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■	以下のマニュアルもあわせてご覧ください。
●・LG・G2・mini・ユーザーガイド
・ ※・オンラインサポートに掲載されています。オンラインサポートへのアクセ

ス方法は、本書29ページをご覧ください。
●・LG・G2・mini・クイックスタートガイド
・ ※端末に同梱されています。
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タッチスクリーンの操作方法

スワイプまたはスライド（なぞる）

タッチスクリーンを縦や横に
軽くなぞって、一定方向へ画
面をスクロールさせます。

タップまたはタッチ（押す）

指先で 1回押して、項目を
選択します。

ロングタップ（長押し）

指先で長押しして、メニュー
などを表示させます。

ピンチアウト（広げる）/ピンチイン（縮める）

タッチスクリーンに触れた
まま２本の指先を広げて、
画面を拡大表示させます。

タッチスクリーンに触れた
まま２本の指先を縮めて、
画面を縮小表示させます。

フリック（はらう）

はらうように指先を動かして、画面をスクロールさせます。お
もに、文字入力で操作します。

ドラッグ（長押しして移動）

アイコンをタップしたまま
目的の位置まで移動させま
す。

ダブルタップ

Web ページを見るときにタッ
チスクリーンを２度続けて押す
と、画面がズーム表示されます。
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各部の名称と機能

電源 /ロックキー
端末の電源を入れたり、切ったりします。
電源が入っているときは画面の点灯／消灯
を切り替えます。

 戻るキー
ひとつ前の画面に戻ります。直前の操作を
やり直したいときなどに使用します。

 ホームキー
ホーム画面を表示します。1秒以上押すと、
アプリの履歴を表示できます。

 メニューキー
表示している画面で実行できるメニューを
表示します。

LG G2 mini（電池パック取り付けタイプ）
※    は、画面点灯時に表示されます。

■ LG G2 mini

■ 電池パック

■ ACアダプタ

■ USBケーブル

■ ステレオヘッドセット（試供品）

■ クイックスタートガイド

■ 安全と保証

■ スタートアップガイド（本書）

■ BIGLOBEサービス
「BIGLOBE LTE・3G」/
「BIGLOBE  3G」特約

■ 納品書

主なキーの名称と機能

同梱物
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microSIMカードおよび電池パックを取り付ける
端末をお使いになる前に、microSIM カードと電池パックを取り付ける必要があります。
BIGLOBE LTE・3Gで購入したmicroSIMカードをご用意ください。
※  SIM変換アダプタでサイズ変更、サイズカットされたSIMカードはご使用にならないでください。

使用前の準備と確認

1 端末を片手でしっかりと持ち、
図に示すように、もう片方の手
の親指で背面カバーを引き上げ
ます。

2 スロットは2つあります。奥（下
段）のスロット（下図の青色部
分）が、microSIMカードのス
ロットになります。microSIM
カードの IC 面（金色の接触端
子面）をディスプレイ側に向け
て、スロットに挿入します。

切り欠き

microSIM カードを正しい向きで挿
入していないとインターネットに接
続できないなど、端末が正常に作動
しません。十分にご注意ください。

3 端末の金色の接触端子と電池
パックが重なるようにして電池
パックを差し込み（ ）、押し
込みます（ ）。

4 背面カバーのカメラ側にあるツ
メをはめ合わせ（ ）、「カチッ」
と音がするまで押し込みます
（ ）。

※続けてmicroSD/microSDHCカードを取り
付ける場合は、6ページの手順 2 3 を行っ
てください。

※側面も端末と背面カバーとのすき間がなくな
るように押し込みます。
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1 背面カバーを取り外します。

microSD/microSDHCカードを取り付ける
microSD/microSDHCカードなどのメモリカードは同梱されていません。市販のメモリカードを用
意してください。

※メモリカードは用途に応じて取り付けてください。取り付けなくても、端末は使用できます。
※背面カバーの取り外し方・取り付け方は5ページを参考にしてください。

3 背面カバーを取り付けます。
※側面も端末と背面カバーとのすき間がなくなるように押し込みます。

メモリカードが傾いた状態や表裏が
逆の状態で、無理に挿入しないでく
ださい。スロットが破損したり端末
が正常に作動しなかったりする原因
となります。

メモリカードが初期化されていない
場合、使用する前に初期化する必要
があります。
ただし、メモリカードにファイル
が残っている状態で初期化すると、
すべてのファイルが削除されます。
ファイルの内容を確認のうえ、初期
化してください。

