
ホームアプリご説明
(CableGateスマホ・ホーム）



スマホのTOP画面をわかりやすくするホームアプリです。

 アイコンを大きくし、表示するアプリやショー
トカットを制限することで、スマホが初めて
の方にも使いやすい画面となっています。

CableGate
スマホ・ホーム通常画面

CableGateスマホ・ホームの概要
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CableGateスマホ・ホームとは…



CableGateスマホ・ホームは大きく分けて3つのエリアで構成されます。

①天気・時間（ページに関係なく固定表示）

・GPSで現在地の天気、時刻表示
GPSがOFFの場合は管理画面で設定の地域表示

②ページエリア
・1ページあたり、３×３のアイコンを配置し、3ページまで設定できます。
・アプリの追加、削除、移動も可能です。
・アプリの追加ボタンは必ず最後尾に位置します。

③固定エリア（ページに関係なく固定表示）
・短縮ダイヤルの登録が可能です。
・登録されている電話番号に対して2タップで通話がかけられます。

CableGateスマホ・ホームの画面構成
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ホームアプリから電話を立ち上げると、格安通話ダイヤラーが立ち上がりま
す。

電話について
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番号を入力してかけるには、
以下の画面に表示されて
いる数字を順にタップします。

格安通話のアイコンをタップします。
10円/30秒の通話が可能です。

ここに番号が
表示されます

※格安通話でかけていると7ケタ
の番号が付加されています。

通話を終えるには、 をタップします。

電話をかけています。



電話について（連絡帳）

①自分の番号を表示します。

②連絡帳への新規登録を行います。

③連絡帳の頭出しを行います。
索引上でタップまたはスクロール操作をすると
該当の連絡先を頭出しします。① ②

③

④

④連絡帳に登録されている連絡先を表示します。
ロングタッチをすると連絡先の詳細を表示します。
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電話について（履歴）

①履歴削除画面を表示します。

②発着信履歴を表示します。
時系列昇順で表示されます。
名前の後ろの(数字)は同一番号の履歴件数を表します。
タップすることでまとまった履歴を表示します。

また、名称が「不明」で「非通知」以外の履歴は
ロングタッチすることで電話帳への
新規登録が可能です。

③まとまった履歴の詳細を表示します。

①

②

③
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電話について（連絡先詳細）

①表示している連絡先を削除します。

①
②表示している連絡先情報を他のアプリに連携します。

② ③ ④

③表示している連絡先を標準ダイヤラーのお気に入りに
設定します。（当アプリではお気に入りのみの
表示は出来ません。）

④表示している連絡先の編集画面を表示します。

⑤

⑥

⑦

⑤メールアプリを起動します。

⑥地図アプリを起動します。

⑦Webブラウザを起動します。
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電話について（設定）

①

②

③

④

⑤

⑥

①選択されたアカウントに紐付く連絡先が
連絡帳に表示されます。

②連絡帳への新規登録を行います。

③選択されているアカウントの連絡帳に
vCard形式で保存されている連絡先を登録します。

④選択されているアカウントの連絡帳を
vCard形式のファイルに保存します。

⑤履歴削除画面を表示します。

⑥ダイヤラーアプリのバージョン情報を表示します。
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電話について（格安通話対象外通話先）

番号体系 番号例 備考

緊急、公共番号
（1XY）

110（警察）
117（時報）

177（天気予報）には市外局番の付与が必要なため、
格安通話対象になります。

案内番号
（#～）

#8162（交通情報）
#9110（警察相談）

事業者識別番号
（00XY）

003768（楽天でんわ）
0063（G-Call）

サービス番号 0120（着信課金）
0570（統一番号）

緊急通報および3桁番号サービス、案内番号（#～）、事業者識別番号（00XY）、サービス番号は、
楽天でんわサービス対象外のため、格安通話ボタンを押下しても通常電話として発信します。
そのため、格安通話対象外となります。
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ホームアプリからメールを立ち上げます。

メールについて
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初めて立ち上げると、“アプリケーショ
ンを選択”画面が表示されます。

