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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。

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。

② ① ③

⑤

④
⑤

④

ＳＨ－Ｍ０２ ＳＨ－Ｍ０４



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。
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電源を入れる前に・・・

充電は付属のACアダプターと付属のmicroUSBケーブルをお使いください。

本体の外部接続端子にACアダプター
のmicroUSBプラグを差し込む

microUSBケーブルのUSBプラグを
ACアダプターのUSB接続端子に水平に
差し込む

充電完了後は、本機の外部接続端子から、
ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外
し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコ
ンセントから抜き、プラグを元の状態に
戻す。

SH-M02/M04本体
※電池は本体に内蔵されています。

クイックスタートガイド

保証書

microUSBプラグを誤った向きに挿し込む
と、本機の外部接続端子が破損すること
があります。microUSBプラグの形状と向
きをよく確かめて水平に差し込んでくだ
さい。

・充電／着信ランプが赤色に点灯するこ
とを確認してください（電池残量がフ
ル充電に近い状態のときは、緑色に点
灯します。）

・充電が完了すると、充電／着信ランプ
が消灯します。

１

２

４

ご利用にあたっての注意事項

充電のしかた

※基本的な機能の操作について説明しています。

microUSBケーブル

ACアダプター

ACアダプター電源プラグを、家庭用AC
コセントに差し込む

３

SH-M02 SH-M04



初期設定をする
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当社から新しくSIMと端末をセットで契約した場合、以下の設定まで
は完了しており、通信が可能な状態となっています。
・SIMを挿入
・端末初期設定
・APN設定
本手順書では、以下の手順を説明します。
・ホームアプリのインストール
・電話帳の移行

-ホームアプリとは-

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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STEP1 Playストアにアクセスする

“インストールする”をタップします。
⇒この画面がでない場合は、STEP２へ

ホームアプリのインストール

このアイコンをタップします
⇒このアイコンがない場合は、STEP２へ

Googleアカウントをお持ちの方は、“メールアドレスを
入力してください”
の欄にアドレスを入力して“次へ”をタップしてください。
パスワード入力画面が現れますので、ご自分で設定
したパスワードを入力して“次へ”をタップしSTEP4へお
進みください。

お持ちでない方は“または新しいアカウントを作成”を
タップしてSTEP3へお進みください。
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STEP2 Playストアから検索してインストールする場合

このアイコンをタップします

Googleアカウントをお持ちの方は、“メールアドレスを入
力してください”の欄にアドレスを入力して“次へ”をタップして
ください。
パスワード入力画面が現れますので、ご自分で設定した

パスワードを入力して“次へ”をタップしSTEP4へお進みくだ
さい。

お持ちでない方は“または新しいアカウントを作成”をタッ
プしてSTEP3へお進みください。
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STEP3 Googleアカウントを作成する。

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。

生年月日、性別を入力
します。

お好きなユーザー名、パス
ワードを作成します。
※ユーザー名はすでに誰かに利用さ

れているものは使えません。
※パスワードは英数8文字以上。

※月、性別は、選択窓から選択します。
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STEP4 プライバシーポリシー、規約に同意

電話番号の登録ですが、
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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“インストール”をタップします。

Playストアのホームが表示された場合は、
“ケーブルゲート スマホホーム”と検索します。

有料アプリなどを購入した場合のお支払方法を
設定します。
有料のものを購入しなければ不要なので、ここで
は“後で”を選択し、“次へ“をタップします。

内容を読んだら、“もっとみる ∨”をタップします。
すべて確認したら、“次へ>”をタップします。
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しばらく待つと、インストールが完了します。
“開く”をタップします。

インストールが開始されます。
少し時間がかかります。

同意画面が現れます。
“同意”をタップします。
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STEP5 ホームアプリを開く

都道府県を選択します。

“選択した地域/局で決定”をタップします。

リストに”千葉県”が出てくるので
タップします。

グループを選択します。

リストに”SHARP SH-M02”が
出てくるのでタップします。

※SH-M04でも”SHARP SH-M02”
を選択します。
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設定が完了すると以下のような画面が開きます。

STEP5 ホームアプリを開く

常時をタップします。
これで、以後ホームボタンに触れると
ホームアプリの画面になります。

本体のホームボタンを
タップします。

①

② “CableGateスマホ・ホーム”
をタップします

③ 本体のホームボタンを
タップします。

④

① ②

③ ④



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。



296モバイル
電話帳移行マニュアル

Ver1.1
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●必要なもの

・SDカード（旧端末で使えるもの）
・パソコン
・SDカードリーダー（パソコンに取り込むため）

●はじめに

本手順書は、Android端末またはガラケ―からmicroSDカードに
電話帳データをコピーして、新しいスマホ（Android端末）に移行
する手順について記載しております。
端末からmicroSDカードに電話帳をコピーする方法については、取

扱説明書またはお買い上げになった購入元へお問い合わせください。
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STEP1 旧端末の電話帳をmicroSDカードへコピーする。

機種によって方法が異なりますので、各端末の取り扱い説明書等をご確認ください。
SDカードは、端末によっては裏蓋をあけて挿入する場合もございます。
一般的には、アドレス帳メニューからデータコピー等の名称でSDカードへ書き出すこ

とができる機種が多いようです。

電話帳の移行

STEP2 Gmailの連絡先にインポートする

パソコンへSDカードをセットします。（SDカードリーダー等が必要です）

Gmailへログインします。

Gmailタブから“連絡先”をクリックします。
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“インポート”クリックします。

もし以下のようなメッセージが表示されたら“以前のコンタクトを開く”をクリックして、
“連絡先をインポート”をクリックします。

①“ファイルを選択”クリックします。
エクスプローラ画面から、SDカー
ドのドライブを選択して、保存さ
れるvCardファイルを選択してくだ
さい。拡張子は.vcfです。

①

②
②①の後、“インポート”をクリック
します。

以上でインポート完了です。重複した連絡先があると警告メッセージが出ることがあります。
その場合は、個別に整理します。
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STEP3 スマホ側でGoogleアカウントを追加する

Androidの設定画面を開き、ユーザー設定の
“アカウント”を開きます。

すでにGoogleのアカウントをお持ちの方は
STEP４へお進みください。
持っていない方は、
“アカウントを追加”をタップします。

“Google”をタップします。
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画面の案内に従い、
メールアドレス、パスワードを入力してください。
Ｘｘｘｘ＠gmail.com

利用規約とプライバシーポリシーを確認のうえ、
“同意する”をタップします。

“次へ”をタップします。
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お支払情報の設定をします。
ここでは“後で”をタップして、“次へ”をタップします。

Googleのアカウントが追加されました。
Googleをタップします。

同期を外したい項目があれば、チェックを外す
ことで同期対象外になります。
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右上の“・・・”をタップします。

“今すぐ同期”をタップすると、連絡先が同期し
て、スマートフォンに移行されます。


