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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。

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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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

お買い上げ品の確認

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

7

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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トレイに指先をかけて、ゆっくりとまっすぐ
に取り外してください。

本体を横にすると、溝があります。

SIMを挿入する

STEP1 本体上部を確認する

STEP2 トレイを取り出す

STEP3 SIMカードをトレイにセットする

金色の面を上に向けてセッ
トします。

SH-M04の場合、場所が側面にあります。

SH-M02の例

SH-M02の例
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STEP4 トレイをもとに戻す

STEP5 カバーを閉じる

ゆっくりと挿入します

しっかりと閉じてください。

SH-M02の例

SH-M02の例
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STEP1 電源を入れる

STEP2 SIMカードの確認

STEP3 Wi-Fiの設定

右のような画面が表示された場合
は、前ページを参考にSIMカードの
挿入を確認してください。
スキップをタップすると先に進めます。

端末初期設定

電源ボタンを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

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。
※WiFiをお持ちでない方は、スキップをタップ
すると先に進みます。

をタップします。
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STEP4 Wi-Fiのパスワード入力

“パスワードを表示する”の欄をタップすると、
入力した文字が表示されます。
※デフォルトでは入力した文字が隠れます。

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。

パスワードの入力が完了したら、
“接続”をタップします。
接続に成功すると次に進みます。
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１２キーボードで入力する（フリック入力）

１ ２ ３キーをロングタッチす
ると、キー入力ガイド
が表示され、そのまま
入力したい文字の方向
にフリックします。

入力した文字で始ま
る変換候補が、キー
ボード上部に表示さ
れます。

変換候補の文字を
タップして確定させ
ます。

予測変換を使わない場合は
［通常変換］キーをタップ
すると、入力した文字に該
当する漢字や単語だけが表
示されます。

文字種を切り替える

１ ２ 一度タップして、英
字入力に切替り。

１ ２のタップによっ
て、ひらがな／英字／
数字の切り替えが出来
ます。

フリック

タップ

キーボードを切り替える

をロングタッチ、
上にフリックして、
QWERTYキーボードへ
の切替ができます。

同じ操作でキーボード
を元に戻せます。

フリック

●文字の入力方法について
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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。
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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。

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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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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STEP6 お支払情報の設定

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。

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 Google Now

Google Nowは、現在地に合わせて様々通知をしてくれる便利な機能ですが、後か
らでも利用できるため、ここではスキップします。

“∨”をタップします
“スキップ”を選択して、
“次へ”をタップします。
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STEP9 端末設定完了

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。

下から上へ
ドラッグします。

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

をタップします。

をタップします。

“４Gを利用する”にチェックを入れ、
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STEP2 モバイルネットワークの設定

①

①

名前は“296モバイル”と入力します。

②

②

APNは
Dタイプの場合 ⇒ “vmobile.jp”
Aタイプの場合 ⇒ “uqmobile.jp”

⑤

③

認証タイプは
Dタイプの場合 ⇒ “PAPまたはCHAP”
Aタイプの場合 ⇒ “CHAP”

以下の通り、①→②→③の順に入力します。

③

④

ユーザー名は
Dタイプの場合 ⇒ 設定不要
Aタイプの場合 ⇒ “uq@uqmobile.jp”

④

ユーザー名は
Dタイプの場合 ⇒ 設定不要
Aタイプの場合 ⇒ “uq”

⑤
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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

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。