2 スロットは２つあります。手前（上段）のスロットが、メモリカードのスロッ
トになります。メモリカードの金色の接触端子面をディスプレイ側に向け
て、スロットにゆっくりと挿入します。
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ACアダプタで充電する

1 ACアダプタのmicroUSBプラグを、端末のmicroUSB接続ポートに水
平にして挿入します。次に、ACアダプタの電源プラグをコンセントに接
続します。

1 電源 / ロックキーを 2秒以上
長押しします。

1 電源 / ロックキーを 2秒以上
長押しします。

長押し 長押し

※アプリのインストール数や状態によって、
　起動時間は変動します。
※microSIM カードを取り付けずに電源を入
れると、一部アイコンが表示されません。

2 「電源を切る」→「OK」の順に
タップします。

電源を入れる 電源を切る

microUSB接続ポート

プラグを端末のmicroUSB接続ポー
トに挿入するときに、無理な力を加
えると端子部分が曲がってしまうお
それがありますのでご注意くださ
い。

お買い上げ時の電池パックは、十分
に充電されていません。必ず充電し
てからご使用ください。
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文字を入力する

フルキーに切り替える

テンキーが表示されているときに、 をロングタップし、「テンキー⇔フルキー」をタップすると、
フルキーに切り替わり、パソコンと同じキー配列のキーボードが表示されます。

テンキーに切り替える

フルキーが表示されているときに、 をロングタップし、「テンキー⇔フルキー」をタップすると、
テンキーに切り替わり、日本語のキーボードが表示されます。

端末では複数のキーボードで文字を入力できます。お好みの入力方法や入力したい文字に
応じて、キーボードを切り替えてください。

キーボードの表示を切り替える
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テンキーの入力方法
テンキーには「ケータイ入力」と「フリック入力」の2つの入力方式があります。

をタップするごとに、「ひらがな漢字」→「英字」→「数字」の順に切り替わります。

英字・数字・ひらがな漢字入力を切り替える

をタップすると、絵文字・記号・顔文字に切り替わります。「絵文字」「記号」「顔文字」のタブをタッ
プしてページを切り替え選択します。

絵文字・記号・顔文字を切り替える

ケータイ入力 フリック入力

同じキーを連続でタップすると、「あ」→「い」
→「う」→「え」→「お」→「ぁ」・・・の順で
文字が切り替わります。また、 をタップする
と、1つ前の文字に戻ります。

入力したい文字のキーをロングタップすると、上
側にガイドが表示されます。画面から指をはなさ
ず、入力したい文字の方向に指をすべらせるよう
にして選択します。
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初期設定をする
はじめて端末の電源を入れると、初期設定画面が表示されます。必要な項目を順番に設定
してください。

1 2 3 4

「日本語（日本）」が
選ばれていることを
確認し、「次へ」をタッ
プします。

「モバイルネットワー
ク」にチェックが入っ
ていることを確認し、
「次へ」をタップしま
す。

「いいえ」をタップし、
Google アカウント
を新しく作成します。
Googleアカウントを
取得している場合は
「はい」をタップし、
取得済みの Google 
アカウントでログイ
ンできます。

「アカウントを作成」
をタップします。

? Google（グーグル）アカウントとは？

Google アカウントは、Gmail や Google Play など、Google 社が提供しているサービスへアク
セスするためのログインシステムです。
「メールアドレス」と「パスワード」を組み合わせたものがGoogle アカウントとなります。
BIGLOBEのアプリをインストールする際に必要となりますので、取得をおすすめします。
Google アカウントについて詳しくは、Google ヘルプをご覧ください。
　Google ヘルプ　http://support.google.com/

初期設定を開始する前に

• 電池が完全に充電されていることを確認してください。
• 一定の間、端末操作を行わないでいると、画面は消灯します。消灯した場合、端末背面の電源 /
ロックキーを押すと、画面が点灯状態に戻ります。
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5 6 7 8

