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事前確認
●Wi-Fi(無線LAN)環境を確認する

ご自宅にWi-Fiの環境がある方は、初期設定のあと、Wi-Fiの
設定を行います。
接続可能なWi-Fiネットワークの「SSID(ネットワーク名)」及び
「暗号化キー」を確認しておきます。

BNMUX社製 BCW700Jをお使いの方
裏面のシールにある”プライマリーSSID”と“WPA暗
号キー”をご確認ください。

BUFFALO社製 WHR-300HP2 をお使いの方
底面についているカードをご確認ください。

アイオーデータ社製 WM-G300GRをお使いの方
側面のシールにある”SSID1”と”暗号キー”をご確認くださ
い。

※このほかのメーカー、機種をご利用の方は、機器の取り扱い説明書にて
ご確認ください。ほとんどの場合、側面などにシールが貼ってあります。



はじめる前の準備
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本体のボタンについて
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①ホームボタン

⑤ボリュームボタン

④電源ボタン

③マルチタスクボタン

このボタンは、画面を元に戻したりなどに使う基点となるボタンです。

鳴らす音の大きさを調整するボタンです。上が上げる（＋）、下が下げ
る（－）です。

スリープ状態にしたり、電源を入れたり落としたりするボタンです。

同時に起動している複数の機能を切り替えるときに利用します。

⑤

①② ③

④

②バックボタン

このボタンは、ひとつ前の画面に戻す時に使うボタンです。



基本操作その2 フリック

ページめくりなどで使う操作です。こ
れもよく使う動作です。
指で画面を触れてから上下左右い
ずれかの方向に向かって指ではらうこ
とを「フリック」といいます。
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基本操作その１ タップ

最もよく使う操作です。
指で画面を触れてスッと離すことを
タップといいます。「押す」ではなく「触
る」です。
このとき、指の腹で触るようしましょう。
爪を立てたりするとうまく反応してくれ
ません。



基本操作その3 ドラッグ

対象物を移動させたりするときに使い
ます。
対象物を長めに触れて（ロングタップ
といいます）そのまま指で動かすことを
「ドラッグ」といいます。先ほどの「フリッ
ク」は指をすばやく動かして強めに払う
のに対して、「ドラッグ」ではゆっくりと指
を滑らせます。
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基本操作その4 ピンチイン／ピンチアウト

文字などを拡大/縮小するのに使
用します。
親指と人差指をつかって、つまむ
ような動きをして画面を滑らすのが
「ピンチイン」いい、逆に指を広げる
ように動かすのが「ピンチアウト」とい
います。
この動作を使いこなすことで、タブ
レットが快適に使えるようになります。
写真や文字を簡単に拡大・縮小
することができます。



Zenfon2Laserを新しく購入すると、以下のようなものが
同梱されています。
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電源を入れる前に・・・

充電するときは、このように接続します。

電源ケーブル

イヤホン

本体



初期設定をする
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新しく端末を購入した場合、以下の内容で初期設定が必要です。
・SIMを挿入する。
・端末の初期設定を行う。
・APN設定をする。
・Googleアカウントを取得する。（推奨、すでにお持ちの場合は不要）
・296モバイルホームアプリをインストールする。（推奨）

Googleアカウントを取得すると、色々なアプリがGoogle Playから
ダウンロードできるようになります。また、フリーメールのGmailも利用
できるようになります。

-ホームアプリとは-

-Googleアカウントとは-

296モバイルホームアプリは、スマートフォンをより簡単に利用できるよう
になるアプリです。30秒10円で通話できる格安通話機能や、通話明
細や高速クーポンの追加購入などができるマイページにも簡単にアクセ
スできるようになります。
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溝を利用して、隙間を作ります。
※ドライバーなどを使わないでください。
※爪のけがにご注意ください。

本体を横にすると、溝があります。

Zenfone2LaserにSIMを挿入する

STEP1 本体側面を確認する

STEP2 指の爪を入れて開けます
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STEP３ バックパネルカバーを取り外す

STEP4 バッテリーを取り外す

STEP5 SIMカードを挿入する

バッテリーは指で簡単に取り外
すことができます。

奥まで差し込んでください。
終わったら、バッテリー、バックパネ
ルカバーを元に戻してください。
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STEP1 電源を入れる

