
ケーブルスマホ設定ガイド 

○本設定について 

全てのAndroid機種では、ほぼ同一の内容となります。 

※アイコンデザイン、配列など多少の違いはございます。 

ZenFone2版 

テレビ小山放送株式会社 



本機ユーザーマニュアルに沿ってSIMカードをスロット1に挿入してください。 

 
 
 
 
 
 
↓ 

作業 理由 

①APN設定 ・インターネットに接続するため 

・APNとは？ 
 APNとはAccess Point Name（アクセス・ポイント・ネーム）の略で、 
 携帯電話ネットワークのデータ通信で必要になる接続先を指定する文字列のこと。 

↓ 

作業 理由 

②Googleアカウント設定 
（新規取得または既存アカウント再設定） 

・アプリケーションのダウンロード 
 （GooglePlayでダウンロード） 
・Gmail(無料メール） 

↓ 

作業 理由：メリット 

③Wi-Fi設定 

自宅では固定回線のWi-Fiで快適に通信を
行って頂き、外出先ではモバイルデータ 
サービスを使用して、データプランの無駄 
遣いを防ぎます。 

■通信設定の手順 

■本設定に関するお問い合わせ先 
  ケーブルスマホお客様サポートセンター 

        フリーコール ：０１２０－９３３－６５２ 

    受  付  時  間  : ９：００～２１：００（平日・土日・祝日） 

SIMスロット１に 
microSIMカードを挿入します。 

本機の右下にある溝を利用して 
バックパネルカバーを取り外します。 



「   メニュー」のアイコンを選択します。 

「   設定」のアイコンを選択します。 

「もっと見る」の表示を選択します。 

■APNの設定を行います:STEP1 

タッチ 

タッチ 

タッチ 

設定前にZenFone2本体にSIMカードを挿入して充電してください。 

http://www.clker.com/cliparts/U/X/6/t/R/u/attention-md.png


「モバイルネットワーク」の表示を選択します。 

①「データ通信有効にする」にチェックを入れます。 
②「優先ネットワークタイプ」の表示を選択します。 

「2G/3G/4G」の表示を選択します。 
 
（自動的にモバイルネットワークネットワーク設定画面に戻ります） 

■APNの設定を行います:STEP2 

タッチ 

①チェック 

②タッチ 

タッチ 



新しいAPNを編集します。 
「アクセスポイント名」の表示を選択します。 

「SIM1」の「アクセスポイント名」の表示を 
選択します。 

■APNの設定を行います:STEP3 

タッチ 

タッチ 

タッチ 

「＋」を押します。 



■APNの設定を行います:STEP4 

ケーブルスマホ 

tvo@tvoyama.ne.jp 

アクセスポイントの編集を行います。 
各項目を入力してください。 

↓ 

編集項目 設定詳細 

名前 
 

お好きな名前を任意に入力 
（例：ケーブルスマホ） 

APN vmobile.jp 

ユーザー名 tvo@tvoyama.ne.jp 

パスワード tvo           

認証タイプ 「PAPまたはCHAP」を選択 (上から4番目) 

①タッチ 

②タッチ 

①「    メニューキー」の表示を選択します。 
②「保存」を選択します。 

間違えて入力をするとインターネット接続ができません
ので注意してください。 

http://www.clker.com/cliparts/U/X/6/t/R/u/attention-md.png


作成したAPN「ケーブルスマホ」（設定した任意の 
名前）を選択します。 
 
これでAPN設定は完了です。 

アンテナの表示を確認します。 

            ↓（２分程かかる場合があります。） 

結果 

「4G」の表示が出たらインターネットに接続可能です。 

■APNの設定を行います:STEP5 

タッチ 

タッチ 

ホームボタンを押してホーム画面に戻ってください。 
Webブラウザを起動してインターネットに接続して 
みましょう。 

タッチ 



○Googleアカウントでできること 

 

1.アプリケーションのダウンロード 

Android OSが搭載されているスマートフォンやタブレットへアプリケーションをダウンロードする際

に、必要になる（ただし一般にアプリケーションが公開されている場合に限る） 

Playストアというサイトからダウンロードを行う。 

 

     Playストアのアイコン 

 

 

2.Gmailのサービスが利用できる。 

Gmail（ジーメール）とは、Google社によるフリーメールサービスである。2004年4月1日より提供を

開始している。商標権の問題からイギリスやドイツではGoogle Mailに名称が変更されている。 

WebメールとPOP3・SMTP、IMAPに対応し、自動転送も可能である。2012年6月時点での利用者数は

4億2500万人であり、世界最大のメールサービスである[1]。競合サービスにはマイクロソフトの

Outlook.comやYahoo!のYahoo!メールなどがある。 2015年1月wikipediaより抜粋 

 

     Gmailのアイコン 

 

 