自分の姓名を入力し、
をタップします。

「姓」と「名」の入力
エリアにご注意くだ
さい。

希望するユーザー名
（メールアドレス）を
入力し、 をタップ
します。
ユーザー名を使用で
きるか確認します。

上の欄と下の欄に同
じパスワードを入力
し、 をタップします。
入力中、パスワード
が短かったり安全性
が低かったりなどの
アドバイスが表示さ
れます。

「後で」をタップします。
「Google パスワード
の再設定」はあとから
行うこともできます。

! ユーザー名候補について

手順 6 で入力したユーザー名が使用できない場
合、「タップして候補を表示」をタップすると、
ユーザー名候補が一覧表示されます。これらの
ユーザー名は、まだ作成されていないユーザー
名です。この中からユーザー名を選ぶこともでき
ます。
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9 10 11 12

画面を上方向へスワ
イプさせ、「Google
サービス」の利用を
設定し、 をタップ
します。
「Google サービス」
を利用しない場合は、
チェックを外します。

表示された内容を確
認し、「同意する」を
タップします。

画面に表示されてい
るアルファベットと
同じ文字を入力し、
をタップします。

「今は設定しない」を
タップします。
「Google ＋へのアッ
プグレード」はあと
から行うこともでき
ます。

! 認証のアルファベット入力につ
いて

手順 11の操作は、機械的に大量のアカウン
トが登録されるのを防ぐために、表示された
テキストを入力し、認証を行います。
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13 14 15 16

「後で行う」をタップ
します。
「お支払い情報の設
定」はあとから行う
こともできます。

「スキップ」をタップ
します。
「ノックコード」の設
定はあとから行うこ
ともできます。

フロントタッチボタン
の並び順を選択し、「次
へ」をタップします。
手順 15では上段の配
列を選択しています。
フロントタッチボタ
ンの配列変更はあと
から行うこともでき
ます。

これで初期設定は完
了です。「完了」をタッ
プします。
名称の設定を変更す
る場合は、文字入力
エリアをタップして
ください。

17

初期設定が完了する
と、ホーム画面が表
示されます。
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1 2 3 4

をタップします。 ホーム画面に追加し
たいアプリをロング
タップします。

追加したい位置まで
ドラッグし、画面か
ら指をはなします。

選択したアプリが
ホーム画面に追加さ
れます。

利用頻度が高かったりお気に入りのアプリをホーム画面に追加することができます。ホーム
画面に追加することでアプリの起動を簡単に行えます。※ウィジェットも同じ操作で行えます。

ホーム画面の使いかた

アプリのショートカットを追加する

1 2 3

削除したいアプリを
ロングタップします。

削除タブにドラッグ
し、画面から指をは
なします。

ホーム画面からアプ
リが削除されます。

?
アプリを削除して
も大丈夫？

ホーム画面から削除
されるのはショート
カットです。プログ
ラム自体は削除（ア
ンインストール）さ
れません。

アプリのショートカットを削除する

※ ホーム画面は、お客さまご自身でカスタマイズすることもできます。詳しくは、オンラインサポー
ト掲載「ユーザーガイド」をご覧ください。
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ステータスバーの見かた
画面上部のステータスバーに表示されるアイコンで、端末の状態やメール着信などの情報
を知ることができます。また、通知パネルでは、より詳しく情報を確認できます。

? マナーモードを設定・解除するには？

クイック設定アイコン欄で「サウンド」をタップしてください。「バイブレート（振動あり＋消音）」
または「サイレント（振動なし＋消音）」に設定することで、マナーモードになります。マナーモー
ドを解除するには、「サウンド」に設定してください。
※音楽や動画、ゲームなど、メディアの音量は変更されません。視聴の際にはご注意ください。

ステータスバーを確認する

アイコン（例）

電波状態（ ）や電池残量（ ）などがアイ
コンで表示され、端末の状態を確認できます。
その他のアイコンについては、オンラインサ
ポート掲載「ユーザーガイド」をご覧ください。

