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弊社「BNP-500」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書、保証書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。また、お読みになった後はいつでも
見られるよう、大切に保管してください。
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付属品
本機には、下記の付属品が同梱されています。梱包を開けて、すべての付属品があるか点検してください。

・BNP-500 本体 1
・ACアダプター 1
・USBケーブル 1
・充電バッテリーパック 1

・イヤホンマイク 1
・簡単操作マニュアル（本書） 1
・保証書 1
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安全にお使いいただくために

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例
記号は、禁止される行為を表しています。

記号は、行わなければならないことを表しています。

ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。製品を安全に正しくお使いいただく
ために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

警告
異常な状態が見つかったら
煙が出たり、変なにおいや音がするなどの異
常が見つかった場合は、すぐに本体の電源ス
イッチを切り、充電バッテリーパックを取り
外してください。ACアダプターを接続してい
る場合は、ACアダプターをコンセントから抜
いてください。その後、弊社サポートセンター
に修理をご依頼ください。お客様による修理
は危険ですので、絶対におやめください。

ACアダプターは付属品を使う。
指定以外のものを使用すると、火災や破損の
原因となります。また、保証対象外となります。

充電バッテリーパックは指定の方法
で充電する。
間違った方法で充電すると、火災や破損、液
漏れの原因となります。
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警告
付属のACアダプターはAC100 〜
240V、50/60Hz以外の電源で使用
しない。
指定以外の電圧で使用すると、火災や感電、
破損の原因となります。

USBケーブルは正しく抜き差しする。
・濡れた手で抜き差しをしない。
・ プラグを持って抜き差しし、コードは引っ

張らない。
・プラグは根元まで確実に差し込む。
・ほこりや汚れを付けたまま使用しない。
火災や感電の原因となります。

USBケーブルを傷つけない。
・ 加工したり、傷つけたり、無理に曲げたり、

引っ張ったりしない。
・上に重いものを載せない。
・ステープルなどでとめない。
・熱器具に近付けたり、加熱したりしない。
コードが破損すると、火災や感電の原因とな
ります。

充電バッテリーパックは火中投入、加
熱したり、分解・破壊したり、高温下
で放置、充電、使用しない。
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。

次のような場所には置かない、使用
しない。
・ ぐらついた台の上や傾いたところなど、不

安定な場所。
・ 風呂場など水やお湯を使う場所、湿気やほ

こりの多い場所。
・加湿器のそばなど、湯気や煙が出る場所。
・ 窓を閉めきった車の中、ダッシュボードの

上や直射日光が当たる場所など、異常に温
度が高くなる場所。

・ 花瓶やコップのそばなど、水がかかりやすい
場所。

本体が落下して破損したり、熱や水滴による
破損や火災、感電の原因となります。
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警告
布や布団で覆わない。
本体やACアダプターなどを、布や布団で覆っ
たり、包んだりしないでください。熱がこもる
と、ケースの変形や火災の原因となります。

内部に異物や水などを入れない。
本体やACアダプターなどの内部に、金属類
や燃えやすいものを入れたり、液体をこぼした
りしないでください。
火災や感電、破損の原因となります。

落下した機器は使わない。
落としたり強い衝撃を与えたりして本体が
破損した場合は、まず本体の電源を切り、充
電バッテリーパックを取り外してください。
ACアダプターをご使用の場合はコンセント
から抜いてください。その後、弊社サポートセ
ンターまでご連絡ください。そのまま使用する
と、火災や感電の原因となります。

雷が鳴り始めたら
ACアダプターには触れないでください。感電
の原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に置く。
SIMカードやmicroSDカードなどの部品を
飲み込んで窒息する恐れがあります。
万一何かを飲み込んでしまった場合は、すぐ
に医師に相談してください。

分解や改造はしない。
内部の部品に直接触れると、火災や感電、け
がの原因となります。また、弊社で責任を負う
ことができず、保証対象外となります。

航空機内や病院など、使用を禁止され
ている区域では、本体の電源を切る。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす
原因となります。医療機関内での使用につい
ては、各医療機関の指示に従ってください。
航空機内での使用などの禁止行為をした場
合、法令により罰せられます。ただし、機内で
使用できる場合には、各航空会社の指示に
従ってご使用ください。
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警告 注意
高精度な制御や微弱な信号を取り
扱う電子機器の近くでは、本体の電
源を切る。
・ 補聴器、植込み型心臓ペースメーカー及び

