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はじめに
このたびは、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。安全に正
しくお使いいただくために、本製品を初めて使う前にこの取扱説明書をよくお
読みください。
• 当社指定の同梱物を必ずお使いください。同梱物は本製品専用に設計され

ており、他の製品との互換性は保証しておりません。
• 本製品はタッチスクリーンキーボードを採用しております。
• 本書の説明は、製品の初期設定に基づいております。
• 本製品にプリインストールされているアプリは更新される場合があります。ま

た、これらのアプリのサポートは、事前の通知なく打ち切られる場合がありま
す。本製品にプリインストールされているアプリについてご不明な点があれ
ば、J:COM MOBILE専用ダイヤルまでお問い合わせください。お客様がイ
ンストールされたアプリについては、そのアプリのサービスプロバイダーにお
問い合わせください。

• 本製品のOS（オペレーティングシステム）に変更を加えたり、非公式の提供元
からソフトウェアをインストールしたりすると、本製品が故障し、データが破損
または消失する場合があります。こうした行為は保証の対象外となります。

• 本書の内容およびイラストは、お住まいの地域、ソフトウェアのバージョン、ま
たはOSのバージョンによってお使いの製品と異なる場合があります。また、
通知なしに変更されることがあります。

警告表示
 危険

P.7の説明を参照ください。 警告

 注意
メモ 注意点や追加情報です。

ヒント 機能を使用するときの参考情報です。

日本語
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本書について
• 本製品を安全に正しくお使いいただくために、本製品をお使いにな
る前に、この取扱説明書をよくお読みください。

• 本書に掲載されている画像やスクリーンショットの一部は、本製品で
の見た目と異なる場合があります。

• 本書の内容は、最終的な製品、あるいはサービスプロバイダーや通
信会社が提供したソフトウェアの内容と異なる場合があります。ま
た、内容は事前の予告なく変更されることがあります。本書の最新版
については、J:COMサポートサイトをご覧ください。

• 本製品のアプリやその機能は、国、地域、ハードウェア機能によって異
なる場合があります。当社以外のプロバイダーによって開発された
アプリの使用に起因するいかなる性能の問題についても当社は責
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

• 当社は、レジストリー設定の変更やOSの改造に起因する性能または
互換性の問題について責任を負いかねますので、あらかじめご了承く
ださい。OSをカスタマイズしようとすると、本製品またはそのアプリ
が誤動作を起こすことがあります。

• 本製品同梱のソフトウェア、オーディオ、壁紙、画像、その他のメディ
アには、限定的な使用ライセンスが付与されています。これらの素材
を抽出して商用目的またはその他の目的に使用した場合、著作権法
違反となる場合があります。ユーザーは、メディアの不正な使用につ
いて全面的に責任を負うことをご留意ください。

• データサービス、メッセージの送受信、アップロード、ダウンロード、自
動同期、位置情報サービスなどのデータサービスには追加料金がか
かる場合があります。

本書について
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• 本書では「microSD™メモリカード（市販品）」、「microSDHC™メモ
リカード（市販品）」および「microSDXC™メモリカード（市販品）」の
名称を、「microSDカード」と省略しています。

商標
• Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. 
LGおよびLGロゴは、LG Groupと関連各社の登録商標です。その
他すべての商標は、対応する保有者の保有物です。

• Google™、 Google マップ™、 Gmail™、 YouTube™、 ハングアウ
ト™ 、 Google Play™ は、 Google, Inc.の商標です。

• Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が保
有する登録商標であり、LG Electronics Inc.は、これら商標を使用
する許可を受けています。

• Wi-Fi®、Wi-Fi Direct®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
• その他すべての商標と著作権は、対応する保有者の保有物です。

注意 ： 電池の交換に関して
• 本製品に組み込まれた内蔵電池は絶対に取り外さないでください。内蔵電

池を交換する必要がある場合は、J:COM MOBILE専用ダイヤルまでお問
い合わせください。

• リチウムイオン電池は傷害を引き起こしかねない危険な部品です。
• 正しい知識を持たない人が扱うとお使いの製品を損傷する可能性があり

ます。
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安全上のご注意（必ずお守りください）
• ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使

いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
• ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産

への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守
りください。

• 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ
る危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※１を
負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※１を
負う可能性が想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※２を負う可能性
が想定される場合および物的損害※３の発生が想定される」
内容です。

※１ 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、
および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※２ 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電な
どを指します。

※３ 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

安全
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• 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止（してはいけないこと）を示します。

分解してはいけないことを示します。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないこと
を示します。

濡れた手で扱ってはいけないことを示します。

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示しま
す。

ACアダプタをコンセントから抜いていただくことを示します。

本体、内蔵電池、充電用機器、nanoSIMカード、周辺機器共通

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具の
そば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内
など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器
に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、砂
などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
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水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態
では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさない
でください。本製品が液体に濡れた場合は、製品内部のラベルの
色が変わります。この場合、保証の対象外となり有償修理となり
ますので、ご注意ください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
充電端子や外部接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペッ
トの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
オプション品は、メーカーが指定したものを使用してください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃を与えな
いでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）
を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてくだ
さい。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでくだ
さい。
火災、やけどなどの原因となります。
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所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中
止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所
や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電
源を切り、充電をしている場合は中止してください。
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの
原因となります。
使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形な
どの異常がみられた場合は次の作業を行ってください。

• ACアダプタをコンセントから抜く。
• 本製品の電源を切る。

上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因と
なります。

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はし
ないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
お子様が使用する場合は、保護者の方が取り扱いの方法を教え、
誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。
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本製品を長時間連続使用される場合や充電中は温度が高くなる
ことがありますのでご注意ください。また、眠ってしまうなどし
て、意図せず長時間触れることがないようご注意ください。
アプリ、データ通信、動画視聴など、長時間の使用や充電中は、本
製品や内蔵電池・ACアダプタの温度が高くなることがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によ
っては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となり
ます。

本体について

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなど
の原因となります。
釘（鋭利なもの）を刺したり、ハンマー（硬いもの）で叩いたり、踏
みつけたりするなど過度な力を加えないでください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなど
の原因となります。
内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、す
ぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてくださ
い。
内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原
因となります。
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ディスプレイ内部の物質などが目や口の中に入ったときは、こす
ったり飲み込んだりせず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに
医師の診療を受けてください。
ディスプレイ内部の物質などの影響により、失明や体調不良など
の原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。
けいれんや意識喪失などの原因となります。
本製品内のnanoSIMカードスロットやmicroSDカードスロ
ットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金
属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。ま
た、nanoSIMカードやmicroSDカードの挿入場所や向きを間
違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないでください。
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となりま
す。
航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モード
に設定してください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示
に従ってください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令によ
り罰せられることがあります。
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病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。自動
的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してくだ
さい。
通知音が鳴っているときなどは、必ず本製品を耳から離してくだ
さい。
また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽
再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。
音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴など
の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因
となります。
心臓の弱い方は、バイブレータ（振動）や通知音量の設定に注意
してください。
心臓に悪影響を及ぼす原因となります。
医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカー
もしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用
ください。
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製
品の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、そ
の他の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓
ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器を
ご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に
電波による影響についてご確認ください。
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ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラ
スや露出した本製品の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となり
ます。
内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用を
やめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。
ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。
発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、けがなどの原因とな
ります。

ディスプレイを破損し、内部の物質などが漏れた場合は、顔や手
などの皮膚や衣類などにつけないでください。
失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した
場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けて
ください。
一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火による火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破
壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市
区町村の指示に従ってください。
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内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や
衣類などにつけないでください。
失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した
場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けて
ください。
自動車内で使用する場合、自動車メーカーもしくは販売業者に、
電波による影響についてご確認の上ご使用ください。
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因とな
りますので、その場合は直ちに使用を中止してください。
本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用を
やめ、医師の診療を受けてください。お客様の体質や体調によっ
ては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質について⇒P. 21「材質一覧」
本製品のスピーカー部に磁気を発生する部品を使用しているた
め、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）が付着していな
いことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。
ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度
の距離をとってご使用ください。
暗い場所や近くで見ると視力低下などの原因となります。
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内蔵電池について

内蔵電池内部の物質などが目の中に入ったときは、こすらず、す
ぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてくださ
い。
内蔵電池内部の物質などの影響により、失明や体調不良などの原
因となります。
内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、直ちに使用を
やめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂などの原因となります。

内蔵電池内部の物質などが漏れた場合は、顔や手などの皮膚や
衣類などにつけないでください。
失明や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着した
場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けて
ください。

