
1



2

目次

1 はじめに............................................................................................5

1.1 ご使用の前に .............................................................................5

1.2 使用上のご注意...........................................................................5

1.3 安全上のご注意...........................................................................6

1.4 略語・⽤語 ................................................................................7

2 概要................................................................................................8

2.1 各部の名称................................................................................8

2.2 アクセサリー .............................................................................9

2.3 使用・準備................................................................................9

2.4 ステータス・情報...................................................................... 10

3 クイックスタート............................................................................... 12

3.1 ボタンの機能 ........................................................................... 12

3.2 起動・終了.............................................................................. 12



3

3.3 画面表示のオン/オフ.................................................................. 13

3.4 タッチスクリーンを使用する........................................................ 14

3.5 ページインターフェース ............................................................. 14

3.6 ステータスバーについて ............................................................. 16

3.7 本製品の基本設定 ...................................................................... 16

3.8 アプリのインストール・アンインストール ....................................... 21

3.9 テキストを⼊⼒する ................................................................... 22

4 接続設定.......................................................................................... 24

4.1 USB接続................................................................................. 24

4.2 Wi-Fi 接続 ............................................................................... 25

5 通信 ............................................................................................... 26

5.1 電子メール.............................................................................. 26

6 マルチメディア ................................................................................. 28

6.1 対応するファイル形式 ................................................................ 28

6.2 音楽 ...................................................................................... 29



4

6.3 カメラ.................................................................................... 30

6.4 ギャラリー.............................................................................. 31

6.5 HDMI..................................................................................... 35

6.6 地デジフルセグTV..................................................................... 35

7 インターネット ................................................................................. 37

7.1 ブラウザ................................................................................. 37

8 その他アプリケーション ...................................................................... 40

8.1 アラーム時計 ........................................................................... 40

8.2 電卓 ...................................................................................... 40

8.3 エクスプローラー...................................................................... 40

9 トラブルシューティング ...................................................................... 43

別添 1仕様.......................................................................................... 44



5

1 はじめに

1.1 ご使用の前に

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製

品は、モバイルインターネットデバイス(Mobile Internet Device)の一種で、

洗練された美しい外観と携帯性に優れています。本製品は、800 × 480の

⾼解像度に5-タッチパネルを備えてHD動画や画像に対応しており、MS

Officeソフトをはじめ、多くのエンターテインメントとアプリケーションが

インストールされています。

また、多様なインターフェイスにより、ユーザーに新たな体験をお届けして

います。

本書では、ご使用上の注意事項や参考となる内容を記載しており、機能につ

いてご説明します。

ご使⽤になる前に本書をよくお読みになり、内容を⼗分理解された上で正し

くお使いください。

【注】： 本製品はプレイストア等でダウンロードしたソフトウェアで動作し

ないものがございます。その際は、ダウンロードしたソフトウェアを削

除してください。

削除しない場合は、アンドロイドシステムに悪影響を及ぼす可能性が

ありす。

1.2 使用上のご注意

同梱品について

湿気や蒸気を当てたり、濡れた手で触らないでください。取り扱いを誤っ

た場合、短絡や腐食、障害が発生する恐れがあります。

過大な衝撃・振動を加えないでください。取り扱いを誤った場合、故障や

火災、または爆発の原因になる恐れがあります。
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極端な高温や低温にさらさないようにしてください。取り扱いを誤った場

合、故障や火災、または爆発の原因になる恐れがあります。

衝撃を加えたり、投げたり、穴を開けないでください。落としたり、押し

たり、曲げたりしないでください。

認定済みのデバイスやアクセサリーを使用してください。その以外のデバ

イスやアクセサリーについては弊社では保証いたしかねます。

1.3 安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、安全上のご注意をお読み頂き正しくご使用くだ

さい。また、お子様に使用させる場合には下記のことを理解させた上で、ご

使用させてください。詳細については、安全ガイドを参照してください。

安全のために運転中には使用しないでください。

医療現場にいるときは電源を切るなど、関連規定を遵守してください。

⾶⾏機に搭乗するときは、無線信号が航空機制御信号を妨げないように、

機内モードにするか電源をオフにしてください。

作動中の高精密電子機器の近くでは、電源をオフしてください。電子機器

に障害が発生する恐れがあります。

許可なしに本製品やアクセサリーを分解・取外しを⾏わないでください。

許可された施設でのみ修理することができます。

磁気装置に近付けないでください。放射線により磁気記憶装置の情報が消

去される場合があります。

高温や可燃性の高い場所では使用しないでください。(例：ガソリンスタ

ンド)