“Gmail”を選択 次に“常時”をタップします

※2回目からは自動的に
Gmailが立ち上がります。



メールについて（続き）
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メールを送る

メールを見る

ここをタップ！

①宛先を入力

②件名を入力

③本文を入力

④ここをタップすると送信されます

メールを受信すると以下のように通知されます。※1

２回タップ



メールについて（続き）
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メールの通知設定の確認（最初に必ず確認してください）

“設定”をタップ “アンドロイド
設定画面”を
タップ

“サウンド・通
知”をタップ

上にドラッグ “アプリの通知”
をタップ

“Gmail”を
タップ

上にドラッグ “ブロック”に
チェックがない
ことを確認

タップ 自分のアカウン
ト部分をタップ

“受信トレイの
音とバイブレー
ション”をタッ
プ

“メールの同期”
をタップ

“すべて”をタッ
プ（過去３０日
分でもかまいま
せん）

チェックボック
スにチェックが
入っていること
を確認



マイページを見る
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①マイページアイコンを
タップします。

②使用しているインターネットブラウザに従ってマイページが
表示されます。

※インターネットを一度も使用していない場合は使用するインター
ネットブラウザを選択する必要があります。

※マイページの使い方は、
マイページ説明書をご覧ください。



インターネットを見る

①インターネットアイコンをタップします。
②使用するインターネットブラウザをタップ後、常時ボタ
ンをタップしてください。

※2回目以降は使用したブラウザアプリが自動で選択
されます
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カメラで撮影する

②カメラが起動するので
撮影を行ってください。

①カメラアイコンを
タップします。
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androidホーム画面を表示させる

①androidホームアイコンを
タップします。

①androidホームが表示されます。
※再度CableGateスマホ・ホームを表示したい場
合はスマートフォン本体のホームボタンをタップしてく
ださい
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壁紙テンプレートを変更する

①設定アイコンをタップします。 ②設定画面が起動しますので、
壁紙変更ボタンをタップしてください。

③壁紙変更画面が起動しますので、設定したい
壁紙をタップして選択します。

④確認ダイヤログが表示されますので、「はい」を
押して変更します。

⑤壁紙が変更されました。
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android設定画面を表示する

①設定アイコンをタップします。
②設定画面が起動しますので、android設定ボタンをタップし
てください。
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ホーム画面の使い方を調べる

①設定アイコンをタップします。
②設定画面が起動しますので、このアプリについてボタンをタップ
してください。
③このアプリについて画面が起動しますので、このアプリの使い
方ボタンをタップします。
④このアプリの使い方画面が起動しますので、ページ内に表示
されている使い方の項目から知りたいものを選んでタップしてくだ
さい。
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CableGateについて

ホーム画面へをタップ
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Cablegateとは、ケーブルテレビの情報がみれるアプリです。

おすすめ番組情報
を紹介しています。

コミュニティｃｈ
の紹介ページ

296のマスコットキャラクター
つくるくんのTwitter

地域のニュース情報

地上波、BS、専門ｃｈの
番組表

DLNAプレイヤーの
アプリ



CableGateの設定

①CableGateアイコンを
タップします。

②“インストール”をタップ ③“同意する”をタップ

⑤OKをタップ
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④“開く”をタップ

⑥ケーブルテレビ未加入を
タップ

⑦“千葉県”→“広域高速
ネット二九六”をタップ

⑧設定完了。OKをタップ



アプリを移動させる
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①ホーム画面上でアイコンを
ロングタッチします。

②移動させたいアイコンを押した
ままアイコンを移動（ドラッグ）
させます。

③アイコンの移動が終了後、ス
マートフォン本体のホームボタン
をタップします。

④移動が完了しました。



アプリを削除する

23

①ホーム画面上でアイコンを
ロングタッチします。

②削除ができるアイコンの右上に
×マークが表示されますので、削除したい
アイコンの×マークをタップします。

②確認ダイヤログが表示されますので、
「はい」をタップして削除します。

④アプリが削除されたら、スマートフォン
本体のホームボタンを押します。 ⑤削除が完了しました。
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電話をかける