充電用機器について

ACアダプタやUSBケーブルのコードが傷んだら使用しないで
ください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
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ACアダプタやUSBケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所
では使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
雷が鳴り出したら、ACアダプタやUSBケーブルには触れない
でください。
感電などの原因となります。
コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせないでくだ
さい。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせない
でください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタやUSBケーブルのコードの上に重いものをのせた
り、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラッ
プなどの金属類を接触させないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を
使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
本製品にUSBケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を
加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
濡れた手でACアダプタやUSBケーブルのコード、充電端子に
触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
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指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因とな
ります。
ACアダプタ ： ＡＣ１００Ｖ～240V（家庭用交流コンセントのみに
接続すること）
ACアダプタについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原
因となります。
ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んで
ください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタをコンセントから抜く場合は、USBケーブルのコー
ドを引っ張るなど無理な力を加えず、ACアダプタを持って抜い
てください。
USBケーブルのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけ
ど、感電などの原因となります。
本製品にUSBケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張
るなど無理な力を加えず、接続する端子に対してまっすぐ抜き差
ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因とな
ります。
充電端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてく
ださい。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因と
なります。
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使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてくださ
い。
ACアダプタを差したまま放置すると、火災、やけど、感電などの原
因となります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入った場合
は、直ちにコンセントからACアダプタを抜いてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜いて行ってく
ださい。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

コンセントにつないだ状態でACアダプタに長時間触れないで
ください。
やけどなどの原因となります。

nanoSIMカードについて

nanoSIMカードを取り扱う際は指などの体の一部を傷つけない
よう、切断面にご注意ください。
けがなどの原因となります。
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医用電気機器近くおよび医療機関内でのご使用について

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用
電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm
以上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となりま
す。
自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメー
カおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場
合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカー
などにご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となりま
す。
身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm未満に近づく
恐れがある場合には、事前に本製品を電波の出ない状態に切り
替えてください（機内モードまたは電源オフなど）。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器など
の医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波
により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指
示に従ってください。
医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
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材質一覧
使用箇所 使用材質 表面処理

外装ケース
ディスプレイ ガラス AFコーティング
リアケース PC樹脂 UVコーティング

電源／ロックキー PC樹脂 UVコーティング
音量キー PC樹脂 UVコーティング
Qボタン PC樹脂 UVコーティング
microSDカードスロット／nano 
SIMカードスロットのカバー PC樹脂 UVコーティング

カメラデコ PC樹脂 UVコーティング
カメラレンズ アクリル －
USB2.0接続端子のカバー PC樹脂 UVコーティング

取り扱い上のご注意
製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい
事項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

本体、内蔵電池、充電用機器、nanoSIMカード、周辺機器共通
●本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのもの

が詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよ
う、ご注意ください。ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因
となります。

 また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状
態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくて
も保証の対象外となります。
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●極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
　（周囲温度5℃～35℃、湿度45%～85%の範囲内でご使用くださ

い。）
• 本製品本体
• nanoSIMカード（本製品本体装着状態）
• 充電用機器

●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因とな
ります。

●外部接続端子やイヤホンマイク端子をときどき乾いた綿棒などで掃除
してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。ま
た、このとき強い力を加えて外部接続端子やイヤホンマイク端子を変
形させないでください。

●お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾
いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。デ
ィスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになるこ
とがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤、ガラスクリ
ーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。

●一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響
を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

●充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありま
すが異常ではありません。

●腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくだ
さい。故障の原因となります。

●屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそ
れがあります。

●必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用
した場合、故障の原因となります。

●電子レンジ、IH調理器などの加熱調理機器や高圧容器に入れないでく
ださい。故障の原因となります。
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●お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因とな
ります。また、本製品の改造は電波法および電気通信事業法違反にな
ります。

●接続端子やイヤホンマイク端子をショートさせないため、指などの身
体の一部や導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの
異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。

●水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所
での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。電子
回路のショート、腐食による故障の原因となります。

●充電中に濡れた場合には直ちにACアダプタを抜いてください。
●水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となりま

す。
●自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしない

でください。自動車・原動機付自転車運転中の使用は法律で禁止され
ています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合が
あります。

●かばんの中や布団などで覆われた状態での使用や充電は故障の原因
となります。

●充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対
してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で抜き差
ししないと、故障の原因となります。

●カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくださ
い。故障の原因となります。

●直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低
温になる場所、湿気やほこりの多い場所で使用、保管、放置しないでく
ださい。故障の原因となる場合があります。

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでく
ださい。充電中やバイブレータ設定中は特にご注意ください。落下し
て、故障などの原因となります。
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●本製品を充電する際は、たこ足配線などでコンセントや配線器具の定
格を超えて使用しないでください。

本体について
●本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電

池の交換については、J:COM MOBILE専用ダイヤルまでお問い合
わせください。

●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでくだ
さい。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

●キー、ボタンおよびディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを
強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。

●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を
使用した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。本製品
は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等、および電気
通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等を受けており、
その証として、「技適マーク  」が本製品本体内で確認できるようにな
っております。

 ≪確認方法≫
 ホーム画面で「設定」→「規制と安全に関する情報」
 本製品内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となり

ます。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波
法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないよう
にお願いいたします。

●磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近
づけると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
●キャッシュカード・クレジットカード・プリペイドカードなどの磁気カードを

近づけたりしないでください。記録内容が消失する場合があります。
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●かばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に
当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。ま
た金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生
や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

●寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、
エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で
使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露とい
います）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原
因となりますのでご注意ください。

●microSDカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を
与えたり、電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原
因となります。

●通常はmicroSDカードスロット／nanoSIMカードスロットのカバーな
どを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、ほ
こり・水などが入り故障の原因となります。

●本製品内のmicroSDカードやnanoSIMカード挿入口に液体、金属体
などの異物を入れないでください。故障の原因となります。

●落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでく
ださい。故障の原因となります。

●砂浜などの上に直に置かないでください。マイク部、スピーカー部など
に砂などが入り音が小さくなったり、本製品本体内に砂などが混入す
ると故障の原因となります。

タッチパネルについて
●ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止

シートなど）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場
合があります。

●かばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性
物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますので
ご注意ください。
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●タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押し
たり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりし
ないでください。

 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。ま
た、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
• 手袋をしたままでの操作
• 爪の先での操作
• 異物を操作面に乗せたままでの操作
• 保護シートやシールなどを貼っての操作
• ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
• 濡れた指または汗で湿った指での操作
• 水中での操作

内蔵電池について

Li-ion00

（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）
内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。
充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならな
かったときは、ご使用前に充電してください。

●夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環
境では内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。
また、内蔵電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いくだ
さい。

●内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い
間使わないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるた
め、使う前に充電することをおすすめします。

●内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能
が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。なお、
寿命は使用状態などによって異なります。
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●内蔵電池は、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があ
ります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はあり
ません。

充電用機器について
●ACアダプタのプラグを無理に曲げたりしないでください。ACアダプ

タやUSBケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど
無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

●ACアダプタをコンセントから抜くときは、ACアダプタを持って抜いて
ください。ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがありま
す。

nanoSIMカードについて
●nanoSIMカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れ

ないようにしてください。本製品への挿入には必要以上の負荷がかか
らないようにしてください。

●ICカードリーダー／ライターなどに、nanoSIMカードを挿入して故障
した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

●nanoSIMカードにシールなどを貼らないでください。
●変換アダプタを取り付けたnanoSIMカードを挿入しないでください。

故障の原因になります。
●カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金

属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすな
ど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

カメラ機能について
●大切な撮影などをするときは、事前に試し撮りをし、画像を再生して正

しく撮影されていることをご確認ください。
●撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
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Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能について
• Bluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は日本国内でご使
用ください。本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機
能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外
でご利用になると罰せられることがあります。

• 無線LAN（Wi-Fi®）やBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さ
まざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響
によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断するこ
とがあります。

• 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発
生しているところで使用しないでください。

• 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信がで
きなくなることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受ける
ことがあります）。

• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、
テレビ画面が乱れることがあります。

• 近くに複数の無線LAN（Wi-Fi®）アクセスポイントが存在し、同じチャ
ンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

• 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に
従ってください。

• 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信
できる距離は異なります。

2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品のBluetooth®機能／無線LAN（Wi-Fi®）機能は2.4GHz帯を使
用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医
療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用され
る免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電
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力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用さ
れています。
1.  本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない

ことを確認してください。
2.  万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生し

た場合には、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器
の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3.  ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、J:COM 
MOBILE専用ダイヤルまでご連絡ください。

メモ：
• 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との
接続動作を確認したものではありません。したがって、すべての
Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との動作を保証するもの
ではありません。

• 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）
の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用
環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考
えられます。Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）によるデータ通信を行
う際はご注意ください。

• 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電
波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その
反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に
より不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。
お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用する
ことを推奨します。

• Bluetooth®と無線LAN（Wi-Fi®）通信時に発生したデータおよび情
報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであらか
じめご了承ください。
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• Bluetooth®・無線LAN（Wi-Fi®）は同じ無線周波数帯を使用するた
め、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワ
ークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お
使いのBluetooth®、無線LAN（Wi-Fi®）のいずれかの使用を中止し
てください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN（Wi-Fi®）機能は、2.4GHz
帯の周波数を使用します。