! ステータスバーのアイコンの位置

ステータスバーのアイコンの位置は、機能や
サービスによって変わる場合があります。

3 通知パネルの下部を上方向へスワイプすると通知パネルが閉じ、元の画面に戻ります。

通知パネルを表示する

1 2
クイック設定アイコン欄
音量調整やWi-Fi など、各種機能を設定できます。
Qスライドアプリ
Qスライドアプリをタップすると、小さなウィン
ドウでアプリを実行することができます。
画面の明るさ設定
を左右に移動することで、画面の明るさを調整

できます。
音量設定
着信音や通知音の音量を設定することができます。
通知
新着メールや搭載したアプリ情報（お知らせや更
新）が表示されます。ステータスバーのあ

たりを下方向へスワ
イプします。

端末の情報などが表
示されます。
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電話を使う
＜音声通話SIMカードを使用する場合＞

端末に搭載の電話機能で、音声通話の発着信やショートメッセージ（SMS）の送受信が
できます。
※音声通話サービスのご契約が必要です。

1 2 3 4

をタップします。 をタップします。 をタップします。 姓名・電話番号など
を入力し、「保存」を
タップします。

1 2 3 4

をタップします。 をタップします。 電話をかけたい名前
の右にある をタッ
プします。

発信します。

連絡先を登録する

連絡先から電話をかける
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1 2 3 4

をタップします。 ダイヤルボタンを
タップして電話番号
を入力し、 を
タップします。

通話が終了したら、
をタップします。

ホームキー を押
すと、ホーム画面へ
戻ります。

ダイヤルボタンで電話をかける

1 2 3

着信を知らせる円の
範囲内で、 を好き
な方向へスワイプし
ます。

通話が終了したら、
をタップします。

ホームキー を押
すと、ホーム画面へ
戻ります。

電話をうける
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BIGLOBEでんわとは、標準の通話料金と比較して国内通話料金が半額になるサービスで
す。電話番号は通常そのままで、インストールしたアプリから発信することで利用できま
す。※音声通話サービスのご契約が必要です。

BIGLOBEでんわを使う

1 2

ダイヤルボタンを
タップして番号を入
力し、 をタップ
します。

発信すると、端末搭載の発
信画面へ切り替わります。
通話が終了したら、
をタップします。

1 2 3 4

紹介ページに切り替
わったら を選択
します。サービス
ページを確認し、ア
プリのインストール
を開始します。

ホーム画面を右方向
にスワイプして、
をタップします。

インストール完了後、
をタップします。

続けて表示される「利
用規約」を確認し、「同
意する」をタップし
ます。

BIGLOBE でんわが
起動します。タブを
切り替えて、キーパッ
ド画面を選択します。

BIGLOBEでんわを設定する

ダイヤルボタンで電話をかける

＜音声通話SIMカードを使用する場合＞

? 電話がかかってきたら？

端末搭載の着信画面が
表示されます。着信
を知らせる円の範囲内
で、 を好きな方向
へスワイプします。
電話のうけかたにつ
いて詳しくは本書17
ページをご覧くださ
い。
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BIGLOBEフォン・モバイルとは、050ではじまる IP 電話間で無料通話ができるサービスです。
また、ケータイや固定電話にも通話ができます（有料）。サービスのご利用には、お申し込みが必
要です（有料）。※詳しくは、BIGLOBEフォン・モバイル（http://mvoip.biglobe.ne.jp）をご覧ください。

BIGLOBEフォン・モバイルを使う

1 2 3 4

ホーム画面を右方向へ
スワイプして、 を
タップします。紹介ペー
ジに切り替わったら
を選択します。お申し
込み、アプリのインス
トールを開始します。

インストール完了後、
をタップして、お

申し込みで発行され
たログイン ID とパ
スワードを入力し、
ログインします。

ダイヤル画面が表示
されたら、メニュー
キ ー を 押 し
「BIGLOBE フォン・
モバイルについて」
をタップします。

割り当てられた電話
番号 (050 ではじま
る11桁の数字)が表
示されていることを
確認します。これで
設定は完了です。

BIGLOBEフォン・モバイルを設定する

1 2 1 2

ダイヤルボタンを
タップして電話番号
を入力し、 を
タップします。

通話が終了したら、
をタップします。

着信中画面が表示さ
れたら、 を右方向
へスワイプし、通話
します。

通話が終了したら、
をタップします。

ダイヤルボタンで電話をかける 電話をうける

※アイコンと画面イメージはバージョン4.3.500のものです。
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1 2 3