子供が本製品およびアクセサリーを使用する場合、必ず監督下で使用する

よう にしてください。

使⽤する際には、関連法律・規定を守り、他⼈の法的権利および個⼈情報

を尊重してください。

 USBケーブルの使用時、本書の関連仕様を遵守してください。取り扱いを

誤った場合、本製品またはパソコンに異常や損傷が⽣じる恐れがあります。

お⾵呂など湿気のある場所では使⽤しないでください。⽔に濡らしたり、

落とさないようにしてください。



7

適切な⾳量を選択してください。ヘッドホンの使⽤時に⾳量をあまり⼤き

くしないでください。万一、耳鳴りなどが感じられた時には、⾳量を下げ

るか使用を中止してください。

1.4 略語・⽤語

略語・

用語
全体の名称 説明

MID
モバイルインターネット

デバイス
モバイルインターネット端末

WIFI
ワイファイ

(Wireless Fidelity)

IEEE 802.11B標準無線LANベ

ース

TF
トランスフラッシュ

(Trans Flash)
「Micro SD」ともいう

HDMI

⾼精細度ビデオインター

フェース

(High Definition

Multimedia Interface)

高解像度のビデオインターフェ

ース
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2 概要

2.1 各部の名称
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1.前面カメラ

2.スピーカー

3.充電表示ランプ

4.ホームキー

5.充電器ジャック

6.microSDスロット

7.HDMI スロット

8.microUSBスロット

9.イヤホンジャック

10.電源ボタン

11.リセットキー

12.マイク

13.地デジ用アンテナ

14.背面カメラ

15.ｍini B-CASカードスロット

2.2 アクセサリー

同梱品一覧

同梱品は以下の通りです

製品本体

 ACアダプター

 USBケーブル

クイックマニュアル

miniB-CASカード

保証書

2.3 使用・準備

バッテリーおよび充電

使用する前にバッテリーを充電してください。
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1. バッテリーの充電は、付属のACアダプターを使用してください。 本製

品は、内蔵型リチウムポリマーバッテリーを採用しており、充電時には

標準のアダプターを使用しなければなりません。(⼊⼒: AC100〜240V

50/60Hz 0.3A / 出⼒: DC 5.0V/2.0A)

2. 最初 2回の充電時は、必ず6時間程度の充電が必要になります。その以

降は、少なくとも4時間以上充電してください。

3. 以下の場合、バッテリーを充電してください。

A：バッテリーのアイコンが「電源なし」と表示される場合

B：システムが⾃動的に終了したり、起動してもすぐ終了する場合

C：操作ボタンを押したが、応答のない場合

D：デバイスの右上に赤いアイコンが表示される場合

【注】

1. ⻑時間使⽤しない場合、電⼒消耗による損傷を防ぐために、⽉1回はバッテ

リーを充電・作動してください。

2. 電源の遮断後にアダプターを接続すると、「バッテリー電圧低下」、「充電中」、

または「メインメニューが実⾏できる⼗分なレベルに充電されるまで待つ必

要がある」と知らせてくれます。

3. 通常の充電中は、待機(Standby)状態でなければなりません。

そうでない場合は充電時間が⻑くなる場合があります。

2.4 ステータス・情報

通知アイコン

コラムフレームをクリックして画面を右にスライドすると、通知アイコン

のロックが解除されます。必要な表示オプションをクリックして詳細情報を

確認します。その後、情報ボックスをクリックしてスライドしたら情報ウィ

ンドウを閉じることができます。ステータスバーのアイコンにつては、

次の表で説明します。
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新しいインスタントメ

ッセージ
microSDカードなし

新しい電子メール
アップロード中/ダウンロ

ード中

処理する作業 ダウンロード完了

端末をコンピュータに

接続するにはUSBケー

ブルを使用する

一般的通知(同期エラーな

ど)

音楽再生中 機内モード

データ同期化 充電中

SDカードのスペース

が不⾜している
もっと⾒る

WIFI サービスに接続

されている

ネットワークを使用不

可

バッテリー充電中の表示

通知パネル

通知アイコンは、新しいメッセージ、設定されたアラーム時計、スケジュー

ルおよびSDカードの挿入などを表示します。詳細な情報を確認するには、

情報パネルを開いてください。

通知パネルを開く

新しい通知アイコンが通知バーに表示されたら、通知バーを押して下にス

ライドして通知パネルを開けてください。
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3 クイックスタート