植込み型除細動器、その他の医用電気機器
など。

・ 植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型
除細動器、その他の医用電気機器をご使用
される方は、各医用電気機器メーカーもし
くは販売業者に電波による影響についてご
確認ください。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼ
す原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが
発生する場所では本機の電源を事
前に切る。
引火する恐れがあります。

自動車内で使用する場合は、自動車
メーカーもしくは販売業者に電波に
よる影響について確認する。
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影
響を及ぼす原因となります。

ACアダプターに接続した状態で長時
間連続使用する場合には注意する。
本体が温かくなり、長時間触れていると低温
やけどの原因となる場合があります。

一般のゴミと一緒に捨てないでくだ
さい。
発火、環境破壊の原因となります。不要となっ
た本機の処分については、弊社サポートセン
ターにご相談いただくか、回収を行っている
市区町村の指示に従ってください。
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携帯電話機の比吸収率（SAR）について
本機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基
準および電波防護の国際ガイドラインに適合してい
ます。
本機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基
準ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨
する電波防護の許容値を遵守するよう設計されてい
ます。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）
と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会

（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者
の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含ん
でいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電
波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エ
ネルギー量を表す比吸収率（SAR）で定めており、携
帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。
この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は
0.307W/kg、身体に装着した場合のSARの最大値
は0.432W/kgです。個々の製品によってSARに多
少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値

を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局
との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計
されているため、実際に通話などを行っている状態
では、通常SARはより小さい値となります。一般的
には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出
力は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外
の位置でも使用可能です。キャリングケースなどのア
クセサリをご使用するなどして、身体から1.5センチ
以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないよ
うにしてください。このことにより、本携帯電話機が
国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに
適合していることを確認しています。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスク
をもたらすかどうかを評価するために、これまで20
年以上にわたって多数の研究が行われてきました。
今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、い
かなる健康影響も確立されていません。』と表明して
います。
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本機のご利用について
･…本機は、W-CDMA、GSM、無線LANの通信方式に
対応しています。
･…GSM方式は海外でサービスが提供されている地域
で、対応したSIMカードを所定のSIMカードスロッ
ト（SIMカードスロット2）に挿入した場合のみ使え
ます。
･…トンネルや地下、建物内、高層階などで電波の届か
ない場所または電波の弱い場所、サービスエリア外
ではご使用になれません。また通信状況によっては、
電波が強い場所で音声やデータ通信が途切れた
り、正しく音声を復元できなかったりする場合があ
ります。
･…大切な情報はメモを取って保管したり、microSD
カードやパソコンなどに保存することをお勧めしま
す。故障や修理、機種変更、その他原因でデータが
消失してしまっても、弊社は一切の責任を負いかね
ます。あらかじめご了承ください。
･…OSやアプリのバージョンアップによって機能が追
加・削除されたり、操作方法が変更になったりする
ことがあります。また、予期せぬ不具合が発生する
可能性があります。

･…OS、アプリ、ウィジェット、ウェブサービスなどのご
利用にあたっては、それぞれの利用規約をお読みく
ださい。
･…OS、アプリ、ウィジェット、ウェブサービスなどで提
供されるサービスは将来予告なく変更される場合
があります。
･…インストールするアプリなどによっては、動作が不安
定になったり、お客様の個人情報などがインターネッ
ト経由で外部に発信され、不正に利用されたりする
可能性があります。ご利用になるアプリなどの提供元
や動作の情報について十分にご確認ください。
･…パケット定額サービスをご利用でない場合、定期的
なデータ通信や大きなファイルサイズのダウンロー
ド等によって通信料金が高額になる可能性があり
ます。アプリやサービスによってはWi-Fi通信中でも
パケット通信料金がかかる場合があります。
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各部の名称

①受話口
②フロントカメラ
③バックキー
④ホームキー（長く押すとアプリ切換）
⑤オプションキー
⑥音量ボタン
⑦電源/画面ロックボタン

⑧リアカバー切欠
⑨フラッシュライト
⑩バックカメラ
⑪スピーカー
⑫microUSB ポート（充電/データ転送用）
⑬ヘッドフォン端子（イヤホンマイク対応）

①
②

⑫

⑨⑦

⑧

⑥

⑤

③
④

⑬

⑩

⑪
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各部の名称（リアカバーを外した状態）

⑭microSDカードスロット
⑮SIMカードスロット1
　（W-CDMA/3G専用）
⑯SIMカードスロット2
　（GSM/2G専用）
⑰充電バッテリーパック収納部