をタップします。
初回起動時のみ、ア
プリの更新が必要と
なります。

をタップします。
閲覧するアプリケー
ションを選択します。
※ 本書ではすべて「イ
ンターネット」を
選択しています。

BIGLOBE メールア
ドレスと BIGLOBE
パスワードを入力し、
「ログイン」をタップ
します。

!
ログインについて
「ユーザ ID」でも
ログインできます。
「ユーザ ID」につい
ては、お手持ちの
BIGLOBE 会員証を
ご覧ください。また、
手順 3 で「次回か
ら IDの入力を省略」
に ☑ を入れると、
次回から ID 入力を
省略できます。

1 2

Webメールの受信箱
で、確認したいメー
ルをタップします。

メール本文が表示さ
れます。

BIGLOBE メールを利用する
BIGLOBEメールとは、ブラウザでメールが送受信できるサービスです。自宅や会社、外
出先などで手軽に利用できます。

Webメールにログインする

受信メールを確認する

? 「Eメール」アプリでBIGLOBE
メールを利用するには？

「E メール」アプリ
（IMAP）でもBIGLOBE
メールを利用できま
す。設定について詳
しくは、オンライン
サポート掲載「ユー
ザーガイド」をご覧
ください。



21

1 2 3 4

受信箱で、返信した
いメールをタップし
ます。

「返信」をタップしま
す。

本文を入力します。
返信元の本文が自動
的に引用されます。

「送信」をタップしま
す。

メールを返信する

? Web メール全体のフォルダを見るには？

画面中央にある「フォルダ」をタップす
ると、Webメール全体のフォルダが表示
された画面に切り替わります。
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Wi-Fi（ワイファイ）とは、無線 LANルーターや屋内ネットワーク、公衆無線 LANサー
ビスなどのアクセスポイントへアクセスすることで、メールやインターネットなどを利用
できる機能です。

Wi-Fi 接続する

1 2 3 4

ホ ー ム 画 面 で メ
ニューキー を押
し、「システム設定」
をタップします。

「ネットワーク」を
タップします。

スイッチ（ ）をタッ
プし、「ON」に切り
替えてから、「Wi-Fi」
（ ）をタップします。
初 回 起 動 時 の み
「Wi-Fi チュートリア
ル」画面が表示されま
す。必要に応じて確
認してください。

接続するWi-Fi ネッ
トワーク名をタップ
します。
セキュリティで保護
されたWi-Fi のアク
セスポイントに接続
する場合は、パス
ワードを入力して
「接続」をタップして
ください。
Wi-Fi ネットワーク
に接続されると、ス
テータスバーに
が表示されます。

Wi-Fi のセキュリティについて

不正アクセスを防ぐために、セキュリティで
保護されたWi-Fi のアクセスポイントに接続
するようにしてください。
接続に必要な「パスワード」については、あ
らかじめ無線 LANルーターのラベルなどを
確認するか、ネットワーク管理者、公衆無線
LANのサービス事業者にお問い合わせくだ
さい。

Wi-Fi を設定する
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Wi-Fi スポットを利用する

1 2 3 4

をタップします。
Google Play に切り
替わったら、「更新」
をタップします。

各項目の内容を確認
し、「同意する」をタッ
プします。

「開く」をタップしま
す。続けて表示され
る利用規約を確認し、
「同意する」をタップ
します。

「次へ」をタップしま
す。画面が切り替わっ
たら、「Wi-Fi 情報送
信機能」を確認し、「同
意する」をタップし
ます。これでインス
トールの完了です。

Wi-Fi スポットとは、空港やホテル、商業施設などの外出先で、高速インターネットを利
用できるサービスです。また、動画の視聴や大きなファイルのダウンロードも、快適にお
楽しみいただけます。