■本紙では以下のGoogleアカウントの新規取得例のご案内をします。 

名前 
（メールを送信した時の差出人の名前になります。） 

小山 太郎 

ユーザ名 
Googleアカウント(Gmailアドレス) 

oy0364091127@gmail.com 

パスワード（任意の８文字以上） 

●●●●●●●●●● 

■Googleアカウント設定を行います 

※ユーザ名は既に利用されている場合設定できませんのでご注意ください。 
 使用できる文字はアルファベット（a-z）、数字（0-9）、ピリオド（ ．）です。 

■既にGoogleアカウントをお持ちでパスワードが分かっている方は、 
 STEP2の途中でSTEP8へ進んでください。 
 ※パスワードが分からない場合は新規取得で他のアカウントを取得してください。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://usedoor.jp/howto/web/google/gmail50-other-mail/&ei=7k28VOLYGs-A8QXK1YLYCw&bvm=bv.83829542,d.dGc&psig=AFQjCNEFBrxXB1-G8Esbs-FSalQhYUgQiA&ust=1421713242901138


「    メニュー」のアイコンを選択します。 

「         設定」のアイコンを選択します。 

①下から上へスライドします。 
②「アカウント」の表示を選択します。 

①スライド 

②タッチ 

■Googleアカウント設定を行います:STEP1 

タッチ 

タッチ 
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「  Google」の表示を選択します。 

「または新しいアカウントを作成」の表示を 
選択します。 

■Googleアカウント設定を行います:STEP2 

タッチ 

「＋アカウントを追加」を選択します。 

タッチ 

タッチ 

※既にGoogleアカウントをお持ちで、パスワード
が分かっている方は「メールアドレスを入力して 
ください」を選択してください。→STEP8のページへ
進んで既存のアドレスとパスワードを入力します。 



①名前の入力を行います。 
②名字の入力を行います。 

↓ 

編集項目 設定詳細 

①名 （例：太郎） 

②姓 （例：小山） 

↓ 
 

③「次へ」のマークを選択します。 

■Googleアカウント設定を行います:STEP3 

①入力 

②入力 

①「ご希望のアドレス」を入力します。 
②「次へ」のマークを選択します。 

↓ 

結果 

1.どなたもご使用されていない場合 
 入力したアドレスがご使用可能。（次の画面「パスワードを作成」に移ります） 
 
2.既にご使用されている場合 
 アドレスがご使用不可能。再度設定してください。（次の画面に進めません） 

①入力 

②タッチ 

③タッチ 

①「パスワード」を入力します（８文字以上で設定します） 

②「パスワード」を再度入力します。 

↓ 

結果 

1.パスワードに問題が無い場合 
 次の画面「再設定用の電話番号」設定画面に移ります。 
 
2.パスワードに問題がある場合 
 パスワードがご使用できません、再度設定してください。 

↓ 
 

③「次へ」のマークを選択します。 

①入力 

②入力 

③タッチ 
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※任意の設定になりますが、本設定を行うことをお勧めします。 
万が一、Googleアカウントのパスワードを忘れた場合、本設定で登録した 
連絡先にパスワードの再設定方法の連絡が可能になります。 

こちらの登録が無く、パスワードを忘れてしまった場合のアカウントの復旧は
不可能になります。 

■Googleアカウント設定を行います:STEP4 

①入力 

②タッチ 

①「再設定用の電話番号」を入力します。 

 
 

②「次へ」のマークを選択します。 

※「再設定用の電話番号」を設定しない場合は「スキップ」を 
  押して、「プライバシーポリシーと利用規約」の画面に 
  移ります。 

タッチ 

電話番号の確認のため、「確認」を押すと  
登録した電話番号にショートメッセージが 
届きます。 

タッチ 



■Googleアカウント設定を行います:STEP5 

①携帯電話のショートメッセージに届いた 
  Google確認コードを入力します。 
②「次へ」のマークを選択します。 

②タッチ 

①入力 

タッチ 

タッチ 

「プライバシーポリシーと利用規約」の確認 
画面で「同意する」のマークを選択します。 

「Googleアカウント」の確認画面でメール 
アドレスを確認して「次へ」のマークを選択 
します。 



■Googleアカウント設定を行います:STEP6 

タッチ 

タッチ 

「情報を確認中…」の画面が数秒表示され 
ますので終わるまで待ってください。 

「Googleサービス」の確認画面で「次へ」の 
マークを選択してください。 

「お支払い情報の設定」の確認画面では 
無料利用を選択するので、「後で」にチェック 
を入れて「次へ」マークを選択してください。 

チェック 



■Googleアカウント設定を行います:STEP7 

↓ 

結果 

「アカウント」の画面に戻ります。 

設定は完了しました。 
アカウント画面に戻るので「ホーム」ボタンを 
押してホーム画面に戻ってください。 
自動で「Gmail」の設定が完了しています。 
「Gmail」を使ってみましょう。 