⑭

⑮

標準
SIM
1

標準
SIM
2

⑯

⑰

SIMカードに関する注意
・ 日本国内では⑮を使用します。
・ SIMカードのサイズは標準SIMサイズです。
・ SIMカードスロット2（GSM/2G専用）は

海外でのみご使用いただけます。
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SIMカード・充電バッテリーパックの取り付け方

SIMカードを図の向きになるように
本機のカードスロットに挿入する
※ 向きとカードスロットの位置に注意してく

ださい。

リアカバーの切欠の部分に爪を入れ
て上に引き上げるようにカバーを外す
※ 爪を傷つけないようにご注意ください。

付属の充電バッテリーパックを装着
する

1

2

3

リアカバーをはめる
※ リアカバーと本機の間に隙間が出ないよう

にしっかりとはめ込んでください。

4

1 に挿入

⊕⊖

滑り込ませる
ように入れる

バッテリーパックの⊕⊖マークが左
上に来る向きで入れてください。
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充電する
本機の充電は、付属のUSBケーブルと専用ACアダプターを使用して行います。

◆  付属のUSBケーブルのUSB端子をACアダプター
のUSBポートに差し込み、本機のmicro USB
ポートにUSBケーブルのmicroUSB端子を接続
します。

◆  画面上に電池のイラストが出て、充電を開始し
ます。

◆  バッテリー残量がゼロの状態から、約4時間で充
電が完了します（電源オフ時）。

◆  電源オンの状態で充電すると画面右上に充電中
を示す雷のマークが表示されます。micro USB

端子へ
ACアダプターの
USB端子へ

コンセントへ
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初期設定を行う
ご購入直後はいくつかの初期設定を行う必要があります。
初期設定の前に、12ページの手順にしたがって本機を充電してください。

電源を入れる Googleアカウントの設定

日本語入力の許諾

言語の選択

Wi-Fi（無線LAN）の選択

モバイルネットワーク(APN）の設定

1 5

2

3

4

6

14ページの手順にしたがって電源を入れます。
BLUEDOTロゴが表示され起動します。
しばらくお待ちください。

24ページの手順にしたがってGoogleアカ
ウントを設定します。スキップすることができ
ますが、その場合、アプリのダウンロードなど
Googleのサービスを受けることはできません。
後で設定することもできます。4 でWi-Fi設定
をスキップした場合も、後で設定することがで
きます。「次へ」を押します。

日本語を選んで▶を押します。

21ページの手順にしたがってWi-Fiに接続し
ます。ご自宅にWi-Fiルーターがない場合はス
キップします。スキップした場合、各種の許諾事
項の問い合わせに答えてホーム画面が表示さ
れたら、次に必ず 6  の設定を行ってください。

データ通信を行うためにはこの設定が必ず必
要です。26ページの手順にしたがってAPN設
定を行ってください。
これで初期設定は終了です。
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電源の入れ方・切り方

電源を入れる 電源を切る
電源ボタンを1秒以上押す

起動画面が表示され、続いて画面ロッ
クされた状態のホーム画面が表示さ
れる

「電源を切る」をタップし、次の画面で
「OK」をタップする
バイブレータが振動して電源が切れます。

電源ボタンを1秒以上押す1

2 2

1

※ ご購入直後は初
期設定画面が表
示されます。

スリープ時に短く
押すとスリープを
解除できます。

電源オン時に短
く押すとスリープ
に入ります。
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画面のロックの解除
電源を入れた起動後や、スリープ状態から復帰した際、誤動作を防ぐために画面がロックされます。画面のロックを
解除しないと本機の操作はできません。画面のロックを解除するには以下の方法で行います。

ロックが解除されるとホーム画面が表
示される

ロック（鍵）のマークに指を置いて、い
ずれかの方向になぞって移動する
なでる距離が短いとロックが解除されません。

21

◆  ロックの種類は[設定]→[セキュリティ ]→[画
面のロック]から選択できます。ただし、スライド
以外を選択した場合は番号やパスワードなどを
忘れないよう必ずメモなどを残してください。忘
れると端末を使用できなくなり、弊社にてお預か
りして初期化する必要があります（お客様のデー
タも消去されます）。