電話をかけるには、ホーム画面の をタップします

電話アプリが立ち上がります。
※初めて利用される場合は、インストール画面になります
ので、初期設定のマニュアルに従い、インストールしてくださ
い。

25



電話番号を入力して電話をかける

番号を入力してかけるに
は、以下の画面に表示さ
れている数字を順にタップ
します。

格安通話のアイコンをタップします。
10円/30秒の通話が可能です。
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ここに番号が
表示されま
す

※格安通話でかけていると7ケ
タの番号が付加されています。

通話を終えるには、 をタップしま
す。

電話をかけています。



電話帳から電話をかける

電話帳から電話をかけるに
は、電話帳をタップします。

電話帳が表示されます。
かけたい人を選んでタップしま
す。
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をタップしま
す。



電話帳に連絡先を追加する

“新規登録”をタップします。

同期させるアカウントの選
択が表示されたら、
Googleを選択し、“OK”
をタップします。
※Googleのアカウントと同
期しておくと別のAndoroid
端末に変えた場合も電話帳
の移行が簡単です。
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名前、電話番号を登録し
て右上の“保存”をタップし
ます。



電話を受ける
☆状態によって、2パターンの受け方があります。
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スマートフォンが起きてる状態のとき スマートフォンが寝ている状態のとき

応答をタップ

①電話に出る

②ショートメールを送る

③伝言メモ

①

② ③

メッセージを選択すると相手に送信されます。

簡易留守録を選択



マナーモードにする
着信があったり、通知があるとお知らせで音がなります。これをOFFにしたいときはマナーモードにします。
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スマートフォン側面の

音量ボタンの下げるボタンを押します

下げる

上げる

画面上部に音量

バーが表示されます。

音量を０にすると

マナーモードになります。

スマホが振動します



メッセージを送ってみましょう（ショートメール）
ショートメールは携帯の電話番号があれば、どなたにでもメッセージを送ることができます。
※固定電話、PHSへは送れません。
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新しくメッセージを作
成するには、 を
タップ

“To”をタップ
電話帳に登録されていれば、頭文
字を入力すると連絡先が表示され
るので、連絡先をタップ

“To”を
タップ

ショート
メール

本文を
入力

連絡先
を入力



メッセージを送ってみましょう（ショートメール）
メッセージのやり取り
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をタップ
お返事がくると上のよう
に表示されます。

“メッセージを入力”のと
ころをタップし、本文を入
力します。

メッセージが送信されました

“To”を
タップ

ショート
メール

本文を
入力

連絡先
を入力



メッセージを送ってみましょう（LINE）
相手もLINEを使っていれば、LINEを使ってメッセージやスタンプなどを送ることができます。
※296モバイルではID検索ができません。
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296次郎さんへ
メッセージを送ります

トークをタップします メッセージを入力します。
メッセージを送るには、
をタップします。LINEのアイコンをタッ

プします。

宛先を
選ぶ

LINE 文章を
入力



メッセージを送ってみましょう（LINE）
メッセージのやり取り
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LINEではスタンプという様々な感
情を表わすイラストを送ることがで
きます。

スタンプが送信されました。様々なスタンプが登録されて
います。

スタンプを送るには、

をタップします。

今回は、笑顔のスタンプを
送ってみます。

お返事が来るとこのように
表示されます。もう一度
メッセージやスタンプを送る
ことでやり取りができます。

※メッセージやスタンプの横につ
く“既読”マークは、相手がメッ
セージを確認したということです。



カメラを使ってみましょう

• カメラを立ち上げる

• 撮影して、撮影した写真を確認してみましょう

このアイコンをタップします

このようにレンズを通し
た画面になります

シャッター
ボタン

シャッターボタンを押
すと撮影できます

カ
シャ

撮影した写真
が小さく表示

右下の写真をタップす
ると確認できます
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カメラを使ってみましょう

•撮った画像を削除する
撮った写真が失敗したときなど、いらない画像を削除するには以下の手順で可能です。

ゴミ箱マークをタップ
します。

“OK”をタップすると削
除されます。
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画像のどこかをタッ
プします。



カメラを撮ってみましょう ～ビデオ～

撮影開始マークをタップし
ます

撮影したビデオを確認するに
は、ここをタップ
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録画中モードになります。
録画時間も表示されます。

録画停止マークをタップします

再生ボタン