2.4FH1/XX1
          

2.4DS4/OF4

• Bluetooth®機能：2.4FH1/XX1
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式として、FH-SS変調方
式およびその他の方式を採用しています。与干渉距離は約10m以
下です。

• 無線LAN（Wi-Fi®）機能：2.4DS4/OF4
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS–SS方式およ
びOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

• 使用帯域：全帯域
全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意
味します。

• 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5GHz帯ご使用上の注意
本製品の無線LAN（Wi-Fi®）機能は5GHz帯を使用します。電波法によ
り5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されています。
■HT20［a/n］
W52（5.2GHz帯 / 36, 40, 44, 48ch）
W53（5.3GHz帯 / 52, 56, 60, 64ch）
W56（5.6GHz帯 / 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 
128, 132, 136, 140ch）
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■HT40［n］
W52（5.2GHz帯 / 38, 46ch）
W53（5.3GHz帯 / 54, 62ch）
W56（5.6GHz帯 / 102, 110, 118, 126, 134ch）

IEEE802.11 b/g/n

IEEE802.11 a/n

W52 W53 W56

データ通信端末の比吸収率（SAR）について
この機種【LG G Pad 8.0 Ⅲ LGT02】は、国が定めた電波の人体吸収
に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していま
す。
このデータ通信端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※

ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値
を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関

（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が
定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十
分な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸
収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR ： Specific 
Absorption Rate）で定めており､本データ通信端末に対するSARの
許容値は2.0W/kgです。このデータ通信端末を本取扱説明書に記述
する通常使用の場合のSARの最大値は0.430W/kgです。個々の製
品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容
値を満足しています。
データ通信端末は、携帯電話等基地局との通信に必要な最低限の送信
電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、通常
SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近い
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ほど、データ通信端末の出力は小さくなります。
通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含
まれないようにしてください。このことにより、本データ通信端末が国の
技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認
しています。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうか
を評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われ
てきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる
健康影響も確立されていません。』と表明しています。
さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームペ
ージをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_
press/fact_japanese.htm
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は次のホーム
ページをご参照ください。

○総務省のホームページ :
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
○一般社団法人電波産業会のホームページ :
http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
○LG Electronics Inc.ホームページ :
本製品の「仕様」のページをご確認ください。
http://www.lg.com/jp/mobile-phone

（URLは予告なく変更される場合があります。）

※  技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）
で規定されています。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
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オープンソースソフトウェア通知情報
本製品に搭載されているGPL、LGPL、MPL、およびその他のオープ
ンソースのライセンスのもとで開発されたソースコードを取得するに
は、http://opensource.lge.comをご参照ください。
ソースコードをはじめ、該当するすべてのライセンスの内容や著作権
の表示、保証責任がないという表示をダウンロードできます。
本製品をお買い求めてから3年以内に、本製品に搭載されているソ
フトウェアのオープンソースコードをEメール(opensource@lge.
com)にてお求めになる場合、媒体の費用や送料など、必要な最小限
の費用をお支払いいただいてから、LG ElectronicsよりCD-ROMに
てご提供いたします。

規制と安全に関する情報
ホーム画面で「設定」 → 「規制と安全に関する情報」をタップし、規制
と安全に関する情報を確認します。

貴重な金属を再利用し、地球環境を守るために、不要になった本製品
は廃棄せず、最寄の充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 
詳細は、一般社団法人ＪＢＲＣのホームページをご参照ください。
ホームページ ： http://www.jbrc.com/

http://opensource.lge.com
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本製品を使い始める前に必ずお読みください
本製品に関するお問い合わせをいただく前に、現在生じている問題がこ
のセクションで説明されているかどうかご確認ください。

1.  本製品のメモリ
本製品のメモリの使用状況を確認して、不要なアプリをアンインストー
ルするなどして、メモリの空き容量を確保してください。
アプリをアンインストール
1  ホーム画面で「設定」 → 「アプリ」

インストールされているアプリが表示されます。
2  アンインストールするアプリを選択
3   「アンインストール」 → 「OK」

2. 内蔵電池寿命の最適化
内蔵電池は、必要のないバックグラウンド機能の設定をオフにすること
で、電池の寿命を延ばすことができます。また、アプリやシステムが内蔵
電池の電力をどのように消費しているかを監視できます。
内蔵電池の寿命を延ばすために

• Wi-Fi®、 Bluetooth®、GPSなどのワイヤレス通信を利用しないと
きは設定をオフにしてください。

• 画面の明るさを下げ、画面タイムアウトまでの時間を短くしてくださ
い。

重要な注意事項
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• Gmail、カレンダー、連絡先、およびその他のアプリの自動同期の設
定をオフにしてください。

• ダウンロードしたアプリによっては電池の消費が激しい場合がありま
すので、ダウンロードしたアプリをお使いの間は、電池の充電レベル
に注意してください。

3.  オープンソースのアプリやOSをインストールする前に

 警告
• 製造元提供以外のOSをインストールして使用した場合、本製品が故障するおそ

れがあります。さらに、保証の対象外となります。
• 本製品と個人データを保護するため、アプリはGoogle Playなどの信頼できる

提供元からのみダウンロードしてください。誤った方法でアプリをインストール
すると、本製品が正常に動作しなかったり、深刻なエラーが発生したりするおそ
れがあります。そのようなアプリとすべての関連データ、設定は、本製品からア
ンインストールする必要があります。

4.  画面ロックの使用
画面ロックを設定して本製品のセキュリティを保護します。
ホーム画面で 「設定」 → 「表示」 → 「画面のロック」 → 「画面ロックを
選択」 の順にタップし、スワイプ、ノックコード、パターン、PIN、パスワー
ドから目的の方法を選択します。

 警告
画面ロックを使用する場合の注意事項
設定した画面ロックの設定は忘れないでください。誤った画面ロックを5回入力す
ると、本製品にアクセスできなくなります。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。5回連続して間違えた場合は、30秒後に再
試行できます。
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パターン、PIN、またはパスワードを忘れた場合
<パターンを忘れた場合>
パターン、PIN、またはパスワードを忘れた場合、ハードリセットを実行す
る必要があります。
注意: ハードリセットを実行すると、ユーザーアプリおよびユーザーデータがすべ
て削除されます。

5. ハードリセットの実行（工場出荷状態へのリセット）
本製品のロックを解除できなくなった場合は、ハードリセット（工場出荷
状態へのリセット）を実行して初期化します。
1  本製品の電源をオフにする
2   「電源/ロックキー  」と「音量を下げるキー  」を同時に長押しする
3  LGロゴが表示され、端末が振動したら「電源/ロックキー  」を離す
4  すぐに「電源/ロックキー  」を長押しする

• 「音量を下げるキー  」は押し続けたままにしてください。
5  工場出荷状態へのリセット画面が表示されたら、「音量キー   」の

どちらかを押してカーソルを「Yes」まで移動させ、「電源/ロック 
キー  」を押す

6  もう一度「音量キー   」のどちらかを押して、カーソルを「Yes」ま
で移動させ、「電源/ロックキー  」を押して確定する

7  ハードリセットが実行される

 警告
ハードリセットを実施すると、ユーザーアプリ、ユーザーデータ、およびDRM
ライセンスがすべて削除されます。こうした状況を避けるため、重要なデータはこ
まめにバックアップしておくことをお勧めします。
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6.  画面がフリーズした場合
画面がフリーズしたり、操作中に応答しなくなったりした場合は、「電源/
ロックキー  」と「音量を下げるキー  」をLGロゴが表示されるまで
約9秒以上長押しし、本製品を再起動します。問題が解決しない場合
は、J:COM MOBILE専用ダイヤルにお問い合わせください。
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各部の名称

音量キー

microSDカードスロット／
nanoSIMカードスロット

メインカメラ

スピーカー

フロントカメラ

電源／ロックキー

Qボタン

マイク

充電／外部接続端子
イヤホンマイク端子

USB2.0接続端子

メモ：
• ビデオ撮影やオーディオクリップの録音を行うときは、マイクをふさいでい

ないか確認してください。

ご利用の準備
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フロントカメラ
本製品を使用されている方の写真を撮ったりビ
デオを録画したりするために使用します。 ビデ
オチャットにも使用できます。

電源／ロックキー
押すと、画面をロック/ロック解除します。 長押し
すると、電源のオン/オフ、再起動、機内モードの
有効化/無効化が行えます。

音量キー メディアや通知音などの音量を調整できます。
Qボタン 設定したアプリを起動できます。
microSDカードス
ロット／nanoSIM
カードスロット

音楽、ビデオ、写真などのファイルの格納用に
microSDカードを挿入できます。同時にnano 
SIMカードを挿入できます。

メインカメラ 写真を撮ったりビデオを録画したりするために
使用します。

スピーカー アプリなどでオーディオ（音楽、ビデオ、サウンド
クリップなど）を再生したときに、音が鳴ります。

マイク ビデオチャットなど音声入力を行うアプリで使
用します。

USB2.0接続端子

付属のUSBケーブルでスマートフォンなどを
接続すると、本製品の電池を使ってスマートフォ
ンを充電できます（おすそ分け充電）。また、接
続したスマートフォンなどの内部ストレージや
microSDカード内のデータを表示できます。