◆  自動的にロックに移行するまでの時間は [ 設
定]→[ディスプレイ]→[スリープ]から選択で
きます。

ここまで
移動する。
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タップ
画面上の対象物（アイコンなど）の上を軽くタッチし
ます。

ドラッグ または スワイプ
ドラッグ： 対象物（アイコンなど）を長押ししたまま離

さず、画面上で上下左右に指を滑らせます。
スワイプ： 画面を上下左右に指で払うと、画面が移

動します。

長押し
いくつかの操作では、画面上のアイコンを長押しす
ることで別の操作メニューが表示される場合があり
ます。

ズーム
２本の指を画面に当てて、その間隔を広げたり、狭
めたりすると画面が拡大したり、縮小したりします。

タッチパネルの基本操作
操作を始める前にタッチパネルの基本操作をご確認ください。
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ホーム画面
以下の画面を「ホーム画面」と呼び、本体のホームボタンを押すことでいつでもこの画面に移動することができます。

①

②

⑧

⑨

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ステータスバー
本機の状態を示すアイコン類が表示されます。

② デスクトップ画面
アプリのショートカットアイコンやウィジェットを自由に
置くことができます。また、この部分は左右ページにスク
ロールすることができます。

③ 電話
電話機能を呼び出します。

④ 連絡帳
アドレス帳です。

⑤ アプリ一覧
本機にインストールしたアプリやウィジェットの一覧を表
示し、アプリなどの起動を行います。

⑥ メッセージ
ショートメッセージ（SMS）を起動します。

⑦ ブラウザ
インターネットブラウザ起動します。

⑧ 設定
各種設定を行います。

⑨ Google Playストア
アプリやコンテンツをダウンロードすることができます。
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電話アイコンをタップする。 電話アイコンをタップする。

画面下左の履歴アイコンを
タップする。

↓（青：着信）↑（緑：発信）
↓（赤：不在着信）から相手
の番号を選びタップする。

◆ 不在着信があるとホーム画
面やロック画面で以下のア
イコンが表示されます。

画面下中央のダイヤルアイコ
ンをタップする。

電話がかかってくると着信画
面が表示される

電話番号を入力して画面下
の  アイコンをタップする。
 電話を切るときは  アイコン
をタップします。

中央の電話アイコンを右（  
アイコン）までドラッグすると
電話に出ることができます。
左（ アイコン）までドラッグ
すると着信拒否できます。

1 1

2

3

2

1

3

2

電話をかける
本機では次の手順で電話をかけることができます。

発着信履歴からかける電話番号を入力する 電話に出る
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ステータスバー
ホーム画面の上部にあるステータスバーには、様々な情報がアイコンとして表示されます。また、ステータスバーを引
き下げることでさらに詳しい情報を確認することができます。

ステータスバーのドラッグ ステータスバーの詳細画面 設定アイコンの画面
画面の上部を下方向へドラッグす
るとステータスバーの詳細画面が現
れます。

本機やアプリからのメッセージなど
の一覧が表示されます。

①をタップするとメッセージが削除されます。
② をタップすると設定アイコン画面になります。

◆ ホームキーをタップするとホーム画面に切り替わります。

アイコンをタップすることで目的の
設定画面をすばやく呼び出すこと
ができます。

③ をタップするとメッセージ画面になります。

①
② ③
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[設定]→[アプリ]とタップし、
アプリ一覧から移動したいア
プリを選択すします。

1

2

SDカードを利用する（アプリの移動/コンテンツの保存）

microSDカードを使うことで、一部のアプリを移動して本機の内蔵メモリの空き容量を増やしたり、写真や動画、
音楽などのコンテンツを多数保存できるようになります。

microSDカードを挿入する アプリを移動する コンテンツを保存する
電源をオフにした後に、本機のリ
アカバーを開けて、下図のように
microSDカードを奥まで挿入します。

「SDカードに移動」をタップ
します。

[設定]→[ストレージ]とタップし、
「デフォルトの書き込み先」で「SD
カード」選択します。

⊕⊖

microSDカード

microSDカードを脱着す
る際は必ず電源をオフに
してください。

最初にインストールされ
ているアプリやその他一
部のアプリは移動できま
せん。

SDカードに移動
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Wi-Fiの設定

ホーム画面の「設定」で設定画面を呼び出し、「Wi-Fi」をタップする。右上の  ボタン
を右にスライドしてオン（  ）にすると、接続可能な無線LANのアクセスポイント名

