電源の入れ方・切り方
電源を入れるときは、電源ボタンを使います。ロックを解除すると、
使えるようになります。
購入後、最初に電源を入れるときは、メインスイッチをオンにする
などの操作が必要です。→9ページ

電源を入れる

1

（電源ボタン）を、画面が表示されるまで
（約3秒）
押し続けます。
ロック画面

2

ロック画面が表示されたら、
ボタンを押します。

自動的に画面が消えたとき
本機は10分以上さわらないとスリープ状態になります。
ホームボタンや電源ボタンを押すと、画面が表示され、MENUボタンを押すと元
の画面に戻ります。
充電中はスリープ状態にはなりませんが、10分以上さわらないとスライドショー
がはじまります。

画面を消す（スリープ状態にする）
画面を消したいとき
（スリープ状態にしたいとき）
は、
（電源ボタン）
を押します。
（押してすぐはなしてください）
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でできること
Smartia

アプリの起動
アプリのアイコンをタップする
と、アプリが起動します。

の基本
Smartia

アプリの終了

購入時の設定

ア プ リ を 終 わ ら せ る と き は、
ホームボタンを押します。

本機にインストールされているアプリの使い方
ホームページ「Smartia Style」でご覧ください。

電源を切る

「OK」
をタップします。

困ったときは

「電源を切る」
をタップします。

文字入力

完全に電源を切りたいときは、「端末オプション」と表示さ
れるまで、 （電源ボタン）
を押し続けます。

画面切り換え

アプリ

電源の入れ方

① ホ ー ム 画 面 で「 ア プ リ 」を
タップします。
②「サポート」タブをタップし
ます。
③「サポートページへ」をタッ
プします。
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画面を切り換える
Smartiaには、テーマ別の6つの画面があります。
さらに、ステータスバーやアプリ一覧、設定メニューなどを使って
操作します。

アイコンを
タップして
画面を
切り換える
画面右下の6つのボタンで
画面を切り換えられます。

ステータスバー
を下に広げる
ステータスバーを下にフ
リックすると、新着情報が
表示されます。

アプリ一覧を
表示する
画 面 右 の「〈 」 を タ ッ プ す
ると、アプリ一覧が表示さ
れます。

設定メニュー
を呼び出す
MENUボ タ ン を 押 す
と、画面下部に設定
メニューが表示され
ます。
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アプリ：アプリのダウン
ロードなどができます。
お買い物：ネットショッ
ピングができます。

の基本
Smartia

ニュース：最新ニュース
にアクセスできます。

でできること
Smartia

ホーム：最初に表示され
る画面です。

おでかけ：旅行、グルメ、
地図のタブがあります。

左にスクロールし
て表示されます。

ニュース画面

購入時の設定

マイルーム：自分の画面
を作れます。

インストールされているアプリから
の新着情報が表示されます。
下に広がって
表示されます。
電源の入れ方
困ったときは

下から持ち上がるよ
うに表示されます。

文字入力

どの画面でMENUボタンを押したか
によって、表示は変わります。

画面切り換え

左に広がって
表示されます。

アプリ一覧は、下の方に続いている
ので、アプリがみつからないときは、
下の方へフリックして、スクロール
してください。
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文字を入力する
文字の入力欄をタップすると、画面の下半分にキーボードが表示さ
れるので、文字はそこで入力します。
パソコン風のキーボードや携帯電話風のキーボード、手書き入力、
音声入力などに切り換えられます。

文字を入力するには
文字入力エリア
をタップすると、
キーボードが表
示されます。

キーボードのキー
をタップして、文
字を入力します。

キーボードを切り換える
長押し

キーボード切り換えメニュー

「文字」ボタンを長押し
すると、キーボード切
り換えメニューが表示
されます。
パソコン風
キーボード

携帯電話風 音声入力
キーボード

手書き
入力

タップ

あ
「文字」ボタンをタップ
すると、キーボードが
切り換わります。

A

ひらがな
半角アル
（漢字変換） ファベット

1
半角数字
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でできること
Smartia

パソコン風キーボード

英字の大文字・小文字の切り換え

の基本
Smartia

パソコンのキーボードの
ような配列の英字のキー
ボードと、数字のキーボー
ドがあります。漢字やひ
らがなは、英字キーボー
ドでローマ字入力します。

携帯電話風キーボード
購入時の設定

携帯電話の数字
キーのような
キーボードで入
力します。

日本語は、50音のキー
ボードで入力します。

手書き入力

音声入力
話した言葉を文字にして入力で
きます。入力欄やキーボード切
り換えメニューのこのアイコン
をタップします。

困ったときは

この画面が表示された
ら話してください。話
が途切れると、入力さ
れます。候補一覧が表
示されたら、正しいも
のを選んでください。

文字入力

指やスタイラスを
使って手書きで入
力できます。

画面切り換え

日本語
の変換
確定

電源の入れ方

英字入力後にタップ
すると大文字・小文
字が切り換わります
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困ったときは
Q