イヤホンマイク
端子

オプション品（別売）のヘッドセットを差し込むと、
ハンズフリーで会話できます。 また、ヘッドフォ
ンを差し込んで音楽を聴くこともできます。
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充電／外部接続
端子

ACアダプタやPC接続用のUSBケーブルなど
本製品と互換性のあるアクセサリを接続でき
ます。

 警告
製品の上に重いものを載せたり、座ったりすると、ディスプレイやタッチスクリーン
機能が損傷する可能性があります。

電源をオン／オフにする

電源をオンにする
「電源／ロックキー  」を2秒以上長押しします。
メモ：
• 端末の電源を初めてオンにすると、初期設定が実行されます。初めての起動時

間は、通常より長くなる可能性があります。

電源をオフにする
「電源／ロックキー  」を2秒以上長押しし、「電源を切る」を選択しま
す。
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電源制御オプション
「電源／ロックキー  」を長押しし、以下の項目を選択します。

• 電源を切る：端末をオフにします。
• 再起動：端末を再起動します。
• 機内モードON：メッセージ、インターネットへのアクセスなど、テレ
コミュニケーション関連の機能をブロックします。その他の機能は引
き続き利用できます。

メモ：
• 端末を操作しようとしたときに画面がフリーズする場合、または端末が応答しな

い場合、「電源／ロックキー  」と「音量を下げるキー  」を約9秒以上長押しし
て端末を再起動してください。

充電する
同梱されているACアダプタは、本製品の充電に使用します。本製品を初
めて使用する前には、充電してください。
メモ：
• 本製品は、充電式の電池が内蔵されています。安全のため、分解したりして、内

蔵電池を取り外さないでください。

 警告
本製品の充電中に操作に問題がある場合は、電源が不安定な可能性があります。 
このような場合は、本製品からUSBケーブルを外すか、またはACアダプタを電源
コンセントから外してください。
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1  ACアダプタとUSBケーブルを接続する
2  USBケーブル（下図参照）を本製品の充電／外部接続端子に差し

込む
3  ACアダプタを電源コンセントに差し込む

メモ：
• 内蔵電池を長持ちさせるために、はじめてお使いになる前に、内蔵電池を完全

に充電してください。
• 不要な電力消費を避けるため、充電が終わったらACアダプタは必ずコンセント

から外してください。

本製品の使用時間の最適化
必要のないバックグラウンド機能の設定をオフにすることで、内蔵電池の
寿命を延ばすことができます。また、アプリやシステムが内蔵電池の電力
をどのように消費しているかを監視できます。
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本製品の使用時間を延長するために
• Wi-Fi®、Bluetooth®、GPSなどのワイヤレス通信を利用しないとき
は設定をオフにしてください。

• 画面の明るさを下げ、画面タイムアウトまでの時間を短くしてくださ
い。

• Gmail、カレンダー、連絡先、およびその他のアプリの自動同期の設
定をオフにしてください。

• ダウンロードしたアプリによっては電池の消費が激しい場合がありま
すので、ダウンロードしたアプリをお使いの間は、電池の充電レベル
に注意してください。

電池の充電レベルを確認する
1  ホーム画面で 「設定」 → 「バッテリーとパワーセーブ」 → 「ステー

タスバーに表示」
内蔵電池の状態（充電または低下）と一緒に残量（％）がステータスバーに表
示されます。

電池の用途の監視と制御
1  ホーム画面で 「設定」 → 「バッテリーとパワーセーブ」 → 「バッテリ

ー消費量」
画面上に内蔵電池の使用状況や推定残り時間、最も内蔵電池を使用してい
るアプリやコンポーネントなどが表示されます。

おすそ分け充電
付属のUSBケーブルを上部のUSB2.0接続端子に接続してスマート
フォンなどの外部接続機器を接続すると、本製品の電池を使って外部接
続機器を充電することができます。
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nanoSIMカードの挿入
1  ミゾに指先をかけ、microSDカードスロット／nanoSIMカードスロッ

トのカバーを開く
2  指の爪を装着口に差し込んで、nanoSIMカードのトレイをゆっくりま

っすぐに引き抜く
3  nanoSIMカードの金属（IC）面を下向きにしてトレイに置く。

続いて、トレイをカチッと音がするまでnanoSIMカードスロットに押し込んで
からカバーを閉じる

メモ：
• カバーの下には2つのスロットがあります（もう一方はmicroSDカード用です）。
• nanoSIMカードを交換する際には、nanoSIMカードの挿入後に本製品を再起

動する必要があります。
• 差し込むときは強い力で押さないでください。
• 模倣品や偽造品は使わないでください。

microSDカードの挿入
本製品は、最大200GBのmicroSDカードに対応しています。microSD
カードには、マルチメディアコンテンツを保存することができます。
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1   ミゾに指先をかけ、microSDカードスロット／nanoSIMカードスロッ
トのカバーを開く

2  金色の金属部を製品ディスプレイ側に向け、microSDカードを 
カチッと音がするまでゆっくりまっすぐに押し込む

3  microSDカードスロット／nanoSIMカードスロットのカバーを閉じ
る

メモ：
• 差し込むときは強い力で押さないでください。
• 模倣品や偽造品は使わないでください。
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microSDカードの取り外し
microSDカードを本製品から安全に取り外すには、最初にマウント解除
する必要があります。
1  ホーム画面で 「設定」 → 「ストレージ」 → 
2  microSDカードスロット／nanoSIMカードスロットのカバーを開

き、microSDカードを一度奥に押す
反動でmicroSDカードが手前に押し出されます。

3  microSDカードをスロットからゆっくりまっすぐに引き抜く

 警告
microSDカードを取り外す際は、必ず最初にマウント解除してください。マウント
解除せずに取り外すと、microSDカードや本製品が損傷したり、microSDカード
に保存されているデータが損なわれたりする場合があります。

microSDカードの初期化

 警告
初期化すると、microSDカードに保存されているファイルがすべて削除されま
す。

1  ホーム画面で 「設定」 → 「ストレージ」
2   「SDカード」 →  → 「ストレージの設定」
3   「フォーマット」→「フォーマット」→「完了」

microSDカードが初期化され、使用できるようになります。

メモ：
• microSDカードにデータが保存されている場合でも、初期化によってすべての

データが削除されるため、フォルダ構造が変わる場合があります。
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画面のロックおよびロック解除
本製品を一定時間操作しないでいると、画面が自動的にオフになりロック
されます(ロックモードになります)。これは、電池を節約するためと、誤操
作を防ぐためです。本製品を使用しないときは、「電源/ロックキー  」を
押してロックすることもできます。
プログラム（アプリを含む）によってはロックモードでも実行が継続され
る可能性のあるものがあります。不要な電力消費を避けるために、ロッ
クモードにする前にすべてのプログラムを終了することをお勧めします

（例：Webアクセス、データ通信など）。
本製品のロックモードを解除するには、「電源/ロックキー  」を押し、設
定した「画面のロック」の方法に従いロックを解除します。初期設定では、
ロック画面を任意の方向にスワイプすると、ホーム画面のロックが解除
されます。
ノックオン機能を使用した画面のオン/オフ
ホーム画面やステータスバーをダブルタップすると、画面のオンとオフ
を簡単に切り替えることができます。これをノックオン機能といいます。

• 画面をオンにするには、ディスプレイ中央
をダブルタップします。

• 画面をオフにするには、ステータスバー、ホ
ーム画面の何も表示されていない領域、
またはロック画面をダブルタップします。
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ノックコード機能を使用した画面のロック解除
ノックコード機能を使用すると、画面上のノック（またはタップ）操作を組
み合わせて独自のロック解除コードを作成できます。

• オフ状態の画面の任意の場所で、設定した一連の操作を行うと、ホー
ム画面に直接アクセスできます。

ノックコード機能を起動するには
1  ホーム画面で 「設定」 → 「表示」 → 「画面のロック」 → 「画面ロッ

クを選択」 → 「ノックコード」
ロック解除の操作を選択する方法について説明する一連の画面が表示され
ます。

2  画面に表示される説明の指示に従い、ノックコードを設定する
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タッチスクリーンの操作方法
タッチスクリーンは、以下の操作ができます。
メモ：
• アイテムを選択するには、そのアイテム（アイコンなど）の中央をタップします。
• タッチスクリーンを強く押しすぎないでください。本製品では軽く押せば認識す

