期や場所の変更、スケジュールの変更があると、アラートが送信されます。
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天気情報の取得
リアルタイムのAccuWeather天気情報更新で、現在地または他の場所の天気情報を1時間ごとまたは12時間
まで参照することができます。向こう7日間の天気情報は一週間の予定を立てるのに大変便利です。また、体
感温度も表示されますので、体感温度に合わせた衣類調整が可能です。リアルタイムでUV指数や汚染指数も
表示されますので、紫外線対策やマスクの装着などの参考にすることができます。

1. 天気情報を取得する際は、次の項目をご確認ください。
 • 室内使用時はWi-Fi またはモバイルネットワークがオンの状態、室外使用時はGPSがオンの状態に

してください。
 • 位置情報アクセス機能を   →「設定」→「位置情報」で有効にします。

2. 次のいずれかの方法で天気アプリを起動します。
 • ホーム画面で、  →「天候」の順にタップします。
 • 本機のホーム画面で、天気アイコンをタップします。

3.  →「編集」→ の順にタップします。

4. 検索ボックスに、天気情報を検索したい都市や地域を入力します。

5. 天気情報を取得するまで、しばらく待ちます。都市や地域の天気データは位置リストに追加されます。ホ
ーム画面のWhat's Nextウィジェット上に表示したい都市または地域の天気データをタップします。
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向こう1週間の天気予報を表示する
AccuWeatherでは現在の位置のリアルタイムの天気情報を取得できますが、向こう1週間の天気予報も取得
することができます。向こう1週間の予報はホーム画面のウィジェット上に表示することができます。

1. 境界線が表示されるまで、ホーム画面上の天気ウィジェットを長押しします。

2. 1週間の予報が完全に表示されるまで、下側の境界上にある点を下方向にドラッグします。

下方向にドラッグし1週間の予報を表示
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やることリスト
重要でない予定や情報も見逃しません。通話やメール、SMSメッセージに返信できないときでも、忘れないよ
うにマークを付けることで、後で処理ができるようにアシストするツールです。
未読メール、読みたいウェブサイト、不在着信電話などを「後で返信」、「後で読む」、「後で電話」の項目に追加
して後でやるタスクとし、時間ができたときに実行できるようにします。

注:	
• 次のアプリは「やることリスト」をサポートしています。 

Google Maps、Google Chrome、Google Play、YouTube、iMDb
• すべてのアプリで「やることリスト」のタスクの共有と追加ができるわけではありません。

タスクの追加
タスクを作成し、仕事やプライベートでの予定や活動を管理することができます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。

2.  をタップし、必要な情報を入力します。

3. 重要なタスクには、重要度の欄で「高」を選択することができます。

4. 完了したら「OK」をタップします。

タスクの優先順位を決める
タスクに優先順位を付けることができます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。

2. 最優先事項として設定するタスクをタップします。

3. タスク画面の重要度の欄で、「高」を選択します。

4. 完了したら「OK」をタップします。

注:	最優先に設定したタスクには、「やることリスト」で  のアイコンが表示されます。これにより、優先度の高い
タスクを知ることができます。
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今すぐかけなおす (特定モデルのみ) 
重要な通話をかけなおすタスクとして設定すると、時間のあるときに「やることリスト」でかけなおすことがで
きます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。

2. かけなおしたい通話を選択し、「今電話する」をタップします。

注:	かけなおすタスクとして設定する方法の詳細は、次の項目をご参照ください。
•	 着信通話のコールバックを設定
•	 不在着信通話のコールバックを設定

タスクに追加したウェブページを読む
あとで読むタスクに設定したページを、時間のあるときに「やることリスト」から読むことができます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。

2. 読みたいページを選択し、「今読む」をタップします。

注:	後で読むタスクとして設定する方法の詳細は、次の項目をご参照ください。 後でページを読む

今すぐ返信する（特定モデルのみ）
後で返信するタスクとしてSMSメッセージを設定すると、時間のあるときに「やることリスト」で返信することが
できます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。

2. 返信したいSMSメッセージを選択し、「今返信する」をタップします。

注:	後で返信するタスクとして設定する方法の詳細は、次の項目をご参照ください。 後でメッセージする

タスクの削除
実行済みのタスク、期限が過ぎたタスク、不要なタスクを「やることリスト」から削除することができます。

1. ホーム画面から「ASUS」→「やることリスト」をタップします。

2. リストから削除するタスクをタップし、「削除」 をタップします。
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SuperNote
Supernoteを使用すれば、メモを取る作業が楽しくなります。他の携帯端末とのデータの同期も簡単です。
直感的に設計されており、タッチスクリーンに書き込んだ手書きデータや絵を、ノートとして保存することがで
きます。また、他のアプリからマルチメディアファイルを追加し、ソーシャルネットワークやクラウドストレージ
アカウントを通じて共有することもできます。