ON/OFF の切り替え
スイッチをタップして、アプリのWi-Fi

切替機能の有効／無効を切り替えます。

Wi-Fi が弱くても接続
アプリ起動時は、Wi-Fi の強度にかかわらずアク
セスポイントに接続するように設定されていま
す。「OFF」にすると、アクセスポイントへの接
続前にWi-Fi 強度のチェックを行い、一定の強度
以上のWi-Fi 接続先のみ接続するようになります。

画面消灯時も通信
アプリ起動時は、画面消灯時でも通信を維持する
ように設定されています。「OFF」にすると、画
面消灯時にアプリ通信を切断して節電効果を優
先するようになります。

5 6

オートコネクトが起
動します。

手順 5 の表示画面を左
方向へスワイプすると、
データ通信量を確認す
ることができます。

オートコネクトを設定する ※画面イメージはバージョン5.1 のものです。
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テザリングを利用する
テザリングとは、端末をアクセスポイントとして他のパソコンやゲーム機からインター
ネットを利用できる機能です。ワンタッチ操作で、機能のON/OFF ができます。

Wi-Fi APスイッチを設定する
1 2 3 4

ホーム画面を右方向へ
スワイプして、
を タ ッ プ し ま す。
Google Play に切り
替わったら、「更新」
をタップします。

画面に表示されてい
る内容を確認し、「同
意する」をタップし
ます。

ホームキー を押
して手順 1 の画面へ
戻り、 をタップ
します。

Wi-Fi APスイッチが
有効になります。

から利用する機器
のWi-Fi 設定をする
と、テザリング機能
が利用できます。

? パスワードを確認するには？

Wi-Fi AP スイッチの 部分をタップし、
「Wi-Fi テザリング設定」を選択します。
「パスワードを表示する」にチェックを付け
ると、パスワードが表示されます。

1 2

（ON）の状態
でタップすると、テ
ザリング機能はOFF
になります。

（OFF）の状態
でタップすると、テ
ザリング機能は ON
になります。

Wi-Fi APスイッチを切り替える
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おすすめアプリを利用する

1 2

ホーム画面を右方向
へスワイプして、
をタップします。

おすすめアプリ紹介
サイトが表示されま
す。

BIGLOBEでは辞書・学習アプリやツールアプリ、ソーシャルアプリなど役立つアプリを提
供しています。※アプリには、無料と有料があります。

おすすめアプリ紹介サイトを表示する

アプリ（例）

スマフォメロディフリー
（無料）
約 14万曲の着メロを無料でダウン
ロードできます。

ミルフォトブック
（無料）
写真を簡単にコラージュ。オリジナ
ルに加工・編集できるアプリです。

新明解国語辞典 第七版 公式アプリ
（有料）
言葉の本質をとらえた国語辞典。紙
の感覚と電子辞書の機能を融合した
アプリです。

プリインストールのアプリを利用する
端末には、各種アプリがプリインストールされています。

セキュリティ
ウイルス・不正アプリ対策など、モバイルセキュリティサービス
の紹介サイトに接続します。

通話アプリ紹介
「BIGLOBE でんわ」と「BIGLOBE フォン・モバイル」の紹介
サイトに接続します。詳しくは、18～19ページをご覧ください。

オンラインサポート
端末の「ユーザーガイド」やよくある質問などを掲載した「オン
ラインサポート」サイトに接続します。詳しくは、29ページを
ご覧ください。

Gポイント
BIGLOBEの接続コースの利用などで貯まったポイントを、電子
マネーなどに変換できる「Gポイント」の紹介サイトに接続します。



26

画面ロックを設定する
端末にロック機能を設定することで、誤操作や他人による不正な操作を防げます。端末を
使用するにあたって、セキュリティを強化することをおすすめします。