るだけの感度を備えています。
• 目的のアイテムをタップする際は、指先を使ってください。

タップ（タッチ）
タッチスクリーンを指で軽く触れることをタップといいます。主にアイテ
ムやリンク、ショートカット、スクリーンキーボードの選択に用います。

ロングタッチ
アイテムを指でしばらく押し続けることをロングタッチといいます。ア
イテムによってはメニューなどが表示されます。

ドラッグ
アイテムを指でしばらく押し続け、指を離さずに画面上の目的の位置ま
で動かすことをドラッグといいます。ホーム画面のアイテムをドラッグす
ると、位置を動かすことができます。

スワイプ（スライド）
タッチスクリーンを指ですばやく上下または左右になぞることをスワイ
プといいます。 上下にスワイプするとリストを上下に閲覧したり、ホーム
画面で左右にスワイプするとホーム画面の切り替えができます。

ホーム画面
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ダブルタップ
タッチスクリーンを短い間隔で2回タップすることをダブルタップといい
ます。たとえば、Webページの一部分をすばやくダブルタップすると、そ
の部分を画面幅いっぱいに拡大表示できます。また、写真や地図を閲覧
しているときにダブルタップするとその部分を中心にズームインまたは
ズームアウトできます。単語をダブルタップするとその単語が強調され
ます。ホーム画面をダブルタップすることで、画面をオンまたはオフする
ことができます。

ピンチ
ブラウザや地図の使用中、または画像の閲覧中に、2本の指でつまむよ
うに近づけることをピンチイン、逆に広げることをピンチアウトといいま
す。

画面の回転
アプリやメニューの中には、本製品の物理的な向きに従って画面の向き
が自動的に調整されます。
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ホーム画面
指を左右に滑らせる(スライドする)ことで、表示パネルが切り替わりま
す。各パネルは、アプリやウィジェットをカスタマイズできます。

ステータスバー – 時間、電波強度、バッテリー残量、
通知アイコンなど、本製品のステータス情報を表示
します。

戻るキー  – 前の画面に戻ります。 また、メニュー、
ダイアログボックス、およびスクリーンキーボードなど
のポップアップアイテムを閉じます。

履歴キー  – タップすると、最近使用したアプリが表
示されます。一部のアプリ使用中にロングタッチする
と、マルチウィンドウ機能を使用できます。

アプリアイコン  – （アプリ、ウィジェット、フォルダなど
の）アイコンをタップすると起動します。

Quick起動アイコン – よく使用する機能に簡単にア
クセスできます。

ホームキー  – ホーム画面に戻ります（または、ホ
ーム画面パネルからデフォルトのホーム画面パネル
に戻ります）。 ロングタッチでGoogle Nowにアクセ
スします。

メモ：
• デフォルトのホーム画面で指を右にスライドすると、Qメモの画面が表示されま

す。



52ホーム画面

ホーム画面のカスタマイズ
ウィジェットを追加したり、壁紙を変更するなど、ホーム画面をカスタマイ
ズして、本製品をさらに便利にお楽しみいただけます。
ホーム画面にウィジェットを追加する
1  ホーム画面の何もない場所をロングタッチ
2   「ウィジェット」
3  ホーム画面に追加したいウィジェットをロングタッチし、目的の場所に

ドラッグ
ホーム画面からアイテムを削除する
ホーム画面で、削除するアイテムをロングタッチし、「削除」または「アン
インストール」にドラッグします。
ヒント：
• アイテムを移動するには、移動するアイテムをロングタッチして、目的の場所に
ドラッグします。

• フォルダ内に複数のアプリアイコンを追加できます。 ホーム画面で1つのアプ
リアイコンを別のアプリアイコンの上にドラッグ＆ドロップすると、フォルダが作
成されます。

複数アプリの実行、切り替え、および停止
 をタップすると、最近使用したアプリが表示されます。複数のアプリを

同時に起動している場合も、この画面から使用したいアプリをタップする
ことで切り替え操作ができます。また、この画面からアプリを左右にスワ
イプすることで、アプリを手動で停止することもできます。

「すべて消去」をタップすると、最近使用したすべてのアプリを終了でき
ます。
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アンインストール済みアプリ
ホーム画面でアンインストールしたアプリを確認できます。アンインストー
ルから24時間まで経過していない場合、アプリを再インストールできます。
1  ホーム画面の何もない場所をロングタッチ
2   「アンインストール済みアプリ」
3  以下の機能を実行する

• 再インストール：アンインストールしたアプリを再インストールしま
す。

•  ：端末からアンインストールしたアプリを完全に削除します。
メモ：
• アンインストールしたアプリは、アンインストールしてから24時間後に端末から

自動的に削除されます。アンインストールしたアプリを再インストールする場合
は、再度アプリストアからダウンロードする必要があります。

マルチウィンドウの使用
画面を2分割して、2つの異なるアプリを同時に使用できます。
1  ホーム画面で  をタップ

最近使用したアプリのサムネイルが表示されます。
2  サムネイルの上部右側に表示された  をタップ

•   が表示されていないアプリは、マルチウィンドウに対応していま
せん。

3  履歴画面で別のアプリを選択するか、  をタップしてホーム画面に
戻りアプリを選択
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メモ：
• マルチウィンドウ対応のアプリを使用中に、  をロングタッチしてもマルチウィ

ンドウ機能を使用することができます。
• マルチウィンドウの状態で別のアプリに入れ替えるには、画面下部の  をタッ

プして、表示された履歴画面からアプリを選択します。ただし、下の領域のみ入
れ替え可能です。

•  を上下にドラッグすると、アプリの領域の比率を変更できます。

マルチウィンドウの解除
マルチウィンドウの状態で画面下部の  をロングタッチすると解除で
きます。

Google Now
 をロングタッチすると、Google Nowの画面が表示されます。画面の

指示に従って、Google Nowを利用するかどうかを設定します。

通知パネル
本製品には、新着メッセージ、カレンダーの予定、アラームやダウンロード
情報などを知らせる通知機能があります。
通知パネルから本製品の現在のステータスと未処理の通知を参照でき
ます。通知が届くと、画面上部のステータスバー（下図参照）にアイコン
が表示されます。未処理の通知のアイコンが左側に、 Wi-Fi®や内蔵電池
残量などのステータス情報のアイコンが右側に表示されます。

未処理の通知 ステータス情報
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通知パネルを開く
通知パネル（下図参照）を開くには、ステータスバーを下向きにスワイプし
ます。通知パネルを閉じるには、通知パネルを上向きにスワイプします。

クイック設定エリア –  をタップすると、設定され
ているアイコンがすべて表示されます。アイコンをタ
ップして機能を有効/無効にします。 

左右にスライドさせて画面の明るさなどを調整し
ます。

消去ボタン – タップして、通知のリストを消去しま
す。

通知をタップして開きます。

通知パネルのクイック設定
Wi-Fi®などの機能の設定を簡単に切り替えるには、クイック設定を使用
します。クイック設定は、通知パネルの上部にあります。
メモ：
• クイック設定エリアのアイコンをロングタッチすると、該当する機能の設定メニ

ューが表示されます。
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クイック設定エリアのアイテムを並べ替える
通知パネルを開き  →「編集」をタップします。並べ替えるアイコンを
ロングタッチして、目的の位置にドラッグ→  をタップします。アイコン
を追加するには、下の領域にあるアイコンをロングタッチして上の領域に
ドラッグし、目的の位置に移動→  をタップします。

モニターモード
Miracast機能を利用して、他のデバイスの画像や音声などを本製品で
再生できます。

画面共有
本製品の画面および音声をMiracast対応テレビや画面共有機能対応
のデバイスなどから出力できます。画面共有をオンにすると、Miracast
対応デバイスを検出します。

ファイル共有
Bluetooth機能を利用して、画像や音楽データ、動画などを送信できま
す。ファイル共有をオンにすると、周辺の対応デバイスがいつでも本製品
を検出できるようになります。
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ステータスバー上の通知アイコン
画面上部に表示されるアイコンによって、本製品のステータス情報がわ
かります。主なアイコンを以下の表に示します。

アイコン 説明

機内モードオン

Wi-Fi®ネットワーク接続中

マイク付きヘッドセット接続中

Bluetooth®オン

システム警告

バイブレートのみ

サイレント設定オン

非充電状態

充電中

コンテンツ共有設定オン

データのダウンロード中

データのアップロード中

アラーム設定中

位置検索中

新着のGmailメッセージあり
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新着のハングアウトメッセージあり

音楽再生中

USB経由でPCに接続中

バッテリーセーブモードオンでバッテリー残量15％以下

Wi-Fi®アクセスポイント有効

LTEで接続中
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マルチユーザー
本製品のオーナーIDは1つしか作成できませんが、ユーザーのIDを複
数追加して、他のユーザーが本製品にログインして本製品を独自に使用
できるようにすることができます。 各ユーザーは、個別の設定を行った
り、ストレージスペースを使用したり、個別のアプリ更新権限を持つこと
ができます。