（SSID）が表示されるので接続したいアクセスポイント名をタップする（ご購入直後の
初期設定の場合は自動的に周囲を検索してアクセスポイント名を表示します）

1

●ネットワークの受信レベルを表す受信ステータスアイコンは
　以下の種類があります

受信レベル 4
▶良好

受信レベル 0
▶非常に弱い

受信レベル 3
▶中程度

オープンネットワーク
（パスワードなし）

受信レベル 2
▶やや弱い

受信レベル 1
▶弱い

セキュリティ付ネットワーク
（パスワードあり）

◆  WPS対応の無線LANルーターをお持ちの場合は、ルーター
の説明書の指示にしたがってルーター本体のWPSボタンを
押し、その後本機の  マークをタップしてください。ご購入
直後の初期設定の場合は  マークから「自動設定（WPS）」を
タップしてください。自動的に交信して接続します。
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Wi-Fiの設定

「パスワード」欄をタップし、アクセスポイントのパスワードを入力して、終了したら「接
続」をタップする

2

◆  アクセスポイント名とパスワードは無線LANルーターの背
面や底面、設定資料などに記載されていることが多いので、
事前にご確認ください。

◆  選択したアクセスポイントがオープンネットワークの場合に
はパスワード入力は表示されず、タップするだけで自動的に
接続が開始されます。

◆  主に自宅外でご使用の場合、オープンネットワークで自動
的に接続しても、サービスによっては、その後インターネッ
トブラウザでユーザー IDとパスワードを入力しないとイン
ターネットに接続できない場合があります。

◆  「パスワードを表示する」のチェックを入れると入力時に
「・・・・」と表示されるパスワードを確認しながら入力す
ることができます。

◆  「詳細オプションを表示」にチェックを入れると「プロキシ」、
「IPアドレス割り当て方法」の項目を設定することができます。
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Wi-Fiの設定

正しく接続された場合にはアクセスポ
イント名の下に「接続済み」と表示さ
れ、ステータスバーにもWi-Fiアイコ
ンが表示されます

3 ● 接続できないときはアクセスポイント名
とパスワードに間違いがないかご確認く
ださい。

● 何度試してもうまく接続できない場合
は、本機を再起動したり、無線LANルー
ターを再起動したりしてみてください。
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Google アカウントの設定

[ご購入直後の初期設定の場合]
「Googleアカウントをお持ちですか？」
で「いいえ」をタップし、2  へ進む

[後でアカウントを設定する場合]
「Googleアカウント追加」で「新しい
アカウント」をタップし、3 へ進む

[ご購入直後の初期設定の場合]
「Googleを利用する」で「アカウント
作成」をタップする

Googleアカウントに登録する姓名を
入力して▶をタップする

登録するユーザー名（@gmail.comの
前の部分）を入力して▶をタップする

パスワードを入力し、確認のためパス
ワードを再入力して▶をタップする

パスワードを忘れたときに再設定でき
るように設定する場合は「再設定オプ
ションをセットアップ」をタップする

1

2

3

4

5

6

Googleアカウントを設定すると、Google Playストアからアプリやコンテンツをダウンロードしたり、メールやSNS
などGoogle社のサービスを使えるようになります。すでにパソコン等でGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存
のアカウントを本機でご利用いただけます。ご希望でない場合はスキップし、後で設定することもできます。
以下では新しいアカウントを作成する場合を例示しています。

既にアカウントをお持ちの方は「はい」をタップ
してください。

既にアカウントをお持ちの方は「既存のアカウ
ント」をタップしてください。

携帯電話番号やバックアップ用のメールアド
レスを入力して▶をタップしてください。設定
しない場合は「後で」をタップします。
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バックアップと復元や位置情報など、
Googleのサービスを使用する項目に
チェックを入れて▶をタップする