画面ロックを設定する

画面ロックの設定項目について

1 2 3

ホ ー ム 画 面 で メ
ニューキー を押
し、「ロック画面設定」
をタップします。

「画面ロックを選択」
をタップします。

設定する画面ロック
を選択します。

選択したロック機能
で表示される手順に
従って設定します。

なし
画面ロック解除のセキュリティ保護を無効にし
ます。

PIN
PIN コード入力でロックを解除します。

パスワード
パスワード入力でロックを解除します。

ノックコード
４分割画面を使用して、ロック解除パターンを
カスタマイズします。

フェイスアンロック
顔を認識してロックを解除します。

パターン
パターンの描画でロックを解除します。

スワイプ
スワイプしてロックを解除します。

画面ロックの解除方法を忘れて
しまったら？

間違ったパターンを5回実行すると、端末に
アクセスできなくなります。5回とも間違っ
ていた場合には、30秒後に再試行できます。
詳しくは、オンラインサポート掲載「ユーザー
ガイド」をご覧ください。
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ワンタッチでカメラを起動させて、写真を撮影することができます。また、撮影した写真
をその場で確認することもできます。
※撮影する前には、カメラのレンズが汚れていないか確認してください。

写真を撮る

1 2 3

ホーム画面の を
タップします。

被写体が画面に収
まるように調整し、
をタップします。

ホームキー を押
すと、ホーム画面へ
戻ります。

写真を見る

1 2 3 4

ホーム画面の を
タップします。

をタップします。 見たいアルバムを
タップすると、写真
リストが表示されま
す。

リストの写真をタッ
プすると全画面表示
されます。

他の写真を表示する
には、左右にスワイ
プします。

カメラを使う
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ホーム画面にはGoogle 検索バーを搭載しています。検索バーに知りたい・調べたいこと
を入力して、情報を検索することができます。

情報を検索する

1 2 3 4

ホーム画面上部にあ
るGoogle 検索バー
をタップします。

キーワードを入力し、
をタップします。

検索結果から閲覧し
たいサイトをタップ
します。

タップしたサイトが
表示されます。

Google で検索する

1 2 3

登録したいサイトを表
示中にメニューキー

を押し、「ブック
マークに追加」をタッ
プします。

「OK」をタップします。
登録するサイトの名
前を変更したい場合
は、「名前」を変更し
てください。

表示中のサイトが
ブックマークに登録
されます。

?
ブックマークを
表示するには？

ホーム画面の を
タップしてブラウザ
を起動し、画面右下
の をタップしま
す。登録したブック
マークをタップする
と、ブックマーク済
のサイトが表示され
ます。

表示中のサイトをブックマークに登録する
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オンラインサポートでは、端末のサポート最新情報や各種操作・設定方法、よくある質問
などを掲載しています。また、端末の「ユーザーガイド」も掲載しています。操作などを
調べたいときにアクセスして、情報を閲覧することができます。

オンラインサポートを利用する

1 2

ホーム画面を右方向
へスワイプして、
をタップします。

オンラインサポート
のページが表示され
ます。

※ 画面はイメージで
す。

オンラインサポートを利用する

オンラインサポートについて

その他
データ通信量や接続実績なども確認することができます。また、会員専用ページ「My BIGLOBE」で、
利用明細もご覧になれます。

設定方法
端末の操作や設定方法を掲載しています。セキュリティロックのかけかたやPINコードに関する情報
などを確認することができます。また、端末の「ユーザーガイド」も掲載しています。端末操作で困っ
たときには、こちらからご覧になれます。

よくある質問
ユーザーから寄せられる質問を「よくある質問トップ５」として掲載しています。質問項目はカテゴ
リー別にまとめていますので、調べたい項目をタップするとご覧になれます。

各種手続き
契約内容の確認、料金プランの変更など、各種手続きが行えます。手続きには、「ログインメールア
ドレスまたはユーザー ID」と「BIGLOBEパスワード」が必要です。お手持ちのBIGLOBE会員証
をご覧ください。
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Q&A

Q 電池の減りが早いのですが…。

A 電池を長持ちさせるためには、「バッテリーセーブ」機能をONにします。また、下記の設定を
行うことで、電池の減りを抑えられます。
■ Wi-Fi 機能やGPS機能などをONに設定している場合
 Wi-Fi 通信やGPS機能がONになっていると、各機能を利用していない場合でも機能は作
動しているため、電池の減りが早くなります。利用しない機能はOFFに設定してください。

■ 画面が消灯するまでの時間を長く設定している場合
 端末を操作しないときでも画面が表示されたままになり電池の減りが早くなります。画面が
消灯するまでの時間を短めに設定してください。