オーナーの権限
• オーナーIDでログインしているときのみ、新しいユーザーIDの追加
や既存のユーザーIDの削除を行うことができます。

複数ユーザーで本製品を共有して使用する場合の制限
• すべてのユーザーは、1つの内部メモリ、データ使用状況を他のすべ
てのユーザーと共有します。

• 各ユーザーは、独自のコンテンツやデータ（ホーム画面の設定、音の
設定など）を設定および使用できます。

• どのユーザーも、更新アプリの許可を他のすべてのユーザーの代理
として受け入れることができます。

• メッセージやカレンダーでスケジュールされた予定の通知は、指定の
ユーザーIDにのみ送信されます。

• あるユーザーがクラウドプリントなどを使用してドキュメントの印刷
を開始したら、その印刷設定はユーザーIDが変更されても継続され
ます。

• データ転送、ダウンロード、マルチメディア再生、通信サービスは、
ユーザーIDが変更されると停止します。 ただし、Google Play経
由のデータ転送は、ユーザーIDを変更した場合でも続行できます。
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新しいユーザーを追加する
1  ホーム画面で 「設定」 → 「ユーザー」 → 「ユーザーの追加」
2  追加するユーザーのタイプを選択

• ユーザー ： ユーザーは固有のアプリとコンテンツを保有します。
• 制限されたユーザー： 使用できるアプリやコンテンツを選択して制
限することができます。

3  設定ウィザードの指示に従い設定
• 新しいユーザーを作成した後は、そのユーザーIDで最初にログイン
したときに設定プロセスを完了する必要があります。

ユーザーを切り替える
1  ステータスバーを下方向にスワイプし、通知パネルを開く
2   → 

ユーザー切り替えパネルが表示されます。
• ユーザーによりアイコンの色は異なります。

3  切り替えたいユーザーアイコンをタップ
オーナーIDまたは作成した任意のユーザーIDを選択します。

Qボタン
Qボタンを押すと、機能のON／OFFや機能の呼び出しができます。長押
しすると、起動するアプリを選択できます。
メモ：
• お買い上げ時は「コンフォートビュー」に設定されています。
• スリープモード中など、端末の状態によってはアプリを起動できないことがあり

ます。
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Qスライド
小さなウィンドウにアプリを表示します。たとえば、動画の再生画面を表
示したままメッセージやカレンダーを使用できるようになります。
Qスライドを使うには、アプリのメニューアイコン（例：  ）→「Qスライ
ド」をタップまたは  をタップします。

• ：全画面表示にします。
• ：Qスライドウィンドウの透明度を調整します。Qスライドウィンド
ウが透明な場合、タッチ入力に応答しません。

• ：Qスライドを閉じます。
• ：Qスライドの画面サイズを調整します。

メモ：
• Qスライドを利用できるアプリは以下のとおりです。 

ファイルマネージャー、カレンダー、動画、メッセージの新規作成画面、Qメモ+

スクリーンショットのキャプチャ
「音量を下げるキー  」と「電源/ロックキー  」を同時に2秒以上長押
しすると、スクリーンショットをキャプチャできます。
キャプチャしたイメージを表示するには、ホーム画面で  → 

「Screenshots」をタップします。

Qメモ+によるスクリーンショットのキャプチャ
キャプチャする画面上で、ステータスバーを下方向にスワイプし、  を
選択します。
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テキスト（文字）の入力方法
スクリーンキーボードは、テキスト（文字）入力が必要な画面で自動的に
表示されます。スクリーンキーボードを手動で表示する場合は、テキスト

（文字）を入力するテキストフィールドをタップします。

 前の文字を削除
します。 

 Ｇｏｏｇｌｅ音声入力を
します。

 ひらがな・英字・数字
のキーボードに切り替
わります。ロングタッチ
するとiWnn IMEメニュ
ーが開き、キーボードタ
イプを選択できます。

 改行します。

 絵文字や記号、顔文
字を入力します。

 スペースを挿入
します。

メモ：
• 相手先によっては、絵文字が文字化けする場合があります。

キーボードの表示を変更する
キーボードの高さや大きさの調節やキーボードの移動などができます。
キーボードの高さを調整すると、画面の表示領域を拡大してキーボード
をより簡単にコントロールできます。

•  をドラッグして表示する大きさや高さを調整します。
•  をタップし、ドラッグしてキーボードを移動します。
•  をタップし、  をタップして表示の濃さを変更します。
•  をタップしてキーボードを画面下部に配置します。

メモ：
• テンキーボード、QWERTYキーボード、５０音キーボード以外のカスタマイズは

できません。
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特殊文字の入力
QWERTYキーボード（英語キーボード）を使用すると、特殊文字（「á」な
ど）が入力できます。
たとえば「á」を入力するには、「a」キーをロングタッチします。特殊文字
を含む候補が表示されるので、目的の特殊文字を選択します。

クリップボードの使用
コピー／切り取りしたテキストなどや、キャプチャしたスクリーンショット
は、自動的にクリップボードに保存され、任意の場所に何回でも貼り付け
ることができます。
1  テキストなどをロングタッチする
2    ／  をドラッグし、コピー／切り取りする範囲を調整する
3   「コピー」／「切り取り」を選択する
4  テキスト入力フィールドをロングタッチして、「クリップボード」を選択

する
5  クリップボードからアイテムを選択して貼り付ける

メモ：
• クリップボードにはコンテンツを20個まで保存できます。
• クリップボードを表示中、  をタップしてから削除したい項目を選択し、「完了」

をタップすると、選択したデータを削除できます。
• クリップボード機能は一部のアプリに対応していません。
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本製品で最初にGoogleアプリを開くと、お持ちのGoogleアカウントで
ログインするよう求められます。Googleアカウントをお持ちでない場
合、新しいアカウントを作成してご利用ください。

Googleアカウントを作成する
• セットアップ画面からGoogleアカウントにログインします。

または
• ホーム画面で 「設定」 → 「アカウントと同期」 → 「アカウントを追

加」 → 「Google」の順にタップします。
すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、Eメールアドレスとパスワ
ードを入力した後、画面の指示に従って操作してください。アカウントを
持っていない場合は、「または新しいアカウントを作成」をタップして、新
しいGoogleアカウントを作成するのに必要な情報を入力します。
Googleアカウントをセットアップすると、Web上のGoogleアカウントと
自動的に同期します。
Web上のアプリやサービスの連絡先、Gmailのメッセージ、カレンダー
予定、その他の情報が本製品の情報と同期されます（同期される内容は
それぞれの同期設定によって異なります）。
ログインすると、Gmailや各種Googleサービスを利用できるようになり
ます。

Googleアカウントを設定する
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ネットワークおよびデバイスへの接続
Wi-Fi
Wi-Fi®を使用すると、ワイヤレスアクセスポイント（AP）の通信範囲内で
高速インターネットアクセスを使うことができます。

Wi-Fi®ネットワークに接続する
Wi-Fi®を使用するには、ワイヤレスアクセスポイントまたは「ホットスポッ
ト」にアクセスする必要があります。アクセスポイントの中には公開され
たものがあり、簡単に接続できます。一方、パスワードやセキュリティ機能
を有するものもあります。この場合は、こうしたアクセスポイントに接続
できるよう本製品を設定いただく必要があります。内蔵電池を長持ちさ
せるため、使用しないときはWi-Fi®設定はオフにしてください。

Wi-Fi®機能をオンにしてWi-Fi®ネットワークに接続する
1  ホーム画面で 「設定」 → 「Wi-Fi」
2  Wi-Fiの  をタップしてWi-Fi®機能をオンにする

Wi-Fi®機能がオンになり、利用可能なWi-Fi®ネットワークのスキャンが開始
されます。検索されたアクティブなWi-Fi®ネットワークのリストが一覧表示
されます。セキュリティ保護されたネットワークにはロックアイコンが付いて
います。

3  接続したいネットワークをタップ
ネットワークがセキュリティ保護されている場合は、パスワードその他の認
証情報の入力を求めるプロンプトが表示されます（詳しくは、接続するネット
ワークの管理者にお問い合わせください）。

4   「接続」
接続に成功すると、ステータスバーにWi-Fi®接続を示すアイコンが表示さ
れます。
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Bluetooth
本製品はBluetooth®機能を使用してデータを送信できますが、他の多
くの携帯電話やタブレットのようにBluetooth®メニューからではなく、
対応するアプリを実行して送信します。
メモ：
• Bluetooth®機能によって送受信したデータの損失、傍受、または誤った使用に

ついて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
• データのやりとりは必ず、信頼できるセキュリティ保護されたデバイスとの間で

行ってください。
• デバイスとの間に障害物があると、通信距離が短くなることがあります。
• 一部のデバイス、特にBluetooth SIG, Inc. のテストや承認を受けていないも