3.1 ボタンの機能

主な機能について

電源キー

 起動するには、このボタンを⻑押しします。

 シャットダウンのオプションを表示するには、このボタン

を⻑押しします。

 画面をオフするにはこのボタンを押します。

ホームキー  ホーム画面に戻るには、このボタンを押します。

ボリューム

キー
 スピーカー⾳量を調整します。

リセット

ボタン

 本製品に不具合が発生した場合、細い針のようなものでリ

セットボタンを短押しすると、タブレットが強制終了しま

す。

 リセットボタンは、正常に終了されない場合にのみ使⽤し

てください。必要以上に頻繁に使用すると、システムが損

傷を受けやすくなります。

3.2 起動・終了

起動

電源ボタンを2秒間⻑押しすると、起動時のロゴが表⽰されます。

起動後にシステムが画⾯ロックの状態に移⾏したら、電源オン/オフボタン

を押し後、画面のロックを解除するアイコンを上にスライドしてください。

電源オフ

1.電源オン/オフボタンを⻑押しすると、「電源オフ」のオプションが表⽰

されます。

2. 電源を切る をクリックしてください
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リセット: リセットボタンを押すとすべてのデータが削除されますので、注

意してください。(注：リセット機能を使用したら、現在のデバイスを再開

することはできなくなり、デバイスがオフになります。リセットの後にデバ

イスを再起動するには電源ボタンを押す必要があります。)

3.3 画面表示のオン/オフ

アイドル時の画面オフ

 アイドル(遊休)時間中には、バッテリーの消費を抑えるために画面が自

動的にオフになります。

 画面がオンの場合、電源ボタンを押すと画面をすぐにオフすることがで

きます。

Tip: 画面のタイムアウトを設定する方法については、3.8.1 を参照してくだ

さい。

画面をオフからオンにする

画面がオフになっている場合、電源オン/オフボタンを⻑押しすると、画⾯

をオンにすることができます。画面をオンにしてからロック状態に戻った場

合、「ロック」アイコンを押してスライドすると、画面のロックが解除され

ます。
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3.4 タッチスクリーンを使用する

操作モード

本製品では様々な方法で画面やメニュー、アプリケーションなどを表示する

ことができます。

クリックする

ホーム画面でアプリケーションを選択した後、画⾯のキーボードを利用して

⼊⼒するには、指でクリックしてください。

押す

使用可能なオプション(テキストボックスやWebリンクなど)を開く場合や

、ホーム画面のショートカット、メインのプログラムメニューに移動する

には、該当項目を押してください。

ファーストスライドまたはスライド

指によるファーストスライドまたはスライドは、縦向きまたは横向きにドラ

ッグする動作です。

ドラッグする

最初は画面上を指でしばらく強く押し、移動したい位置に項目をそのままス

ライドさせます。

回転させる

ほとんどの画像から回転させると、画面が90度回転します。テキストを入

⼒したり、動画をみたりするときも同様です。

3.5 ページインターフェース

メインメニューの画面では、全てのアプリケーションを表示します。アプリ

ケーションを実⾏したり、ショートカットを設定したり、ホーム画⾯のイン

タフェース・壁紙などをカスタマイズすることができます。
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メインインタフェースでは、主なインタフェース・ソフトウェアのアイコン

を管理することができます。アイコンを3秒間⻑押しするとそのアイコンが

拡大し 、それをインターフェース内の移動させたい位置にドラッグした後、

指を離します。

アイコンを削除する

アイコンを3秒間⻑押しするとそのアイコンが⾚く変わりますが、それをタ

ブレットPCの上部にドラッグして指を離すとアイコンが削除されます。
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3.6 ステータスバーについて

ステータスバーは画面の下部にあります。

下部の中央にはメインインターフェースソフト、ホームキー、背景画面で動

作中のファイル、⾳量調整、戻るキー、スクリーンショットのキャプチャー

などが表示されます。左上にはUSB接続、USBデバッグ接続が表示され、右

上には現在時刻、Wi-Fiの信号強度、バッテリーの充電などが表示されます。

3.7 本製品の基本設定

設定: 設定アイコン をクリックして設定インタフェースに入ります。

3.7.1サイレントモード、⾳量、通知、着信⾳、⾳の設定、ロック⾳
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3.7.2 アプリケーション