入力モードの選択

ノートの設定

やり直し
取り消し

アイコンについて
選択した入力モードに応じ、メモ入力時に次のようなアイコンが表示されます。

ソフトウェアキーボードを使用して、文字を入力することができます。

手書き入力を行います。

絵や落書きを入力します。

「書く」モード、「タイプ」モードでこのアイコンをタップするとテキストの色と太さの変更が可能
です。

「描く」モードでこのアイコンをタップすると、絵を描くためのツール、ペンの色とサイズを選択す
ることができます。

「描く」モードでこのアイコンをタップすると、コンテンツを削除することができます。

写真や動画、オーディオ、タイムスタンプをメモに追加します。

新規ページを作成します。
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ノートの作成
次の手順でSupernoteで新しいファイルを作成します

1. ホーム画面で、  →「Supernote」の順にタップします。

2. 「新しいノートの追加」をタップします。

3. ファイルに名前を付け、ページサイズを「パッド用」または「Phone用」から選択します。

4. テンプレートを選択し、メモを作成します。

クラウドでのノートの共有
次の手順で、クラウド上でノートを共有することができます。

1. Supernoteのホーム画面で共有したいノートを長押しします。

2. ポップアップが表示されますので、「Cloud	Syncを有効にする」をタップします。

3. ASUS WebStorageアカウントのユーザー名とパスワードの詳細を入力し、クラウド同期を行います。

4. ノートが正常にクラウドに同期されると、クラウドアイコンが共有したノートの上部に表示されます。

クラウドでのメモの共有
ノートだけではなく、クラウドストレージアカウントにSupernoteで入力したメモを共有することもできます。

1. 共有したいメモを含むノートを開きます。

2. 共有したいメモを長押しします。

3. ポップアップが表示されますので、「共有」をタップし、共有する際のファイルフォーマットを選択します。

4. 次の画面でメモを共有したいクラウドストレージのアカウントを選択します。

5. 表示される指示に従って、作業を実行します。
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ファイルマネージャー
内部ストレージまたは外付けストレージ内のデータへのアクセス、管理を行うことができます。

内部ストレージへのアクセス
手順

1. ホーム画面で、  →「ファイルマネージャー」の順にタップします。

2.  をタップし、「内部ストレージ」をタップし、本機の内部ストレージのコンテンツから項目を選択して参
照します。

外付けストレージへのアクセス
手順

1. 本機にmicroSDカードを挿入します。

2. ホーム画面で、  →「ファイルマネージャー」の順にタップします。

3.  →「MicroSD」をタップすると、microSDカード内のコンテンツを参照することができます。

クラウドストレージへのアクセス
重要:	本機のWi-Fiネットワークまたはモバイルネットワークが有効になっている必要があります。 
詳細は次の項目をご参照ください。Wi-Fi、Bluetoothなど

手順

1. ホーム画面で、  →「ファイルマネージャー」の順にタップします。

2.  をタップし、「クラウドストレージ」からクラウドを選択します。
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クラウド
ASUS WebStorageやDrive、OneDrive、Dropbox等のクラウドサービスを使用し、複数のデバイス間でのデー
タのバックアップやファイルの共有と同期が行えます。

ASUS WebStorage
ASUS WebStorageに登録すれば、クラウドフリースペースを利用することができます。画像のアップロード/共
有、複数のデバイス間でのファイルの共有、本機との間でのファイルの共有などに、ぜひご活用ください。

注:	自動アップロード機能を利用する場合は、ASUS WebStorageの「設定」→「インスタントアップロード」で、インス
タントアップロードを有効にしてください。

重要:	本機のWi-Fiネットワークまたはモバイルネットワークが有効になっている必要があります。詳細は次の項目
をご参照ください 。Wi-Fi、Bluetoothなど
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データ転送	(特定モデルのみ)
古いモバイルデバイスからBluetooth接続で本機に連絡先やカレンダー エントリ、SMSメッセージなどのデー
タを転送することができます。
手順

1. Bluetooth経由で本機と古いモバイルデバイスをペアリングします。

注:	デバイスのペアリングについての詳細は、次の項目をご参照ください。本機とBluetoothデバイスのペアリング

2. すべてのアプリ画面で「Data	transfer」をタップします。

3. 「転送ウィザード」をタップし、画面上の指示に従ってデータ転送を完了します。
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エンターテイメントセンターとして 6
6	 エンターテイメントセンターとして

ヘッドセットの使用
ヘッドセットを接続すれば、通話や音楽を楽しむことができます。

オーディオジャックへの接続
3.5mmヘッドセットを本機のオーディオポートに接続します。

警告:	
• オーディオジャックポートに他の物を接続しないでください。
• 電力を出力するケーブルをオーディオジャックポートに接続しないでください。
• 大音量で長い時間音声を聴くと、難聴などの原因となる恐れがあります。

注:	
• 互換性のあるヘッドセット、または本製品に付属のヘッドセットのみを使用することを強くお勧めします。
• 音楽の再生中にヘッドセットを抜くと、再生が自動的に一時停止します。
• 動画の再生中にヘッドセットを抜くと、再生が自動的に一時停止します。
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Play	ゲーム
最新のオンラインゲームを取得し、ソーシャルメディアのアカウントで共有することができます。また、マルチ
プレイヤーゲームに参加し、ゲームのテクニックを競うこともできます。