利用規約に同意する場合は「同意す
る」をタップする

「SIMカードが検出されました」と表
示されたら「閉じる」をタップする認証のため、表示されている文字を

キーボードで大文字、小文字の区別を
含めて正しく入力する

Google＋を設定する

ホーム画面が表示される

7

8

12
9

10

13

設定する方はクレジット番号や有効期限、CVC
コード、氏名、郵便番号などを入力します。ここ
では「後で行う」タップしたと仮定して進めます。

SNS「Google＋」に参加する場合はここで設
定できます。ここでは「今は設定しない」をタッ
プしたと仮定して進めます。

案内を読みながら「OK」をタップしてください。
これで設定は完了です。

アプリやコンテンツを購入する場合に
必要なお支払い情報を設定する

11

ご購入直後の初期設定をされている方は
26ページのモバイルネットワークの設定を
続けてください。

Google アカウントの設定



-26-

モバイルネットワークの設定
本機はSIMフリー端末です。ご使用になる前にご契約されたSIMカード会社に合わせたデータ通信（APN）の設定
を行う必要があります。

ホーム画面から本体の「設定」アイコ
ンをタップして設定画面を呼び出し、

「無線とネットワーク」項目から「その
他」をタップする

「モバイルネットワーク」をタップし、
次画面で「データ接続」をタップする

1 2
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モバイルネットワークの設定

ご使用になるSIMカードをタップし
て選択する

続いて「アクセスポイント名」をタップ
する

右上の マークをタップし「新しい
APN」をタップして設定に入る

3

4

5
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ご契約されたSIMカードに付属の説明書または手引書に記載されているAPN設定に
準じて必要な項目をタップし、入力していく。入力が終わったら右上の  マークをタッ
プし「保存」する

6

[APN]
SIMカードの説明書に準じて入力してください。

[名前]
SIMカード会社の名前など、任意の名前を入力します。

[ユーザー名]
SIMカードの説明書に準じて入力してください。

[パスワード]
SIMカードの説明書に準じて入力してください。

[認証タイプ]
SIMカードの説明書に準じて選択してください。

モバイルネットワークの設定
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◆  Wi-Fiデータ通信中は「H」マークは表示され
ません。Wi-Fiをオフにしてご確認ください。

◆  「H」マークが表示されるまでに、しばらく時
間がかかる場合があります。表示されない場
合は本機を再起動してみてください。それで
も表示されない場合は、設定に誤りがない
か、再度手順と入力内容をご確認ください。

作成したアクセスポイント名をタップ
し接続を開始する

ホーム画面に戻り、画面右上のアンテ
ナバーに「H」のマークが表示されたこ
とを確認する

7 8

モバイルネットワークの設定

データ通信専用SIMカードをご使用の場合
Wi-Fi接続している状態からWi-Fi圏外に移動し
たときなどWi-Fi接続が切断された場合、自動的に
3G回線（携帯電話回線）には再接続されず通信で
きなくなります。再接続するためには[設定]→[SIM
カード管理]→[SIMカード情報]でSIMカードを
一度オフにして、再度オンにしてください。
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故障かな？と思ったら

症　　状 対　　　　応

電源が入らない ・  充電バッテリーパックが取り付けられているか、または正しく取り付けられているか、
ご確認ください。

・ バッテリー残量がゼロになっている場合は充電してからご使用ください。
・ 電源オンの操作方法が正しいか、ご確認ください。電源ボタンをしばらく押し続けます。

通話ができない
データ通信ができない

・ 通話・通信圏外でないか、電波が不安定な場所でないか、ご確認ください。
・ SIMカードが挿入されているか、ご確認ください。
・  日本国内でご使用の場合はSIMカードを標準SIM 1スロット（W-CDMA）に挿入して

ください。また挿入する向きが正しいかご確認ください。
・  SIMカードがW-CDMA方式に対応しているか、SIMカード発売元にご確認ください。

CDMA2000方式には対応していません。
・  データ通信専用SIMカードをご使用の場合、29ページ右下の手順をお試しください。
・ 機内モードに設定していないか、ご確認ください。
・  [設定]→[SIMカード管理]→[SIMカード情報]でSIMカードがオンになっているか、

ご確認ください。
・ 通信会社で接続に問題が発生していないか、ご確認ください。
・  (データ通信)データ接続で正しいSIMカードが選択されているか、ご確認ください。[設

定]→[その他]→[モバイルネットワーク]→[データ接続]で確認いただけます。
・  (データ通信)アクセスポイント名の設定が正しいか、ご確認ください。[設定]→[その

他]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]で確認いただけます。
・  (データ通信)正しいアクセスポイント名が選択されているか、ご確認ください。[設

定]→[その他]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]で確認いただけます。
・ (データ通信)接続先のサーバーなどで問題が発生していないか、ご確認ください。
・ 本機を再起動してみてください。
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故障かな？と思ったら