電源ボタンを押しても電源がはいらない

A

メインスイッチ
（9ページ）が、オフになっていませんか？
SDメモリーカードスロットカバーを開けて、メインスイッチをオン
にしてください。

A
Q

どのボタンを押してもまったく反応がない

A
Q

電池は充分に充電されていますか？
ACアダプタ、ACケーブルを使って充電してください。

メインスイッチをいったんオフにして、再度オンにして、電源を入れ
てください。

ホームページが表示されない、インターネットに接続できない

A

無線LANはつながっていますか？
画面右上に

が表示されていないときは、無線LANがつながってい

ません。無線LANルーター（親機）の近くに行き、
「無線LAN（Wi-Fi）に
つなぐ」
（12ページ）の操作をしてください。

A
Q

無線LANルーター
（親機）はインターネットにつながっていますか？
無線LANルーター
（親機）の配線や電源を確認してください。

SDメモリーカードを挿入するようにメッセージが表示される

A

「カメラを使用する前に書込可能なSDカードを挿入してください」の
ように表示されているときは、SDメモリーカードが正しくセットさ
れていません。SDメモリーカードスロットカバー（6ページ）を開けて、
SDメモリーカードを挿入し直してください。

Q

音が出ない

A

マナーモードになっていませんか？
MENUボタン→「機器設定」→「サウンド&画面設定」→「マナーモード」で
確認し、マナーモードがチェックされているときははずしてください。

A
Q

音量調節ボタンで小さい音量になっていませんか？
音量調節ボタンで適切な音量にしてください。

画面が消えた、画面が表示されない

A

スリープ状態になっていませんか？
ホームボタンか、MENUボタンを押してください。
（タッチパネルをタッチしても、スリープ状態からは復帰しません）
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画面の文字（ソフトキーボード）を押すと違う文字が入力される

A
Q

でできること
Smartia

Q

「アプリ一覧画面」を開いて「タッチパネル調整」をタップし、タッチパ
ネルの再調整を行ってください。

充電できない、充電ランプ（オレンジ色）が点灯しない
ACアダプタ、ACケーブルが正しく接続されていますか？
接続を確認してください。

A

長期間使用しないとバッテリーが空になります。その状態でACアダ
プタを接続すると内蔵充電池への充電が開始されます。内蔵充電池へ

の基本
Smartia

A

の充電中は充電ランプが点灯しません。そのまま数十分程度放置して、

Q

バッテリーで使用できる時間が短くなった

A

お客様のご利用環境によってバッテリーの寿命は異なりますが、充電
しても使用できる時間が短くなってきたら、早めに内蔵充電池を交換

購入時の設定

充電ランプが点灯したら、電源ボタンを押して電源を入れてください。

することをお勧めします。内蔵充電池の交換については、Smartiaサ
ポートセンターへご連絡ください。

A

普通にご利用いただいているにもかかわらず、異常にバッテリー使用
時間が短い場合は、故障の可能性があります。Smartiaサポートセン

Q

画面ロックの解除パターンを忘れてしまった

A

へご連絡ください。
画面ロックの解除パターンは絶対に忘れないようにご注意ください。

画面切り換え

画面ロックの解除パターンがわからないと、本機はご利用になれませ
ん。お客様による初期化はできませんので、Smartiaサポートセンター

電源の入れ方

ターへご連絡ください。

文字入力

URL

http://smartia.biglobe.ne.jp/help/

Smartiaから見る方法は、次ページ（裏表紙）をご覧ください。

困ったときは

ホームページ「Smartia Style」
には、
他の解決方法も掲載されています。
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Smartiaの使い方について、くわしくはホームページをご覧ください。

Smartia Style
Smartiaから
① ホ ー ム 画 面 で「 ア プ リ 」を
タップします。
②「サポート」タブをタップし
ます。
③「サポートページへ」をタッ
プします。

アプリ

パソコンから

URL

http://smartia.biglobe.ne.jp/help/

お問い合わせ先

Smartiaサポートセンター（9:00〜21:00

365日受付）

0120-929-089（通話料無料）
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※電話番号はおかけ間違えのないようご注意ください。
●BIGLOBE、Smartia、andronavi、BIGLOBEゲート、ZoomClip、オートコネクト、お届けフォト、ついっ
ぷる、ウェブリメールは、NECビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
●Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google Latitude、Google Latitude ロゴ、Google 音
声検索、Google 音声検索 ロゴ、Google 検索、Google 検索 ロゴ、Google トーク、Google トーク
ロゴ、Google マップ ナビ、Google マップ ナビ ロゴ、Google プレイス、Google プレイス ロゴ、
Google マップ、Google マップ ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Android、Android マーケット
およびAndroid マーケット ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。
●Evernote、Evernoteロゴは、米国Evernote社の商標または登録商標です。
●LifeTouch、Atermは日本電気株式会社の登録商標です。
●らくらく無線スタートはNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
●Bluetooth®は、その権利者が所有している商標であり、日本電気株式会社はライセンスに基づき
使用しています。
●SDおよびminiSD、microSDは、SDアソシエーションの商標です。
●SDHCロゴは3D-3C,LLCの商標です。
●その他の会社名、商品名や製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ご注意
（1）本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁じます｡
（2）本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります｡
（3）本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点
や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、Smartiaサポートセ
ンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします｡
（4）本書は2010年10月時点の情報を元にして作成しています｡
（5）本書に掲載した画面は開発中のものです。
（6）本書で取り上げたソフトウェアの変更､ホームページの構成･デザイン･内容
の変更、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意ま
たは重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかね
ますので、あらかじめご了承ください｡
発行元：NECビッグローブ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1
（ゲートシティ大崎ウエストタワー）