重要:	Play ゲームの機能を最大限に活用するため、Googleアカウントでログインしてください。

Play ゲームの使用
手順 

1. ホーム画面で、  →「Play	ゲーム」の順にタップします。

2. オプションを選択します。

ゲームのログ 
Google+の連絡先のゲームログも表示可能

ゲームログを表示 
ALL MY GAMES、MOST RECENTLY PLAYED、INSTALLED
Google+アカウントでプレイしたゲームを全て表示

Playストアでゲーム中のGoogle連絡先内のプレーヤーを表示 
表示オプション 
ALL、MOST RECENT、YOU MAY KNOW

ゲームをカテゴリー別に表示 
おすすめ、人気、人気のマルチプレーヤー型ゲーム

Playストアの「ゲーム」カテゴリーを起動
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音楽
音楽アプリは本機の内部/外部ストレージの音楽ファイルを自動的に検索します。音楽ファイルをプレイリスト
に追加する、または順番に再生するなどが可能です。また、ASUS WebStorage、Dropbox、OneDrive、Driveな
どのクラウドアカウントから音楽をストリーミングすることができます。

重要:	クラウドアカウントからストリーミングを行う際は、本機をWi-Fiまたはモバイルネットワークに接続する必要
があります。詳細は次の項目をご参照ください 。Wi-Fi、Bluetoothなど

音楽の起動
ホーム画面で、  →「音楽」の順にタップします。

音楽の再生
曲を再生する

1. 音楽アプリで「音楽」→「曲」の順にタップします。また、次の分類項目で音楽ファイルを参照することがで
きます。 
アルバム、アーティスト、ジャンル、作曲者、フォルダー

2. リストから再生したい曲を選択します。

3. 曲のタイトルバーから上方向にスワイプすると、再生中の曲を全画面表示することができます。

お気に入りに追加

再生/一時停止
次の曲を再生
長押しし、曲を早送り

前の曲を再生
長押しし、曲を巻き戻し

再生中の曲/全ての曲を繰り返し再生、または繰り返し再生をオフ

シャッフルをオン/オフ

注:	複数の曲を既存のプレイリストに追加する手順は、「プレイリストに曲を追加する」をご参照ください。 
プレイリストに曲を追加する）
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クラウド上の音楽のストリーミング
クラウドアカウントに登録/ログインし、本機に音楽をストリーミングすることができます。

重要:	本機のWi-Fiネットワークまたはモバイルネットワークが有効になっている必要があります。 
詳細は次の項目をご参照ください 。Wi-Fi、Bluetoothなど

クラウドストレージのアカウントの追加
手順

1. 音楽のホーム画面から  をタップします。

2. 「クラウド音楽」で「クラウドサービスの追加」をタップします。

3. クラウドストレージを選択し、そのクラウドに保存された音楽ファイルを再生します。

4. 画面の指示に従い、クラウドストレージにサインインします。

クラウドからストリーミングする
手順

1. 音楽のホーム画面から  をタップします。

2. 「クラウド音楽」でストリーミング元のクラウドアカウントを選択します。

3. 曲を選択し、タップして再生します。

その他の再生オプション
再生中に  をタップし、次のオプションのいずれかを行うことができます。

プレイリストに追加 曲をタップし、既存のプレイリストに曲を追加します。新しいプレイリストを作成
することもできます。

Play	To
曲をスキャンし、近くにある他のデバイスで曲を再生します。

注:	詳細は次の項目をご参照ください 。他のデバイスで再生する

共有 アプリやクラウドアカウントを通じ、曲を共有します。
イコライザー イコライザーの設定を最適化します。
設定 音楽の設定を行います。
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プレイリストの作成
内部ストレージや外部ストレージ、クラウドアカウントなどのソースから、お気に入りの曲を取得し、プレイリス
トで曲を整理/再生することができます。

1. 音楽のホーム画面から  をタップします。

2. 「プレイリスト」で「マイプレイリスト」→  の順にタップします。

3. プレイリストに名前を付け、「保存」をタップします。

プレイリストに曲を追加する
ローカルソース（内部/外部ストレージ）またはクラウドアカウントから、プレイリストに曲を追加することがで
きます。

1. 音楽のホーム画面から  をタップします。

2. 「プレイリスト」で「マイプレイリスト」をタップし、プレイリストを選択します。

3.  →「曲の追加」の順にタップします。

4. プレイリストに追加する曲の音楽ソースをタップします。

5. 曲を参照/分類するオプションを選択します。 
アルバム、アーティスト、ジャンル、作曲者、曲、フォルダー

6. プレイリストに追加したい曲を選択します。音楽リスト、アルバム、フォルダー、お気に入り内の曲を全て
選択する場合は「全て選択」をタップします。

注:	また、既存のプレイリストに再生中の曲を追加することができます。 
詳細は次の項目をご参照ください 。その他の再生オプション

他のデバイスで再生する
PlayTo機能で音楽を本機から他のDLNA対応デバイスにストリーミングし再生することができます。
手順

1. 再生中の曲の画面で  →「PlayTo」の順にタップします。

2. ストリーミング再生するデバイスを選択します。本機の音楽が他のデバイスでストリーミング再生され
ます。

3.  ストリーミングを停止するには、 →「切断」の順にタップします。
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Wi-Fi、Bluetoothなど 7
7	 	Wi-Fi、Bluetoothなど