症　　状 対　　　　応

画面が出ない ・  電源がオフの可能性があります。電源ボタンをしばらく押し続けて電源をオンにしてく
ださい。バッテリーがゼロの場合は充電してください。

・ スリープ状態の可能性があります。電源ボタンを一回押すと画面が表示されます。
・  真っ黒な画面が表示されている可能性があります。画面をタップして何らかの操作画

面が表示されるか、ご確認ください。
・ 周囲が明るすぎる場合は画面が見えづらい場合があります。

音が出ない ・  音量が最小になっていないか、ご確認ください。
・  サイレントモードや会議モードの場合、着信音や通知音は出ません。[設定]→[オーディ

オプロファイル]で変更できます。
・  ヘッドホンやイヤホンマイクに接続されている間は本体スピーカーから音は出ません。
・  Bluetoothでスピーカーやヘッドセットに接続されている間は本体スピーカーから音は

出ません。
・  音のない映像など、音が出ないシーンでないかご確認ください。

Wi-Fiに接続できない ・  Wi-Fiがオフになっていないか、または機内モードになっていないかご確認ください。
・  Wi-Fiの電波が弱い場合は無線LANルーターに近づいてください。
・  Wi-Fiが正しく接続されているか、ご確認ください。[設定]→「Wi-Fi」と選んでWi-Fi

名（SSID）のリスト最上部が「接続済み」になっているかご確認ください。
・  Wi-Fiのパスワードが正しいかご確認ください。
・  無線LANルーターを接続しているインターネット回線が非常に混雑している、または

回線が切断されていないかご確認ください。
・  接続先のサーバーなどで問題が発生していないか、ご確認ください。
・  無線LANルーターが不安定の場合は無線LANルーターを再起動してください。
・  本機を再起動してみてください。
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故障かな？と思ったら

症　　状 対　　　　応

インターネットに接続できない ・  前ページの「データ通信ができない」「Wi-Fiに接続できない」をご参照ください。

ショートメッセージ（SMS）
を送れない

・  SIMカードがSMSの通信に対応しているか、SIMカードの発売元にご確認ください。
・  SMSでは写真などのファイルを添付して送信することはできません。
・  文字数が多すぎないか、ご確認ください。

通信速度が遅い
インターネットの映像や
音楽が途切れる

・  SIMカードのプランによってはデータ通信速度が低速に制限されている場合がありま
す。その場合、ネットサービスの反応が遅くなったり、インターネットの映像や音楽が
途切れたりすることがあります。SIMカード発売元にご確認ください。高速なプランが
ある場合はそのプランをご利用になられるか、Wi-Fiなど高速な通信環境下でお楽しみ
ください。

・  Wi-Fiが低速または不安定の場合、インターネットの映像や音楽が途切れる場合があ
ります。Wi-Fiルーターに近づくなど、通信環境の良い場所でご利用ください。

タッチパネルが効かない
効きにくい

・  保護フィルムを貼られている場合は外してお試しください。
・  指や画面が濡れていたり、汚れていたりする場合は拭き取ってください。手袋をはめて

いる場合は外してご使用ください。
・  スリープ状態では画面が出ず、画面をタッチしても反応しません。電源ボタンを一回押

すと画面が表示されます。
・  アプリや本体内部の処理が重い場合にタッチ操作に対して一時的に反応がなかった

り、または反応が鈍くなる場合があります。
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故障かな？と思ったら

症　　状 対　　　　応

動作が不安定 ・  ご購入後に本機へインストールしたアプリにより不安定になっている可能性がありま
す。インストールしたアプリをアンインストールすることで症状が改善される場合があ
ります。
※ それでも改善されない場合はバックアップをとった後、本機の初期化を行ってくだ

さい。[設定]→[バックアップとリセット]→[データの初期化]から端末をリセッ
トできます。

動かなくなった
（フリーズした）

・  アプリが動かなくなった場合はホームボタンをしばらく押すとアプリ切換画面が表示
されますので、アプリの画面を左右に指で払ってアプリを終了させてください。

・  本機のすべてのボタンが反応しなくなった場合は、リアカバーを開けて充電バッテリー
パックを外し、バッテリーを入れ直して再度電源をオンにしてください。

バッテリーの
動作時間が短い

・  圏外の状態で長時間放置すると、電波を探し続けるため、より多くの電力を消費します。
・  スリープ状態のまま放置し続けるとバッテリーを少しずつ消費します。適切なタイミン