■ 画面の明るさを最大にしている場合
 画面の明るさを最大にしていると電池の減りが早くなります。画面の明るさは見やすい範囲
で、できるだけ明るさを抑えて使用してください。

■ アプリケーションの自動同期をONに設定している場合
 Gmail、カレンダー、アドレス帳などのアプリケーションを自動同期にしていると、継続的
に同期が実行され、電池の減りが早くなります。「アカウントと同期」機能をOFFに設定し
てください。

■ テザリング機能をONに設定している場合
 Wi-Fi 機能などと同様、設定をONにしていると利用していない場合でも機能は作動してい
ます。利用しないときはOFFに設定してください。

Q 画面ロックを解除したいのですが、ロック解除パターンを忘れました。

A ロック解除のパターン、PIN、パスワードは、5回まで入力することができます。間違ったパター
ンを5回実行すると、端末にアクセスできなくなります。5回とも間違っていた場合には、30
秒後に再試行できます。
また、5回正しいパターンを入力できなかった場合、画面下部の「パターンを忘れましたか？」
ボタンをタップします。Google のアカウントでログインするか、またはパターンロックを作
成するときに入力したバックアップPIN を入力する必要があります。Google アカウントを作
成していない場合やバックアップPINを忘れた場合は、ハードリセットを実行する必要があり
ます。ハードリセットの実行方法については、「ユーザーガイド」をご確認ください。
※ ハードリセットをする場合の注意
 ハードリセットを実行すると、すべてのユーザーデータが削除されます。

その他のQ＆A情報は、端末からアクセスできる「オンラインサポート」でご覧になれます。
端末の操作や設定などでサポートセンターへお問い合わせをいただく前に、こちらをご活用
ください。
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お問い合わせ先
・■「LG・G2・mini」の技術内容、事務手続きに関するお問い合わせ
BIGLOBE	デジタル機器サポートセンター（10:00～ 19:00		365	日受付）
電話番号：0120-929-089（通話料無料）

・■ ｢BIGLOBE・LTE・3G｣ のご契約など、事務手続きに関するお問い合わせ
BIGLOBE	カスタマーサポート	インフォメーションデスク（10:00～19:00		365	日受付）
一般電話の場合：0120-86-0962（通話料無料）
携帯電話など上記番号が利用できない場合：03-6385-0962（通話料お客さま負担）

・■「LG・G2・mini」以外の技術内容および「PINロック」に関するお問い合わせ

BIGLOBE	カスタマーサポート	テクニカルサポートデスク（10:00～19:00		365	日受付）

一般電話の場合：0120-68-0962（通話料無料）
携帯電話など上記番号が利用できない場合：03-6328-0962（通話料お客さま負担）

その他の端末をご利用の場合
（インターネットの接続設定について）

microSIMカードを「LG	G2	mini」以外で利用される場合は、お使いの端末の取扱説明書をご覧く
ださい。インターネットの接続設定の際、プロバイダ（通信事業者）から提供される情報を入力する
ように要求された場合は、下表のように入力してください。

項目名 設定内容

MCC 440

MNC 10

※	通常は自動で入力されています。誤って消去し
た場合に入力してください。

＜その他の設定内容＞

項目名 設定内容

PIN コード初期値 0000

※	お使いの端末からお好みの４～８桁の数字に
変更できます。

※	PIN コードを３回連続して間違えると、自動
的に「PIN ロック」がかかりますのでご注意
ください。

※	お使いの端末により、項目名は異なります。
「PIN ロック」がかかった場合は、テクニカ
ルサポートデスクまでお問い合わせください。
PIN ロック解除コード（PUKコード）をお伝
えします。なお、PUKコードを10回間違え
ると、ご使用のSIMカードは完全に使用不可
となり、SIMカードの再発行（有料）が必要
となります。ご注意ください。

＜設定内容＞

項目名 設定内容

APN（接続先） biglobe.jp

ID（ユーザー名） user

パスワード 0000

認証方式 CHAPまたはPAP

PDP・Type IP（PPPは対応して
おりません）

※	お使いの端末により、項目名は異なります。
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