モバイルネットワーク	(特定モデルのみ)
利用可能なWi-Fiネットワークがないとき、モバイルネットワークを使用してインターネットに接続することが
できます。

モバイルネットワークを有効にする
1. 次のいずれかの設定で設定画面を開きます。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. 「その他..」→「モバイルネットワーク」をタップします。

3. 「データ通信を有効にする」にチェックし、必要に応じ、モバイルネットワークのその他の設定を行い
ます。

注:	
• モバイルネットワークを通じてインターネットに接続する場合は、ご契約のプランに応じた追加料金が発生し

ます。
• お使いのモバイルネットワークの料金/手数料および設定についての詳細は、ご契約の通信事業者にお問い

合わせください。

Wi-Fi
本機に搭載のWi-Fi 技術により、無線接続をご利用いただけます。無線環境でソーシャルメディアのアカウン
トの更新、インターネットサーフィン、データやメッセージのやり取りが可能です。

Wi-Fiを有効にする
1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. Wi-Fi スイッチを右方向にスライドし、Wi-Fiをオンにします。

注:	クイック設定画面でもWi-Fi をオンにすることができます。詳細は次の項目をご参照ください。 クイック設定
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Wi-Fi ネットワークへの接続
1. 設定画面で「Wi-Fi」をタップすると、検出されたWi-Fi ネットワークが表示されます。

2. ネットワークをタップして選択し接続します。セキュリティにより保護されている場合、パスワードまたは
キーの入力が必要となります。

注:	
• 本機は接続したことのあるネットワークを検出すると、自動的に再接続します。
•	 バッテリーの電力消費を抑えるため、Wi-Fi 機能を使用しないときは、オフにすることをお勧めします。

Wi-Fi の無効化
手順

1. 以下のいずれかの方法で設定画面を起動します。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. Wi-Fi スイッチを左方向にスライドし、Wi-Fi をオフにします。

注:	クイック設定画面でもWi-Fi をオフにすることができます。詳細は次の項目をご参照ください。 クイック設定 

Bluetooth
本機に搭載のBluetooth機能で、他のBluetooth対応デバイスとの間で近距離間でのファイルの送受信や
マルチメディアファイルのストリーミング等のデータ通信が可能です。Bluetoothではメディアファイルの共
有、データのやり取り、Bluetoohプリンターの使用、Bluetoothスピーカーでの音楽ファイルの再生などが可
能です。

Bluetoothの有効化
1. 次のいずれかの設定で設定画面を開きます。

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. Bluetoothスイッチを右方向にスライドし、Bluetoothをオンにします。

注:	クイック設定画面でもBluetooth をオンにすることができます。 
詳細は次の項目をご参照ください。クイック設定
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本機とBluetoothデバイスのペアリング
Bluetoothデバイスに初めて接続する際は、本機とのペアリングを実行する必要があります。一度実行したペ
アリングの設定は自動的に本機に保存されます。

1. 設定画面で「Bluetooth」をタップすると、利用可能なデバイスがすべて表示されます。

重要:	
• ペアリングしたいデバイスが表示されない場合は、そのデバイスのBluetooth機能がオンになっており、検出

可能な状態であることを確認します。
• Bluetooth機能をオンにし検出可能な状態にする方法は、デバイスの取扱説明書をご参照ください。

2. 本機をタップし、他のBluetoothデバイスに検出されるようにします。

3. 「デバイスの検索」をタップし、Bluetoothデバイスをスキャンします。

4. 利用可能なデバイスのリストからペアリングを行うBluetoothデバイスをタップします。

5. 両方のデバイスで同じパスキーが表示されていることを確認し、「ペア」をタップします。

注:	バッテリーの電力消費を抑えるため、Bluetooth機能を使用しないときは、オフにすることをお勧めします。

本機とBluetoothデバイスのペアリングの解除
1. 設定画面で、「Bluetooth」をタップすると、利用可能なデバイスとペアリング済みのデバイスがすべて表

示されます。

2. ペアリング済みのデバイスのリストから、ペアリングを解除したいデバイスの  をタップし、「ペアの
解除」をタップします。
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テザリング
利用可能なWi-Fi サービスが見つからないときに、本機をモデムまたはWi-Fi ホットスポットとして使用し、本
機を通じて他のデバイスをインターネットに接続することができます。

重要:	テザリング機能を使用するには、通信事業者とのデータプランの契約が必要な場合があります。このサービ
スを使用する際は、事前に通信事業者にご相談ください。

注:	
• テザリング経由のインターネット接続は、標準のWi-Fi またはモバイル接続よりも遅くなることがあります。
• 本機にテザリングが可能なデバイスには、台数の制限があります。
•	 バッテリーの電力消費を抑えるため、テザリング機能を使用しないときは、オフにすることをお勧めします。