グでバッテリーを充電してください。
・  電源オフの状態でもバッテリーは少しずつ自然放電します。事前にバッテリー残量を

ご確認ください。
・  Wi-FiやBluetoothの利用、動画・音楽再生、位置情報を使うアプリなどはバッテリー

を多く消費します。必要のないものはオフにすることでバッテリーの消費を抑えること
ができます。

・  画面の明るさを暗くするとバッテリーの消費を抑えることができます。
・  空の状態で長期間放置されたバッテリーは一度充電しても回復しない場合がありま

す。何度か充放電を繰り返してください。
・  充電バッテリーパックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、徐々に使用時間が短く

なります。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指
定の充電バッテリーパックをお買い求めください。
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症　　状 対　　　　応

充電ができない ・  充電バッテリーパックが正しく取り付けられているか、ご確認ください。
・  本機とUSBケーブルとACアダプターの接続が確実か、ご確認ください。
・  USBケーブルをパソコンにつないで充電されている場合はパソコンの電源が入ってい

るか、ご確認ください。

操作中・充電中に熱くなる ・  操作中や充電中などに本機や充電バッテリーパック、ACアダプターが温かくなること
がありますが、動作上問題ありません。ただし、異常な高温を感じられた場合はすぐに
使用をやめ、電源を切って弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

内蔵メモリーが足りない ・  写真や動画などのコンテンツや、一部のアプリはmicroSDカードに移動できます。コン
テンツの保存先は[設定]→[ストレージ]で「デフォルトの書き込み先」を「SDカード」
に変更できます。アプリを移動する場合は、[設定]→[アプリ]でアプリを選択し、「SD
カードに移動」をタップするとSDカードへ移動できます。アプリによっては移動できな
い場合があります。

故障かな？と思ったら
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技術仕様

サイズ 145×72.8×8.6 mm
重さ 152g 
OS Android 4.4
マーケット Google Playストア
CPU MTK6582 (ARM Cortex-A7 1.3 GHz クアッドコア)
内蔵メモリ RAM : 1GB / ROM : 4GB
外部メモリ microSDカードスロット×1
ディスプレイ 5.0インチ 1280×720画素(IPS液晶)
バッテリー容量 2000mAh
連続待受時間 約300時間 
連続通話時間 約480分(W-CDMA) / 約720分(GSM) 
通信方式 W-CDMA ：800 / 2100 MHz　GSM ：850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
SIMカードスロット 2スロット（W-CDMA用＋GSM用） 
Bluetooth バージョン4.0
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
テザリング機能 対応(Wi-Fi / Bluetooth / USB)
カメラ フロント：200万画素　バック：800万画素
GPS 対応
センサ 重力センサ / 照度センサ / 近接センサ / 磁気センサ
スピーカー モノラル
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バッテリーパックのリサイクルについて
不要になったバッテリーパックは廃棄せずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。その際は、金属
端子部にセロハンテープなどを貼って絶縁してください。
バッテリーパックの回収、リサイクルおよびリサイクル協力店については、有限責任中間法人JBRC のホームペー
ジ（http://www.jbrc.com）を参照してください。

商標について
＊ Google 、Android 、Google + 、Google Playや各ロゴなどはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
＊Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
＊その他掲載されている会社名、商品名、ロゴ等は、各社の商標または登録商標です。
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MEMO
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MEMO
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MEMO



〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台2-3-1
E-mail ： info@bluedot.co.jp
ホームページ ： http://www.bluedot.co.jp/

■ p.30 ～ p.34 の「故障かな？と思ったら」をご確認ください。
■ 弊社ホームページの『FAQ（よくあるご質問と答え）』をご確認ください。

http://www.bluedot.co.jp/support/
■ お客様サポートセンターにご連絡ください。

BLUEDOT お客様サポートセンター
TEL：0120-070730（フリーダイヤル）
TEL：0570-010080（ナビダイヤル）
※フリーダイヤル、ナビダイヤルをご利用になれない場合は 043-295-8882 まで
※ご利用時間は 10:00 ～ 17:00（土、日、祝日、会社指定休日を除く）
FAX：043-295-8852
E-mai：support@bluedot.co.jp

困ったときは ···
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