のは、本製品との互換性がない場合があります。

他のBluetooth®対応デバイスと接続（ペアリング）する
本製品とBluetooth®対応デバイスを接続するには、あらかじめペアリン
グしておく必要があります。
1  ホーム画面で 「設定」 → 「Bluetooth」
2  Bluetoothの  をタップしてBluetooth®機能をオンにする
3  検索されたリストからペアリングするデバイスを選択
4  ペアリングを求めるメッセージが表示されたら、「ペアリング」をタップ

ペアリングが完了すると、本製品と他のデバイスが接続されます。
メモ：
• デバイスによっては、パスキーを入力して確認しなければならない場合や、自動

的にペアリングを実行する場合があります。
• 本製品は、ハンズフリープロファイルをサポートしていません。 

そのため、Bluetooth®対応ヘッドセットやBluetooth®対応デバイスなど一部のア
クセサリにあるコール機能は、ご使用になれません。
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Bluetooth®経由でデータを送信する
1  送信したいデータを開いて 
2   「Bluetooth」

送信先のBluetooth®対応デバイスを選択して送信します。
メモ：
• オプションの選択方法は、データの種類によって異なることがあります。

Bluetooth®経由でデータを受信する
1  送信元のBluetooth®対応デバイスとペアリングする

本製品へのファイルの送信方法については、送信元のBluetooth®対応デバ
イスの取扱説明書を参照してください。

2  本製品にデータ受信を求めるメッセージが表示されたら、「承諾」を
タップ
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コンテンツ共有

コンテンツをテレビで楽しむ
端末のコンテンツをテレビで再生できます。写真、音楽、動画などの保存
されたコンテンツを再生できます。
1  同じWi-Fi®ネットワークに本製品とテレビを接続
2   「ギャラリー」や「音楽」アプリなどからファイルを選択し、  をタッ

プ、または  →「他のデバイスで再生」をタップ
3  テレビと接続
メモ：
• Chromecastを使用するには、Google Playを最新バージョンに更新してくだ

さい。

近くにあるデバイスのコンテンツを楽しむ
近くにあるデバイス（PC、NAS、モバイルデバイスなど）のコンテンツを

「ギャラリー」や「音楽」アプリなどで楽しめます。
タブレットの接続
本製品を同じWi-Fi®ネットワーク内にあるその他のDLNA対応デバイス
と接続できます。
メモ：
• 本製品の「ファイル共有」および、DLNA対応デバイスのファイル共有機能がオ

ンに設定されているかを確認してください。

他のデバイスを検索する
「周辺デバイス」をタップすると、同じネットワーク内にあるDLNA対応
デバイスが表示されます。
デバイスに接続すると、コンテンツを表示できます。
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ファイルを送受信する
端末に保存されたファイルを、別のLG端末やタブレット、PCと送受信で
きます。
ファイル送信
1   「ギャラリー」、「ファイルマネージャー」、「音楽」アプリなどでファイ

ルを選択し、  →「共有」、または  
2  リストから送信先のデバイスを選択
ファイル受信
1  通知パネルを下向きにスワイプし、  → 「ファイル共有」

• ファイルの共有をサポートしていない端末の場合は、ホーム画面で 
「設定」→「共有と接続」→「ファイル共有」→「SmartShare Beam」
の  をタップしてオンにしてください。

メモ：
• 両方のデバイスが同じWi-Fi®ネットワークに接続されていることを確認してく

ださい。
• 本製品の「ファイル共有」および、DLNA対応デバイスのファイル共有機能がオ

ンに設定されているかを確認してください。
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Qペア
本製品と携帯電話を、Qペアを介して接続することにより、着信、メッセー
ジ、およびSNSの通知を本製品と携帯電話間で同期できます。

1  アプリ画面で「Qペア」 → 「初期設定」 → 「許可」 → 「開始」
2  携帯電話側で同じ手順を実行
ヒント：
Qペアは携帯電話にはプリインストールされていない場合があります。 その場合
は、Google Playから「Qpair」を検索してインストールしてください。

3  Bluetooth®ペアリング要求の内容を確認して「ペアリング」
メモ：
• QペアはAndroid 4.1以降が実装されている携帯電話で機能します。 携帯電

話のモデルによっては、機能の一部が制限されることがあります。
• QペアはBluetooth®機能を使用するので、Qペアの使用中にBluetooth®設定

を変更すると正常に機能しなくなる可能性があります。
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Qペアの機能
着信通知 – 携帯電話に着信が入ると、本製品に通知が表示されます。通
知には呼び出し側の番号が表示されます。 着信音、着信音量、着信時の
バイブレーションなどの通話設定を変更したり、着信時に拒否メッセージ
を送信したりすることもできます。
メモ：
• Bluetooth®技術でサポートされている通話だけを受信できます。 本製品から

Qペア機能を使用して発信することはできません。

メッセージ通知 – 携帯電話がメッセージを受信すると本製品に通知が
表示されます。メッセージポップアップ、メッセージプレビュー、通知音、通
知バイブレーションなどのメッセージ設定も変更できます。
SNS通知 – 携帯電話がSNSの通知を受信すると、本製品のステータス
バーに表示されます。
メモ：
• この機能を有効にするには、携帯電話でQペアSNS通知オプションをオンにす

る必要があります（「設定」 → 「ユーザー補助」 → 「QペアSNS通知」）。 この
オプションを利用すると、本製品上でもSNS通知を確認することができます。

キャプチャー+転送 – Qメモ+でスクリーンショットをキャプチャして本
製品のギャラリーに保存すると、携帯電話のギャラリーにも同時に保存
されます。 
インターネット共有 – 携帯電話（Wi-Fi®アクセスポイントとして使用）の
Wi-Fi®テザリングを利用してインターネットに接続できます。この機能を
使用すると別途データ通信料金を課せられる場合があります。携帯電話
のデータの利用を節約するために、周辺の接続可能な信用できるWi-Fi®
アクセスポイントに自動的に接続されます。
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USBケーブルでPCに接続する
本製品をPCに接続して充電したり、本製品からPC（またはその逆）にデ
ータを転送したりできます。

USBのメディアデバイス（MTP）モードを使用した音楽、写真、ビ
デオの転送
1  USBケーブルを使って、本製品をPCに接続する

PC側にLG United Mobile Driverがインストールされていない場合は、
手動で設定を変更する必要があります。設定を変更するには、ステータスバ
ーを下方向にスライドさせ、現在のUSB接続モード → 「ファイル転送」をタ
ップします。

2  PCを操作してデータを転送する
メモ：
• PC接続設定を変更する場合、ステータスバーを下方向にスライドさせ、USB 

PC接続オプションを選択します。この設定は、USBケーブルを本製品に接続し
ている場合にのみ表示されます。

Windows Media Playerとの同期
本機能を利用するには、Windows Media PlayerがPCにインストール
されていることを確認してください。
1  USBケーブルを使って、本製品をPCに接続する
2   「ファイル転送」オプションを選択する

接続されると、PCにポップアップウィンドウが表示されます。
3  Windows Media Playerオプションを選択して音楽ファイルを同

期する
4  音楽ファイルを選択して同期リストにドラッグする
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5  同期を開始する
• Windows Media Playerと同期するためには、次の要件を満たす
必要があります。

項目 要件

OS Microsoft Windows Vista SP2 
またはそれ以降

Windows Media Player
バージョン Windows Media Player 10 以降

• Windows Media Playerのバージョンが10より古い場合、10以
降のバージョンをインストールしてください。

Mac OS Xユーザー向けのUSBケーブルを使用したPC接続
Android File Transferプログラムを設定することにより、本製品から
Mac OS X PC（またはその逆）に、メディアコンテンツを転送できます。 
1  Macユーザー向けandroid.comのWebサイト（http://www.

android.com/filetransfer/）からAndroid File Transferプログ
ラムをダウンロードしてインストールする

2  本製品をコンピューターに接続し、AFT（Android File Transferプ
ログラム）アプリケーションをダブルクリックする

3  目的のデータをドラッグ&ドロップする

http://www.android.com/filetransfer/
http://www.android.com/filetransfer/
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本製品に連絡先を追加したり、Googleアカウントを使ってその他のアカ
ウントと同期したりします。

連絡先を検索する
1  ホーム画面で「LG」→「連絡先」
2   「連絡先を検索」をタップし、連絡先名をキーボードで入力する

画面の左側の文字をタップして、その選択した文字で始まる名前にアクセス
することもできます。

新しい連絡先を追加する
1  ホーム画面で「LG」→「連絡先」
2  

「タブレットからの連絡先」の  をタップすると、連絡先を追加するアカウ
ントを変更できます。
新しい連絡先に画像を追加する場合は、  をタップします。 「写真を撮影」
を選択してカメラで写真を撮影するか、「写真を選択」を選択します。次に、画
像を参照して選択します。

3  連絡先の各種情報を入力
4   「保存」

お気に入りの連絡先
よく使う連絡先を「お気に入り」に登録できます。

連絡先
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連絡先をお気に入りに追加する
1  ホーム画面で「LG」→「連絡先」
2  お気に入りに登録したい連絡先をタップ
3  連絡先名の右上にある  をタップ