アプリケーションを管理します。
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提供元不明のアプリ：「提供元不明のアプリ」をクリックした後、「OK」

をクリックします。アプリケーション管理：アプリケーションの管理および

アンインストールを⾏います。

【注】:ファームウェアをアップグレードする場合は、USB接続を解除してく

ださい。

アンインストール方法

1. 「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーション管理」の順に

選択すると、現在インストールされているプログラム一覧が表示されます。

2. アンインストールしたい項目のアイコンをクリックすると、次のようなイ

ンターフェースが表示されます。

3. アンインストールをクリックすると、アプリケーションを削除することが

できます。

3.7.3 個人情報

工場出荷時の初期設定に戻す

MIDに重⼤な不具合が発⽣したり、パスワードを忘れたりした場合、「工場

出荷時の初期設定に戻す」を選択することでデバイスの設定を初期化するこ

とができます。

1. ホーム画面のインターフェースからメニューキーを押します。
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2. 設定をクリックします。

3. バックアップ＆リセットをクリックします。

4. 工場データリセットをクリックします。

5. システムが再起動するまで待ちます。

3.7.4 保存

MicroSDカードを取り外し、使⽤可能な保存容量を確認してください。

【注】: 「SDカード削除」オプションを押すと、SDカードを安全に取り

外すことができます。

3.7.5 言語とキーボード
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設定: ⾔語、テキスト⼊⼒および⾃動エラー修正

アンドロイドキーボード：アンドロイドキーボードの設定

キー押し音

自動大文字表示、ジェスチャーキーボード

単語表示:⼊⼒中に候補となるお勧めの単語を表示します。

3.7.6 日付・時間の設定

日付、時刻、時間帯を設定し、日付形式を選択します。

3.7.6 USB モードを選択する
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次の中からUSB動作パターンを選択します：OTG/HOST/SLAVE……..

3.7.8 タブレット情報について

3.8 アプリのインストール・アンインストール

3.8.1 アプリをインストールする

本タブレットは、市販の他社のアンドロイドアプリにも対応しています。多

くのアプリは、ネットワークを介してインストールすることができ、NAND

フラッシュやSDカードにコピーすることができます。

ESFILEEXPLORE アイコンをクリックしてください。メモリディスクおよ

びSDカードディスクが内蔵されている必要があります。インストールした

いアプリを選択し、アプリのアイコンをクリックした後、「OK」を選択して

ください。メインメニューに戻ると、インストールされたアプリが表示され

ます。

注：一部の他社アプリは、メモリーカードにインストールしなければなりま

せん。ダウンロードされた他社のアプリをデバイスにインストールしてはい

けません。

3.8.2 アプリをアンインストールする

設定をクリックしてアプリを選択した後、アンインストールしたいアプリを

選択します。「アンインストール」をクリックし、次のように「OK」をクリ

ックしてください。
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3.９ テキストを⼊⼒する

画⾯のキーボードを利⽤する

プログラムを起動、またはテキストや数字を⼊⼒するためにテキスト編集ボ

ックスを選択した場合、画面のキーボードが表示されます。

選択可能なキーボードの⼊⼒⽅法は、次の通りです。

1. アンドロイドキーボード

2. 他社の⼊⼒⽅法(ユーザーが⼊⼒⽅法を⾃主的にインストール可能)

⼊⼒⽅法選択する

インストールを⾏うために⽂字を⼊⼒する場合、アンドロイドキーボードが

表示されます。

1. ホーム画面のインターフェースからメニューボタンを押した後、「設定」

をクリックします。

2. ⾔語と⼊⼒をクリックします。

3. MIDにインストールされたすべての⼊⼒⽅法がテキストの設定エリアに

表示されます。

4. 希望の⼊⼒⽅法を選択します。

⼊⼒⽅法の使⽤・切り替え
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1. テキスト⼊⼒のインターフェースから「テキストメニュー編集」のポッ

プアップが表示されるまでテキスト編集ボックスのエリアを押し続けま

す。その後、⼊⼒⽅法をクリックします。

2. 希望の⼊⼒⽅法を選択します。
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4 接続設定

4.1 USB 接続

1. USBケーブルを利⽤してパソコンに接続します。通知メッセージが通知バ

ーに表示されます。

2. 左下にある アイコンを上にドラッグします。

3. 通知パネルから USB 接続中をクリックした後、USB 記憶装置オンをクリ

ックします。

4. これによりUSBが接続されます。

4.1.1 メモリーカードへファイルをコピーする

1. USBケーブルを利⽤してパソコンに接続します。

「設定を保存する」を設定した後、パソコンに接続します。

2. パソコンからマイコンピューターを開くと、「ポータブルデバイス

(x)」があります。

3. 必要なファイルを選択して「ポータブルデバイス(x)」へコピーしま

す。

4. ファイルをコピーした後、パソコンのタスクバーから「ハードウェ

アの安全な取り外し」 アイコンをクリックします。
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4.1.2 記憶装置について