Wi-Fi アクセスポイント
本機をWi-Fi アクセスポイントとして使用し、本機を通じて他のデバイスをインターネットに接続することがで
きます。

1. 次のいずれかの設定で設定画面を開きます

 • クイック設定を起動し  をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. 「その他...」→「テザリング」→「Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ」の順にタップします。

3. Wi-Fi アクセスポイントに固有のSSIDまたはネットワーク名と強力な8文字のパスワードを割り当てます。
完了したら「保存」をタップします。
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4. テザリング画面から、「ポータブルWi-Fiアクセスポイント」をタップし、本機をWi-Fi アクセスポイントとし
て使用します。

5. Wi-Fi ネットワークに接続するのと同じ手順で、他のデバイスを本機のWi-Fiアクセスポイント接続に接続
します。

Bluetoothテザリング
本機でBluetoothを有効にし、本機をモデムとして使用し、他のBluetoothデバイスをインターネットに接続す
ることができます。

1. 本機やその他のデバイスのBluetooth機能を有効にします。

2. 両方のデバイスをペアリングします。

注:	詳細は次の項目をご参照ください 。本機とBluetoothデバイスのペアリング

3. 設定画面から「その他...」をタップします。続いて「テザリング」→「Bluetoothテザリング」の順にタップしま
す。本機でインターネットが利用可能になりました。
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PlayTo
PlayToアプリでは、本機の画像をストリーミング対応のディスプレイに表示することができます。これにより、
外付けディスプレイを本機のデュアルモニターとして使用できます。

重要:	このアプリを利用するには、外付けディスプレイがMiracast™ またはDLNAに対応している必要があります。

PlayToの起動
PlayToを起動するには、2つの方法があります。

クイック設定から
1. 本機と併用したいストリーミング対応のディスプレイをセットアップします。

2. 本機でクイック設定を起動し、「PlayTo」をタップします。

3. ストリーミング対応のディスプレイに表示されたSSIDを参照し、本機と同じSSIDを選択してペアリングを
実行します。

接続が確立されると、本機のコンテンツがストリーミング対応ディスプレイに表示されます。

設定から 
1. ホーム画面で、  →「設定」をタップします。

2. 「無線とネットワーク」で「その他」をタップします。続いて「PlayTo」をタップします。

3. ストリーミング対応のディスプレイに表示されたSSIDを参照し、本機と同じSSIDを選択してペアリングを
実行します。

接続が確立されると、本機のコンテンツがストリーミング対応ディスプレイに表示されます。
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天候
天気予報をリアルタイムで参照することができます。他の地域の天気予報を参照することもできます。

天気アプリの起動
ホーム画面で天気アプリを起動します。次のいずれかの操作で起動します。

 • ホーム画面で、  →「天候」の順にタップします。
 • 本機のホーム画面で、天気アイコンをタップします。

旅行と地図 8
8	 旅行と地図
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ホーム画面
現在位置や世界各地の天気予報を設定・取得することができます。「What's Next」ウィジェット/アプリやカレ
ンダー アプリでは、天気予報の更新または毎日の天気予報を表示することができます。

注:	詳細は次の項目をご参照ください。
• 天気情報の取得
• 向こう1週間の天気予報を表示する

下方向になぞると天気情報を更新

設定

他の地域の天気情報
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時計
タイムゾーンのカスタマイズ、アラーム、ストップウォッチ機能などを利用することができます。

アプリの起動
次のいずれかの手順で起動します。

 • ホーム画面で、  →「時計」の順にタップします。
 • 本機のホーム画面で、デジタル時計をタップします。

世界時計
 をタップすると、世界時計の設定画面が開きます。

夜間モード、世界時計の設定

世界時計に登録した都市の編集

他の都市を世界時計のリストに追加
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アラームクロック
 をタップすると、アラームクロックの設定画面が開きます。

ストップウォッチ
  をタップすると、ストップウォッチ機能が起動します。

アラーム機能の設定

アラームの削除

アラームの追加

ストップウォッチ開始
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タイマー
本機には様々なタイマー機能が搭載されています。

タイマーの設定

1.  をタップすると、タイマー機能が起動します。

2. テンキーで時間を入力し、「開始」をタップしタイマーを実行します。

テンキー
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ZenLink 9
9	 ZenLink

ZenLinkについて
ZenLinkはASUS専用ツールで、優れた接続性を提供します。ZenLinkの各アプリを使用すれば、他のデバイス
に接続し、ファイルの共有と受信を行うことができます。
ZenLinkは次のアプリに対応しています。 
Party Link、Share Link、PC Link、Remote Link

注:	特定のZenLinkアプリは本機では使用できない場合があります。

Party Link
仮想グループを作成または参加し、シームレスかつリアルタイムで写真を共有することができます。Zen機能
を使用すれば、インターネットに接続しなくても近くにいる他のユーザー (最大3人) と撮ったばかりの写真を
送受信することができます。