STEP2 インターネット接続設定

STEP3 Wi-Fiの設定

モバイルネットワークとWi-Fiが
選択されているのを確認して
をタップします。

端末初期設定

電源ボタンを5秒程度、長押しして
ください。しばらく待つと、左写真の
ような画面になります。
画面が表示されたら、
をタップします。

受信しているWi-Fiの一覧が表示されるので、
ご自分のWi-FiのSSIDを選択してください。

※SSIDの確認はP2をご参照ください。
※この設定をスキップするには、 をタップ
してください。
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STEP4 Wi-Fiのパスワード入力

パスワードを入力したら
“接続”をタップします。

Wi-Fiのパスワードを入力します。
※Wi-Fiのパスワードは、暗号化キーやKEY
などと表示されていることがあります。

入力したSSIDのネットワークが接続
済みとなります。
をタップします。
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●入力方法について

画面下にキーボードが現れるので一文字ず
つタップして入力します。
大文字を入力する場合は、
をタップしてから文字をタップします。

ローマ字入力とアルファベット入力の切り替え
は をタップします。

STEP5 Googleアカウントの作成

Googleのアカウントを作成します。
※Wi-Fiに接続していないとできません。次のSTEPへ進んでください。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は、お持ちのアカウントでログ
インしてください。

“または新しいアカウントを作成”
をタップします。

をタップすると、右図のようにキーボード
が切り替わります
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名前を登録します。
入力が終わったら
”次へ>”をタップします。

お好きなユーザー名を
登録します。
※これがメールアドレスになり
ます。すでにほかの方が使っ
ている場合には利用できま
せん。

お好きなパスワードを
作成します。
※英数8文字以上
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電話番号の登録ですが、
まだテキストメッセージが受信
できないので、ここではスキップ
します。

利用規約とプライバシーポリシーのそ
れぞれの文字をタップすると内容が確
認できます。
問題なければ、”同意する＞”をタップ
します。

Googleアカウントの作成が完了し
ました。
“次へ＞”をタップします。
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STEP6 名前の登録

ご利用者の名前を登録し
ます。（空欄でも可）
入力が終わったら
”次へ>”をタップします

STEP7 Googleサービスの利用規約とプライバシーポリシーに同意する

内容を読んだら、
“もっとみる ∨”を
タップします

確認したら、
“次へ>”をタップ
します

STEP8 ASUS製品登録

ASUSの製品登録は、後からでもできるので、
ここではスキップします。
をタップします。
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STEP9 データの同期

STEP10 日時設定

STEP11 Google Drive プロモーション

ここではスキップします。
をタップします。

Google等のアカウントをお持ちの場合はデータ
の同期が可能です。後からでもできるので、ここ
ではスキップします。
をタップします。

日付と時刻の自動設定/タイムゾーンの自動設定
にチェックが入っていることを確認して、
をタップします。
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STEP12 Inspire ASUS

STEP13 Data Transfer

STEP14 端末設定完了

ASUSのサービス改善に協力するための
利用データの送信を許可にします。
をタップします。

Bluetoothを利用してデータ転送が可能です。
後からでもできるので、ここではスキップします。
をタップします。

端末設定が完了しました。
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STEP1 設定画面を表示する

STEP2 モバイルネットワークの設定

をタップします。

SIMの設定

SIMの設定を行います。
設定画面を出すため、画面
の一番上から下に向かって
フリック（指で払う）します。
右側の画面が表示されます。

をタップします。
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STEP2 モバイルネットワークの設定

をタップします。

をタップします。

をタップします。
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STEP2 モバイルネットワークの設定

予め設定されている一覧が
表示されます。
今回は新規に作成するので、

をタップします。

①

①

名前は“296モバイル”と入力します。

②

②

APNは“vmobile.jp”と入力します。

③

③

認証タイプは“PAPまたはCHAP”を
選択します。

①→②→③の順に以下の通り、入力します。
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STEP2 モバイルネットワークの設定

“保存”をタップします。

296モバイルというAPNが作成される
ので、タップして選択します。
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STEP３ 通信の確認

設定メニューを表示します。
（STEP1を参照）

Wi-FiがONになっているので、タップしてOFFにします。
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STEP３ 通信の確認

“ブラウザ”をタップします。

HPが表示されたら通信できて
います。



問い合わせ
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GoogleID

パスワード

ケーブルネット296
0120-533-296

（受付時間 9：00～18：00）

〇サービス、ご契約に関すること

メモ欄

・操作、設定に関するサポートをご希望の場合は、別途テクニカル＆リモートサポート
サービスをお申込ください。（月額税別350円）

〇端末の初期不良、故障、設定方法など

※端末に同梱されているメーカーのコールセンターの連絡先へ
ご連絡ください。