1. NAND フラッシュメモリはファイルの保存用として 4G保存装置の

スペースがあります。

2. TFリムーバブル記憶装置カード

3. 上記 2つの記憶装置は、USBによりパソコンに接続することができ

ます。

参考: USBケーブルを接続時、USB 記憶装置を有効にすると、内部メモ

リにアクセスすることができません。内部メモリにアクセスするに

はUSBデバイスの接続を解除してください。

4.1.3 記憶装置カード

記憶装置カードへファイルをコピーする

本製品とパソコン間に音楽や写真などのファイルを転送することができま

す。ファイルを確認するにはファイルブラウザをクリックし、SDカードか

らコンテンツを検索することができます。

メモリーカードからファイルを削除する

1.削除したいファイルを選択します。

2.削除したいファイルをクリックすると、ファイルメニューのポップア

ップが表示されます。

3.「削除」をクリックします。

4.2 Wi-Fi 接続

MIDをWi-Fi ネットワークに接続することができます。

1. ホーム画面のインターフェースからメニューボタンをクリックすると、設

定メニューのポップアップが表示されます。

2. 設定をクリックします。

3. 無線とネットワークをクリックします。

4. Wi-Fi を「ON」へドラッグします。自動的に使用可能なWi-Fi ネットワー

クを検索します。
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5. 接続するWi-Fi ネットワークを選択します。プライベートなWi-Fi ネット

ワークである場合、設定されたパスワードを⼊⼒する必要があります。

5 通信

5.1 電子メール

電子メールの設定

電子メールのアプリケーションには、電子メールの設定ガイドが含まれていま

す。POP3 または IMAP 電子メールのアカウントを除く一般的なWeb 電子メ

ールサービスのプロバイダー(Gmail，Yahoo，Hotmail など)を追加すること

ができます。

注: 電子メールを設定する前にネットワークが接続されていることを確認

してください。

メールボックスの設定ガイド

1. 電子メールのアイコンをクリックすると、メールボックスの設定ガイド

が表示されます。

2. 次へ ボタンをクリックします。

3. 電子メールのアカウントおよびパスワードでログインします。

4. 次へ ボタンをクリックした後、メールボックスのタイプとして POP3

や IMAPのいずれかを選択します。

5. 次へ ボタンをクリックして電子メールサーバーが有効になっているか

を確認します。
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6. アカウントを⼊⼒して完了をクリックします。

7. 電子メールのアカウントが有効になると、自動的に受信ボックスにつな

がります。

電子メールのアカウントを削除する

スマートフォンで設定されたPOP3またはIMAPの電子メールアカウント

を削除することができます。

1. 電子メールをクリックします。

2. メールボックスに進みます。

3. メニューキーを押します。

4. アカウントをクリックします。

5. 削除したいメールアカウントを⻑押しします。

6. メニューリストのポップアップが表示されたら「アカウントを削除」

をクリックします。

7. 「OK」をクリックしてアカウントを削除します。

電子メールメッセージを送信する

1. 電子メールをクリックして受信ボックスにアクセスします。

2. 開きたい受信ボックスをクリックします。自動的に更新された電子メ

ールを閲覧することができます。

3. メニューボタンを押すと、メニューインターフェースのポップアップ

が表示されます。

4. 「作成」をクリックすると、新しいメールを作成することができます。
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5. 宛先欄に宛先を⼊⼒します。

6. 電⼦メールの件名と本⽂を⼊⼒します。

7. ファイルを添付するには、メニューボタンを押してメニューオプショ

ンのポップアップを表示させます。

8. 「添付」をクリックします。

9. 添付したいファイル(動画、画像など)を選択します。

10. 「送信」をクリックすると、電子メールが送信されます。

注：複数のアカウントを持っている場合、電子メールを作成するためにメ

インメニューキーをクリックする前にアカウント名をクリックしてくだ

さい。

6 マルチメディア

6.1 対応するファイル形式

MIDでは、以下のファイル形式に対応しています。

音楽ファイル形式

 MP3

 AAC(AAC, AAC+ y AAC-LC)