重要:	送受信を行うデバイスにもParty Linkがインストールされている必要があります。

写真の共有
グループを作成し、Party Linkをインストール済みのデバイスに接続し、本機で撮影した写真を共有すること
ができます。共有できるデバイスは最大3台で、近くにある必要があります。

1. カメラを起動し  をタップします。

2.  →「OK」の順にタップし、Party Linkを有効にします。

3. (必要に応じ) タップし、グループに名前を付けます。また、「パスワードを設定」をタップし、パスワード保
護されたグループを作成することもできます。

重要:	パスワードで保護するグループを作成した場合、写真を受信するユーザーはそのパスワードを共有する必
要があります。

4. 「グループを作成する」をタップし、撮影した写真を共有します。
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写真の受信
Party Link使用デバイスから写真を受信する：

1. カメラを起動し  をタップします。

2.  →「OK」をタップします。

3. 「グループに参加する」→「スキャンする」の順にタップし、他のParty Link使用デバイスを検索します。

4. リストから参加したいグループをタップし、「参加する」をタップします。

5. (オプション）グループがパスワードで保護されている場合、続行するにはパスワードが必要です。
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Share Link
Share Link (ASUSモバイルデバイス専用) では、Wi-Fi 接続を使用しAndroidモバイルデバイスと本機の間で
ファイルやアプリ、メディアのコンテンツの共有と受信を行うことができます (ASUS以外のモバイルデバイス
ではSHAREDitを使用）。100 MB以上のファイルの送受信が可能で、一度に複数のファイルの共有と受信が可
能です。Share LinkはBluetooth接続を使用するファイル伝送よりも高速です。

ファイルを共有する
1. ホーム画面から、  →「Share	Link」の順にタップします。

2. 「ファイルの送信」をタップし、表示されるオプションの中から1つ選択します。

3. 送信したいファイルを選択し、「完了」をタップします。
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4. 本機が他のデバイスを検出した後、ファイルを共有したいデバイスをタップします。

ファイルを受信する
手順

1. ホーム画面から、  →「Share	Link」の順にタップします。

2. 「ファイルの受信」をタップし、ファイルを受信します。
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PC Link
コンピューターを使用し、PC Linkを通じ本機を操作することができます。本機の操作は、コンピューターのキ
ーボードとマウスを使用します。

注:	PC Linkを使用する際は、事前にコンピューターおよびスマートフォンにPC Linkをインストールする必要があり
ます。コンピューターのPC Linkは次のURLからダウンロードいただけます。http: //pclink.asus.com

PC Linkを使用する
手順

1. USBケーブルを使用してコンピュータに本機を接続します。

2. 本機にポップアップ「USBデバッグを許可しますか？」が表示されます。「OK」をタップし、コンピューターと
本機の接続を許可します。

3. コンピューターのデスクトップでPC Linkを起動し、「接続」をクリックします。

4. PC Link画面で「OK」をクリックします。接続されたら、キーボードまたはマウスで本機を操作することが
できます。

PC Linkの詳細設定
PC Link画面を最小化
PC Link画面を最大化
PC Linkを閉じる
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PC Linkの設定について

コンピューター上にミラーリングされた本機の画面を回転させます。

音量を調整します。

スクリーンショットを撮ります。

本機をスリープ状態またはウェイクアップします。

PC Linkの更新を確認し、スクリーンショットのパスを割り当てます。



123

Remote Link
本機をワイヤレス入力デバイス、プレゼンテーションツールとして使用することができます。本機がBluetooth
でコンピューターに接続されていれば、本機をタッチパッド、タッチスクリーンパネル、プレゼン用のレーザー
プリンター、Windows Media Playerのコントローラーとして使用することができます。

注:	
• Remote Linkを使用する際は、事前にコンピューターおよびスマートフォンにRemote Linkをインストールする

必要があります。コンピューターのRemote Linkは次のURLからダウンロードいただけます。 
http: //remotelink.asus.com 
スマートフォンのRemote LinkはPlayストアからダウンロードいただけます。

• Remote Linkを使用する際は、事前にコンピューターと本機をペアリングする必要があります。

Remote Linkを使用する
手順

1. ホーム画面から、  →「Remote	Link」の順にタップします。

2. 「デバイスを検索」をタップし、接続するデバイスを選択します。

Remote Linkタッチパッド
をタップし、ASUSスマートジェスチャーを有効にし、コンピューターを操作します。

タッチパッド上で指をスライドし、コンピュータを操作

マウスの左クリック機能

マウスの右クリック機能

コンピューターの画面をズームイン/アウト
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Remote Linkプレゼンテーションコントローラー 
 をタップし、コンピューター上のプレゼンテーションのスライドをスマートフォン上で操作することができ

ます。

前のスライドに戻る

次のスライドに進む

Remote Link Windows Media Playerコントローラー
 をタップし、Windows Media Playerを操作します。

前の曲/音楽ファイルに戻る

音量調整

次の曲/音楽ファイルに進む

再生箇所を時間表示、再生箇所を指定
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Remote Linkキーボード入力