タッチ 

タッチ 

「アカウントの同期」の確認画面で「次へ」の 
マークを選択してください。 

タッチ 

「Gmail」アプリを選択する。 



■Googleアカウント設定を行います:STEP8 

※既にGoogleアカウントをお持ちの方の手順です。 
 
①メールアドレスを入力します。 
②「次へ」のマークを選択します。 

①入力 

②タッチ 

①入力 

①パスワードを入力します。 
②「次へ」のマークを選択します。 

②タッチ 

①「同意する」のマークを選択します。 

タッチ 
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■Googleアカウント設定を行います:STEP9 

設定したGoogleアカウントを確認しています。 

   登録が確認されればアカウント画面に戻るので 
     「Google」アイコンを選択してアカウントが設定 
      されていることを確認します。 

Googleアカウントが設定されていることを確認 
してください。 

↓ 

結果 

設定完了です。 

タッチ 
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■本紙ではFS020W_7251A8(SSID)というアクセス 
 ポイント(Wi-Fiルータ)に接続してみます。 
 
○Wi-Fi接続について・・・通信料金プランでは月間のデータ通信量に上限が設定されていて、 
               それを超えると通信速度が遅く制限されるようになります。 
             しかしWi-Fi接続をすればデータ通信量にカウントされないので 
             上限を気にせずインターネット接続ができます。 
 
○パスワードについて・・・デバイスによってはパスワードのことを 暗号化キー・WEPキー・ 
                                      PINコードなどと表示される場合があります。 
             本紙ではパスワードと表記します。 

■Wi-Fiの設定を行います:STEP1 

「    メニュー」のアイコンを選択します。 

タッチ 

タッチ 

「         設定」のアイコンを選択します。 



■Wi-Fiの設定を行います:STEP2 

①「Wi-Fi」の表示を選択します。 
②「OFF」の表示を選択すると「ON」に変わります。 

①タッチ 

Wi-Fi接続先一覧が表示されます。 
※現在受信している電波のSSIDが表示されます。Wi-FiルータのSSID 
   は機器本体側面や底面に記載されています。 
 

ここでは「 FS020W_7251A8」の表示を選択します。 

①「パスワード」の入力を行います。 
②「接続」の表示を選択します。 

タッチ 

①タッチ 

②タッチ 

②タッチ 



○パスワードについて・・・パスワードはどこで分かるの？ 

自宅Wi-Fiルータの場合→機器本体の側面か底面に記載、または箱に同梱されてます。 
※パスワードを初期設定から変更していない場合に限ります。 

モバイルWi-Fiルータの場合→機器本体の側面か底面に記載、または箱に同梱されてます。 
※パスワードを初期設定から変更していない場合に限ります。 

公衆無線LANの場合→公衆無線事業者かにご確認ください（プロバイダ・店舗・ホテルなど） 

Wi-Fiルータのパスワードをご自身で変更した後に忘れてしまった場合→Wi-Fiルータの初期化が 

必要になります。説明書をご確認ください。なお、設定内容は全て初期化されますのでインターネット
の接続設定も再度行う必要があります。 

■Wi-Fiの設定を行います:STEP3 

接続中 ．．． 

「接続中．．．」と数秒表示されます。 

接続完了です。 
「接続済み」の表示がされ、Wi-Fiアンテナ「    」の表示がされます。 

    接続できない場合の確認方法。 

①「    設定」→「   もっと見る」→「機内モード」が「ＯＦＦ」になって 

  いることを確認してください。 

  ※「ＯＮ」になっているとすべての通信機能が利用できません。 
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WPSを使った方法 
 

○WPSボタンに対応している場合 

   接続したいSSID(Wi-Fi名)を探したり・パスワード入力を行うことなく簡単に接続が行えます。 

   ※接続元(ルータ)と接続先（スマートフォン、タブレット、PCなど）双方が対応している必要があります。 

■Wi-Fiの設定を行います:STEP4 

①Wi-Fi接続先一覧の画面を開いてメニューキー 
  「  」の表示を選択します。 
②「詳細設定」の表示を選択します。 

②タッチ 

①タッチ 

タッチ 

①「WPSプッシュボタン」の表示を選択します。 

http://img01.ikora.tv/usr/jtv/070109wps.gif


自動で接続設定を行っています。 

 
 
 
 
 
 
 

■Wi-Fiの設定を行います:STEP5 

接続元（ルータ）の「WPSボタンを」押してください。 

ランプが点滅または点灯するまで長押しを行います。 
WPSボタンを 
ランプが点滅するまで 
長押し！ 

タッチ 

「OK」を押してください。接続完了です。 
Wi-Fiアンテナ「    」の表示がされます。 

[ 接続元 ] 
 
 
 
 
 
 
 

Wi-Fiルータ 

[ 接続先 ] 
 
 
 
 
 
 
 

 スマートフォン 

WPSセキュリティ接続 

タッチ 

接続元（ルータ）のWPSボタンを押すと自動で接続
処理を開始するのでそのままお待ちください。 

↓ 

結果 

正常に接続されれば確認画面に移動します。 