 OGG

 WMA

 WAV

動画形式

 WAV

 AVI(H.264)

 RMVB

 MKV

 WMV

 MEPG4

 MOV
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 VOB

 FLV

 3GP

6.2 音楽

ミュージックプレーヤーには、アーティストやアルバム、曲名および再生リ

ストからなる4つの基本カテゴリーがあります。いずれかのカテゴリを選択

したら⼀覧を確認することができます。カテゴリーを⼊⼒すると、曲を再⽣

する前まで当該カテゴリーが選択されています。例えば、アーティストカテ

ゴリーを選択するとA〜Zのアルファベット順にアーティスト名のリストが

ソートされます。いずれかのアーティストを選択すると、そのアーティスト

のアルバム曲のリストが表示されます。

音楽の選択および再生

1. 音楽をクリックします。

2. 曲名をクリックします。アーティスト、 アルバムまたは曲名

リストをクリックすることもできます。

3. 再生する曲を1つ選択します。

新しい再生リストに曲を追加する
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1. 音楽をクリックします。

2. 曲名をクリックします

3. 再⽣リストに追加する曲を⻑押しします。

4. 楽設定メニューのポップアップが表示されたら、 再生リストに

追加をクリックします。

5. 新規作成をクリックします。

6. 再⽣リスト名を⼊⼒します。

7. 保存をクリックします。

再生リストから曲を削除する

1. 音楽をクリックします。

2. 曲名をクリックします。

3. 再⽣リストから削除する曲を⻑押しします。

4. 音楽設定メニューのポップアップが表示されたら、

「削除」をクリックします。

6.3 カメラ

写真撮影機能

1. カメラをクリックします。

2. 画面がカメラの映像にかわります。

3. 撮影ボタンをクリックすると、簡単に写真を撮ることができます。

4. 大きさ、保存場所、ホワイトバランスやフォーカス調整などの 機能を設

定することができます。

5. 写真撮影を完了した後、左にフリックすると、

写真のプレビューができます。
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動画録画機能

1. 切り替えボタンを上にドラッグして動画録画モードに切り替えます。

2. 赤の動画録画ボタンをクリックして動画録画を開始します。

3. カラー効果、ホワイトバランスや動画の品質などの機能も設定できます。

4. 動画録画ボタンを再度クリックすると、動画録画を中⽌し、以前に録画

した動画を⾒ることができます。

6.4 ギャラリー

ギャラリーアプリケーションプログラムを使って自動的に全ての写真や動

画ファイルを本製品およびUSBデバイス(TFカードを含む)からサーチする

ことができます。また、ギャラリーではこれらの写真や動画ファイルをフォ

ルダごとに分類します。ギャラリープログラムにより写真や動画を⾒ること

ができ、写真を編集することもできます。また、写真を壁紙に指定すること
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もできます。

写真を⾒る

1. 確認したい写真が含まれたフォルダをクリックします。

2. 全画⾯表⽰モードで⾒たい写真をクリックします。

3. すべての写真を検索するには、左/右に画面をフリックします。

4. 写真を拡大/縮小するには2本の指で広げる(ピンチアウト）/狭める(ピ

ンチイン)を⾏ってください。

方法: ギャラリーは自動回転機能に対応します。MIDを回転したら写真が

回転方向に応じて自動的に回転されます。

画像を編集・設定する

メニューボタンを押して画像を全画面表示モードにします。編集したい画

像を選択して必要な画像を設定することができます。

スライドプレゼンテーション

写真を開き、スライドショーをクリックします。ブロードキャストを⾏う

ため、スライドフォルダ内のすべての画像が表示されます。
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共有する

1. メニューボタンを押した後、「共有」をクリックします。

2. Twitter、Facebook、メッセージ、Gmail

または電子メールを通じてお友達と写真を共有することができます。

回転する

1. メニューボタンを押した後、「もっと⾒る」をクリックします。

2. 左に回転または右に回転をクリックします。

切る

1. メニューボタンを押した後、「もっと⾒る」をクリックして

「切る」を選択します。

2. 画像をクリックして必要なエリアをドラッグします。

3. 希望する大きさに画像を調整した後、「保存」をクリックします。

4. 切った画像を保存せず中⽌するには、「保存しない」をクリックしてギ

ャラリーに戻ります。

画像を編集する

1. 左上の編集アイコンを押します。

2. 効果を選択します。

3. 左上の保存アイコンを押します。
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動画をプレビュー・再生する