をタップし、キーボード入力を有効にします。また、音声入力用のマイクアイコンを使用することもでき
ます。

この欄にメッセージを入力

コンピューターにメッセージを送信

音声入力でメッセージを入力
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Zenの特別なツール

電卓
なぞってタップするだけで、電卓が起動します。クイック設定パネルを開くと、電卓アイコンがリストの一番上
に表示されます。タップすれば電卓を使用することができます。

アプリ 10
10	 アプリ

電卓
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電卓画面
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クイックメモ
クイックメモはメモを取るツールです。手書きまたはタイピングでメモを取ることができます。作成したメモ
はShare Linkやソーシャルメディアサイトで共有することができ、また「やることリスト」のタスクに設定するこ
ともできます。

付箋を作成する
クイックメモで作成したメモを付箋紙のように使用することができます。付箋を作成するには、メモを作成し
た後にクイックメモ の右上にあるピンのアイコンをタップします。
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音声レコーダ
音声レコーダアプリを使用すれば、本機でオーディオファイルを録音することができます。

音声レコーダの起動
ホーム画面で、  →「音声レコーダ」の順にタップして起動します。

録音開始

カスタマイズ設定

録音ファイルのリスト

録音の一時停止
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録音を一時停止する
一時停止後に録音を再開することもできますが、録音したコンテンツを削除、または保存することもでき
ます。

録音を再開

録音したコンテンツを保存

録音したコンテンツを削除

録画リスト
録画リストから、録音したコンテンツの再生や名前変更、共有、削除が可能です。

録画リストを表示するには、音声レコーダーのメイン画面から をタップします。

選択した録音コンテンツを再生/一時停止

録音コンテンツの共有/名前変更/削除
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Audio Wizard
AudioWizardでは本機のサウンドモードをカスタマイズし、用途に合ったクリアなサウンドを提供します。

AudioWizardの使用
手順 

1. 「ASUS」→「AudioWizard」の順にタップします。

2. AudioWizardウィンドウで有効にしたいサウンドモードを選択し、「完了」をタップし設定を保存します。

有効にすると、実行中のASUSアプリに 
最適のオーディオを自動選択
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Splendid
ASUS Splendidではディスプレイの設定を簡単に行うことができます。 
各モードにより、画面の色合いを強化/最適化します。 
Vivid Mode、読書モード

Vivid Mode
Vivid Modeを有効にすると、色温度や色相、彩度などの画像設定がカスタマイズされます。

1. ホーム画面でASUS Splendidを起動します。次のいずれかの操作で起動します。
 •  「ASUS」→「Splendid」の順にタップします。
 •  ホーム画面で、  →「Splendid」の順にタップします。

2. 画面の色温度、コントラストを調整します。

3. 「完了」をタップし、設定を保存します。

タブの切り替え

色相を調整

前の設定に復元

工場出荷時の設定にリセット

彩度を調整
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読書モード
読書モードを有効にすると、画面の色が最適化され、コンテンツの参照がしやすくなります。

1. ホーム画面で読書モードを起動します。次のいずれかの操作で起動します。
 • クイック設定パネルで「読書モード」をタップします。
 • ホーム画面で、  →「設定」→「ディスプレイ」→「読書モード」の順にタップします。

2. 読書モード画面で、スライダーを「ON」に移動し、モードを選択することができます。 
画像とテキストモード、テキストモード
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省電力設定
本機がアイドリング状態、ネットワークに接続中の状態でも、バッテリーの電力を効果的に使用することで、バ
ッテリー残量を長持ちさせます。メールの参照や動画の再生など、よく使用する用途に対応したカスタマイズ
設定が可能です。

省電力設定のセットアップ
電力の最大化/最適化/カスタマイズを行い、使用電力を最大限に抑えることができます。

1. 次のいずれかの設定で省電力設定を開きます。
 • 画面の右上を下方向になぞり、ASUSクイック設定パネルを表示し、省電力設定をタップします。
 • ホーム画面で、  →「省電力設定」をタップします。

2. 省電力設定のスイッチを「ON」にします。

3. モードの選択 
	• 超省電力モード:	本機がアイドリング状態のとき、ネットワーク接続を切断します。
	• 最適モード:	ネットワーク接続を維持したまま、使用電力を最大限に抑えます。
	• カスタマイズモード:	よく使用する各用途別に電力設定を行います。
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省電力設定のカスタマイズ
メールの参照やインターネットサーフィン、音楽の再生など、よく使用する用途に合わせ、画面の明るさを調
整することができます。また、特定のアプリに対して電力設定を行う、本機がスリープ状態のときにネットワー
ク接続を切断する、といった設定も可能です。

1. 「省電力設定」で「カスタマイズモード」を選択し、  をタップします。

2. アクティビティを選択し、明るさを％で設定します。

3. ネットワークを自動的に切断する場合は、「プッシュ通知を使用するＩＭとアプリ」を選択します。本機はア
イドリング状態に移行すると、自動的にネットワーク接続を切断し、ウェイクアップすると自動的に再接続
します。
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本機を最新状態に保つ
本機のアプリや機能を最新の状態に保つことで、本機を常に快適にご使用いただけます。