ギャラリーアプリを使用して本製品およびUSB装置(SDカードを含む)に

ある全ての写真や動画ファイルを検索することができ、動画ファイルのプレ

ビューができます。再生したい動画をクリックします。

動画のプレビューインターフェースからメニューボタンを押すと、次のよ

うに動画ファイルが編集できる機能ウインドウが表示されます。
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6.5 HDMI

HDMI(⾼精細度ビデオインターフェース)

標準のHDMI ケーブルを使用してHD TVに接続します。

本インターフェースは、GHEST 080Pの解像度をサポートします。

1. 本製品が起動している状態にしてください。

2. 標準のHDMI ケーブルを使用してHD TVに接続します。

3. 本製品で⾼解像度のテレビ画像を映すことができます。

6.6 地デジフルセグTV

1. ｔBoy アイコンをクリックします。

2. システムがフルセグTVのインタフーェースを表示します。

3. スキャンアイコンを押して使⽤可能なチャンネルを検索します。

4. 検索されたチャンネルの⼀覧から必要なチャンネルを押します
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チャンネルを変更・再検索する

1. リストバーで上/下にフリックした後、⾒たいチャンネルを押します。

2. テレビ画面で上/下にフリックすると、前のチャンネルと次のチャンネル

が表示されます。

4. スキャンアイコンを押してチャンネル全体を再検索します



37

7 インターネット

7.1 ブラウザ

ホームページに進む

ブラウザの起動時には、常にユーザーが最後にアクセスしたホームページが

表示されます。

ホームページを変更する

1. ブラウザをクリックします。

2. メニューボタンを押すと、ブラウザの設定メニューのポップアップが表

示されます。

3. もっと⾒る をクリックします。

4. 設定 をクリックします。

5. ホームページ設定 をクリックします。

6. Webサイトを⼊⼒して「OK」をクリックします。

ブラウザのWeb サイト

画面を上下にスライドすると、Webページを閲覧することができます。

ページを拡大・縮小する

Webページを開いてドラッグすると、Webページの拡⼤・縮⼩を⾏うボタ

ンがWebページの下部に表示され、「拡大」または「縮小」をクリックす

ることができます。

Web ページからワードを探す

1. Web 探索中にメニューボタンを押すと、メニューオプションのポップア

ップが表示されます。

2. もっと⾒る をクリックします。

3. 訪問するホームページをクリックします。

4. 検索プロジェクトを⼊⼒します。
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5. ⽂字を⼊⼒する場合、ワードが⽩から緑に変わります。

6. ⽮印をクリックすると、検索に進みます。

ブックマークの管理

Web ページ・ブックマーク設定

1. ブラウザインタフェースからWebページに移動します。

2. メニューボタンを押してブックマークをクリックした後、ブックマーク

追加をクリックします。

3. ブックマークを編集してOKをクリックします。

ブックマークを開く

1. メニューボタンを押してブラウザインターフェースからブックマークを

クリックします。

2. 希望のブックマークをクリックしてWebページを開きます。

ブックマークを編集する

1. メニューボタンを押してブラウザインタフーェースからブックマークを

クリックします。

2. ブックマークを⻑押しすると、メニューオプションが開きます。

3. ブックマーク編集をクリックして編集した後、OKをクリックします。

ブラウザウィンドウを使用する

新しいブラウザウィンドウを開く

1. ブラウザウィンドウを開き、メニューボタンをクリックした後、新しい

ウィンドウをクリックします。

2. 新しいウィンドウにWebサイトのアドレスを⼊⼒します。

ブラウザウィンドウを切り替える

1. ブラウザウィンドウからメニューボタンを押した後、ウィンドウをクリ

ックします。



39

2. 開きたいウィンドウをクリックします。

ブラウザを設定する

ブラウザインターフェースからメニューボタンを押した後、もっと⾒るを

クリックします。設定をクリックしてブラウザを設定します。
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8 その他アプリケーション

8.1 アラーム時計

1. 時計をクリックし左下の時計マークをクリックします。

2. 次のような画面が表示され、アラームの設定・変更ができます。

3. メニューボタンを押すと、新しくアラームを設定するポップアップが表

示されます。

8.2 電卓

1. 電卓をクリックします。

2. 基本の電卓パネルが表示されます。

8.3 エクスプローラー

ファイルを探索する

画⾯をスライドしてファイルマネージャーを探索します。

ファイルブラウザを使用することで、ファイルおよびフォルダの編集・削

除などの管理ができ、ファイルの共有および FTPサーバーによるリソース

共有も可能です。



41

ファイルを切り取り・コピーする

1. ファイルマネージャーからドキュメント運用を押します。

2. 現在の状態でコピー、切り取り、名前変更、削除、全て選択、およびシ

ョートカットなどの機能を含む操作メニューのポップアップが表示さ

れます。

ファイルをコピーまたは移動する

1. ファイルブラウザから必要なファイルを指でホールドします。

2. 「コピー」または「移動」をクリックします。

3. コピーまたは移動したいファイルを選択し、貼り付けをクリックしま

す。

ファイルを削除する

1. ファイルブラウザから必要なファイルを指でホールドします。

2. 「削除」をクリックします。

3. ファイルを削除するには、「削除」をクリックし、削除をキャンセル

するには「キャンセル」をクリックします。

クイックサーチ

1. ファイルブラウザからメニューボタンを押すとポップアップメニュー

が表示されます。
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2. 「検索する」をクリックします。

3. 画面のポップアップが表示されたら、検索するキーワードを⼊⼒します。

4. 「検索する」をクリックすると、プログレスバーが通知バーに表示され

ます。

5. 検索が完了したら、結果を表⽰するか否かを確認するダイアログボック

スが表示されます。

7. 「はい」をクリックすると、検索結果が表示されます。
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9 トラブルシューティング

1．初めて起動したが、時間がかかる

あらかじめセットアップされたアプリケーションソフトをインストール

するために約2〜3分かかります。次回からは⽴ち上がりの時間は通常に戻

ります。

2．Wi-Fiが接続されない

・無線ルーターが正常に動作しているかを確認します。

無線ルーターが近くにあるか、無線ルーターとの間に壁や障害物がない

かを確認してください。

ユーザー名とパスワードが正しいか確認します。

3．使用中に熱が感じられる

多くのプログラムを同時に実⾏している場合や画⾯の輝度(明るさ)が最

高値すぎる場合、電⼒が多く消費される為、ある程度の熱は異常ではあ

りません。

4．システム異常

他社のプログラムをインストールするときに障害が発生する場合があり

ます。リセットボタン(電源コネクタの付近にある)を押してシステムをリ

セットしてください。

5．電子メールとプログラムのログイン設定ができない

ネットワークがインターネットに正常につながっているか確認してく

ださい。

電子メールの設定が正しいかを確認してください。

システムの時刻が現地時刻と一致しているかを確認してください。
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別添 1 仕様

タイプ 内容 説明

基本パラメー

タ

MID モデル ETJ-2702SW

CPU モデル

Cortex A7 1.0 GHz + GPU 400MHz

4.2 Jelly Bean オペレーティングシス

テム

CPU周波数 1.0GHz

DDR-RAM DDR3 1GB

NAND FLASH 4GB

オペレーティングシ

ステム
Google Android 4.2 Jelly Bean

ネットワーク挿入 Wi-Fi 802.11b/g/n

USB インターフェー

ス

Micro USB OTG x 1

カメラ 0.3MP(前面)、1.3MP(背面)

標準バッテリー
内蔵型リチウムポリマーバッテリー、

4,000mAh

電源アダプター
⼊⼒電圧 AC 100~240V 50/60Hz、

0.3A、出⼒電圧 DC5.0V/2.0A)



45

microSDカード 最大 16G 対応

製品の外観

外観パターン パッド型

主画面

7.0 インチ TFT 液晶クリスタルタッチ

(キャパシタンス 5-タッチ) 解像度

800x480 で液晶クリスタル画面

製品サイズ 202.95mmx 119.45mmx 11.5mm

アプリケーシ

ョンプログラ

ム

動画再生

AVI，RMVB，MKV，FLVおよびその他

フォーマットにも対応。1080P の高解

像度再⽣をサポート

音楽再生

ミュージックプレーヤー内蔵。MP3，

WMA，WAV およびその他フォーマッ

トにも対応

ゲーム 他社のプログラムにも対応

⼊⼒⽅法 アンドロイド⼊⼒⽅法

写真探索
JPEG，BMP，PNG および GIF などの

写真探索をサポート

＊アプリケーションのファイル形式によっては、対応できないアプリケーション

もあります。