システム更新
1. ホーム画面で、  →「設定」の順にタップします。

2. 設定画面を下方向にスライドしてその他の機能を表示し、「端末情報」をタップします。

3. 「システム更新」の順にタップします。

注:	「システム更新」ウィンドウの「最終更新日時」では、最後にシステム更新をした時間を確認することができます。

ストレージ
本機の内部ストレージ、外付けストレージ、オンラインストレージにデータやアプリ、ファイルを保存すること
ができます。オンラインストレージを使用する際は、インターネット接続が必要です。付属のUSBケーブルを使
用し、コンピューターと本機とでデータの転送が可能です。

バックアップとリセット
本機を使用し、データやWi-Fiのパスワード、その他設定をGoogleサーバーにバックアップすることができ
ます。

1. ホーム画面で、  →「設定」→「バックアップとリセット」の順にタップします。

2. 次の作業を実行することができます。
	• データのバックアップ:	データやWi-Fiのパスワード、その他の設定をGoogleサーバーにバックアッ

プします。
	• アカウントのバックアップ:	バックアップ用のアカウントを指定します。バックアップを保存するとき

に使用します。
	• 自動復元:	アプリを再インストールしたときに、バックアップした設定とデータを復元します。
	• データの初期化:	本機内のデータを全て削除し、工場出荷時の設定に戻します。

Zenのお手入れ 11
11	 Zenのお手入れ
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セキュリティ
本機に搭載のセキュリティ機能で、本機への不正なアクセスや着信通話を防ぐことができます。

スクリーンのロック解除
ロックされたスクリーンをロック解除する方法を選択することができます。

1.  ホーム画面で、  →「設定」→「ロック画面」の順にタップします。

2. 「画面のロック」をタップし、ロック解除の方法をオプションから選択します。

注:	
• 詳細は「ロック解除のオプション」をご参照ください。
• 選択したオプションを解除するには、「なし」を選択します。

ロック解除のオプション
本機のロック画面のロック解除の方法をオプションから選択します。

スライド
画面上をスライドしてロック解除します。
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フェイスアンロック
ロック画面の黒いウィンドウにあなたの顔を表示し、ロック解除します。

重要:	
•	 「フェイスアンロック」の安全性はパターン、PIN、パスワードより低くなります。
• 顔が似ている第三者がロック解除してしまう恐れがあります。
• 顔認証に使用する顔データは本機に保存されます。

フェイスアンロックのセットアップ

1. 「画面ロックを選択」画面で「フェイスアンロック」をタップします。

2. 「フェイスアンロックについて」を読み、「セットアップ」をタップします。

3. セットアップの説明を読み、「続行」をタップします。

4. 本機を目の高さに合わせ、顔が画面に収まるように位置を調整し、撮影します。

注:	緑の点線の枠は、顔を認識し写真を撮影していることを示します。
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5. 撮影が終わったら、「続行」をタップします。

6. 顔が正しく認識されない場合は、別の解除オプションを推奨するメッセージが表示されます。パターンは
指で画面上の複数の点をなぞってパターンを作成します。PINは数字でPINを作成します。

重要:	ロック解除用のPINとパターンは忘れないようにしてください。

7. セットアップが終了したら「OK」をタップします。

パターン
指で線をなぞり、パターンを作成します。

重要:	点を最低4つ以上使用し、パターンを作成してください。ロック解除用のパターンは忘れないようにしてくだ
さい。
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PIN
4つ以上の数字でPINを作成します。

重要:	ロック解除用のPINは忘れないようにしてください。



141

パスワード
最低4文字でパスワードを作成します。

重要:	ロック解除用のパスワードは忘れないようにしてください。

その他のセキュリティ機能
画面のロックの他にも、次のような機能を利用することができます。

•  クイックアクセス:	クイックアクセスのスイッチを「ON」にすると、ロック画面でアプリを起動することがで
きます。

• 「What's	Next」ウィジェット:	「What's Next」ウィジェットのスイッチを「ON」にすると、ロック画面でこのウ
ィジェットを起動することができます。

• インスタントカメラ:	本機がスリープ状態のときに音量ボタンを2回押すと、すばやくカメラアプリを起動
することができます。

•  所有者情報:	タップすると、ロック画面で表示させたい情報を入力・編集することができます。
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本機の情報を設定する
本機のIMEI（国際移動体装置識別）番号やモデル番号等を表示します。
本機を紛失した場合など、本機の不正使用を防止するために、これらの情報をご契約の通信事業者が必要と
する場合があります。
本機の情報を表示する

1. 「すべてのアプリ」→「設定」の順にタップします。

2. 設定画面を下方向にスライドしてその他の機能を表示し、「端末情報」をタップします。「端末情報」画面
には、本機の状態や法律情報、モデル番号、OSバージョン、ハードウェア情報、ソフトウェア情報等が表示
されます。

3. シリアルナンバー、電話番号、IMEIを表示するには、「端末の状態」をタップします。



Manufacturer:	 ASUSTeK Computer Inc.
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