星が白色になり、お気に入りに登録されます。
連絡先をお気に入りから削除する
1  ホーム画面で「LG」→「連絡先」
2  お気に入りに登録した連絡先を表示
3  連絡先名の右側にある星をタップ

星の色が変わり、お気に入りから削除されます。

連絡先のオプションメニュー
 をタップすると次のオプションが表示されます。
• 削除 – 連絡先を削除します。
• 共有 – Gmail、Bluetooth®などを使って連絡先を共有します。
• 転送 – 表示している連絡先の電話番号またはメールアドレスをメッ
セージで転送します。

• 統合 – 連絡先を選択して統合します。
• バックアップ – 内部ストレージにバックアップします。
• ホーム画面に追加 – ホーム画面に連絡先のショートカットを作成し
ます。

• 今すぐ同期 – サーバーに保存された連絡先と同期を行います。
• 連絡先の管理 – 連絡先のインポート、バックアップ、コピー、統合を
行います。

• 連絡先設定 – 連絡先の表示などについての設定を行います。
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グループを作成する
1  ホーム画面で「LG」→「連絡先」
2   「グループ」タブ → 
3  グループ名を入力する

• 作成したグループに連絡先を追加するには、「メンバー追加」をタ
ップします。

4   「保存」

「グループ」タブで  をタップすると、次のオプションが表示されます。
• 削除 – グループを削除します。
• 順番を変更 – グループの順番を並べ替えます。
• 連絡先設定 – 連絡先の表示などについての設定を行います。
• グループを編集 – グループ名の編集、メンバーの追加と削除を行

います。
• 共有 – Gmail、Bluetooth®などを使って連絡先を共有します。

選択した連絡先をGmail、Bluetooth®などを使って共有します。
メモ：
• グループを削除しても、そのグループに割り当てられた連絡先は削除されず、連

絡先リストに残ります。
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メッセージ履歴
相手とのメッセージ履歴が時系列かつスレッドごとに表示されるので、
メッセージのやりとりの概要がわかりやすくなっています。

メッセージを作成し送信する
1  ホーム画面で 「LG」→「メッセージ」→ 
2  宛先フィールドに連絡先または電話番号を入力

連絡先を入力すると宛先候補が表示されます。候補の中から宛先を選択で
きます。

3  メッセージ入力フィールドをタップして本文を入力
4   「送信」

 警告
文字数制限として70文字（日本語）、160文字（英語、数字）がありますが、この制
限はメッセージの文字のコーディング方法や言語により国ごとに異なります。

メッセージ
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顔文字の使用
顔文字を使用してメッセージに活気を与えることができます。

 をタップして、「顔文字」をタップします。

メッセージの設定
本製品は事前設定済みですので、すぐにメッセージを送ることができま
す。
設定はお好みに応じて変更できます。

• ホーム画面で「LG」→「メッセージ」 →  → 「設定」
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カメラ
カメラアプリを開くには、ホーム画面で  をタップします。 

ビューファインダーの画面構成

  カメラの切り替え – メインカメラとフロントカメラを切り替えます。画
面をスワイプしてカメラを切り替えることもできます。
  フィルター – モノクロやセピアなどのフィルターを設定して写真を撮
影します。
  モード – 撮影モードを「オート」または「タイムラプス」モードに設定
できます。
  設定 – 設定メニューを開きます。
  直前に撮影したデータ – 最後に撮影したデータのサムネイル（縮小）
が表示されます。タップすると、データを表示できます。

  ビデオモード – 録画を開始します。
  撮影 – 写真を撮影します。
  終了 – アプリを終了します。

エンターテインメント
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メモ：
• 写真を撮影する前に、カメラのレンズが汚れていないか確認してください。

カメラの詳細設定
 をタップすると、詳細オプションが表示されます。 

画像サイズ
写真の解像度を選択します。 高い解像度を選択す
ると、ファイルサイズが大きくなり、メモリに保存で
きる写真が少なくなります。

動画解像度 動画の解像度を選択します。

タイマー 撮影ボタンを押した後のタイマー時間を設定しま
す。写真にお客様自身が入る場合に便利です。

ボイスシャッター 「チーズ」「スマイル」「トリマス」などの音声で写
真を撮影します。

位置情報の記録 撮影データに撮影場所などの位置情報を記録す
るかどうかを設定します。

グリッド 写真の位置調整に便利なグリッド線を画面に表示
します。

ストレージ 撮影データの保存場所を選択します。

シンプルビュー 撮影画面にメニューアイコンを表示しないように
設定できます。

ヘルプ 機能の操作方法を参照できます。

ヒント：
カメラを終了すると、タイマーなど、一部の設定が初期設定に戻ります。 次に利用
する前に、これらの設定をご確認ください。
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写真を撮影する
1   「カメラ」アプリを起動する
2  被写体にレンズを向ける
3    

写真が撮影されます。シンプルビューモードでは、画面の任意の箇所をタップ
して写真を撮影します。 

ズームイン／ズームアウト
写真撮影やビデオ録画でズームインするには、画面上の任意の場所に指
を2本置いて広げます。 ズームアウトするには、指を閉じます。 

ジェスチャーショット
ジェスチャーショット機能では、フロントカメラを使用して手のジェスチャ
ーで写真を撮影することができます。カメラを起動中、開いた手を上げる
と、フロントカメラが手を検出して画面にボックスが表示されます。次に、
手を閉じてグーを作るとタイマーがカウントを開始し、ゼロと同時に撮影
されます。
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撮影した写真の操作
1  撮影画面でサムネイル（縮小）表示をタップ

アプリを選択する画面が表示された場合は、「ギャラリー」を選択します。

写真をお気に入りに追加します。
写真を編集します。
撮影画面を表示します。
他のデバイスに送信したり、SNSなどを介して写真を共有しま
す。共有ツールから「SmartShare Beam」を選択して写真を共
有することもできます。 
写真を削除します。
追加オプションを表示します。

ヒント：
撮影後の画面に表示される  をタップして表示されるアイコンをタップし、共有
の操作をすることもできます。
SNSで写真や動画を共有するには、本製品にSNSのアカウントを設定する必要
があります。

 をタップすると次の操作が行えます。
移動 – 写真を他のアルバムに移動します。
コピー – 選択した写真をコピーして他のアルバムに保存します。
回転 – 「左に回転する」または「右に回転する」をタップして、別のファイ
ルとして保存できます。
トリミング – 写真のトリミングを実行します。 指を画面上で動かし、トリ
ミングする領域を選択します。
スライドショー – 現在のフォルダ内にある写真を自動的に次々と表示し
ます。
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画像を設定 – 写真を「壁紙」や「連絡先の写真」などとして使用します。
署名を追加 – 写真に署名を追加します。
ロック – 写真にパスワードを設定し、表示されないように設定します。
位置情報を追加 – 写真に位置情報を追加します。
位置情報を削除 – 写真の位置情報を消去します。
地図に表示 – 写真の位置情報を地図上に表示します。
印刷 – 写真を印刷できます。
他のデバイスで再生 – 本製品の写真を他のデバイスで再生します。
リネーム – 選択した写真の名前を編集します。
ファイル情報 – 写真の詳細を表示します。

保存した写真を表示する
撮影画面から、保存した写真を表示できます。 
1  撮影画面でサムネイル（縮小）表示をタップ

• 他の写真を表示するには、左右にスライドします。
• 写真を拡大または縮小するには、画面をダブルタップするか、2本の指を置

き、次にそれを広げます（縮小するには2本の指を互いに近づけます）。

ビデオの録画
1   「カメラ」アプリを起動する
2  被写体にレンズを向ける
3  

ビデオの録画が開始されます。また、録画の時間が画面上部に表示されま
す。

4  
録画が終了されます。

ヒント：
•  をタップすると、録画が一時停止されます。
•  をタップすると、ビデオの録画中に写真が撮影されます。
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保存したビデオの視聴
ビデオの録画後、保存したビデオを視聴できます。
1  撮影画面でサムネイル（縮小）表示をタップ

録画した最新のビデオが表示されます。画面を左にスライドすると、他のデー
タを表示することもできます。

2  
ビデオが再生されます。

メモ：
• ビデオは、「フォト」や「動画」アプリでも再生できます。
• タッチスクリーンを強く押しすぎないでください。本製品では軽く押せば認識す

るだけの感度を備えています。

ギャラリー
マルチメディアファイルを写真やビデオのように表示できます。
ホーム画面で  をタップします。
画像とビデオファイルをすべてギャラリーで管理し、共有することができ
ます。
メモ：
• インストールされているソフトウェアによっては、一部のファイル形式がサポート

されないことがあります。
• エンコードの種類によっては、適切に再生されないファイルがあります。
• ファイルサイズが利用可能なメモリ容量を超えると、ファイルを開いたときにエ

ラーが発生することがあります。
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画像の表示
 を起動すると、利用可能なアルバム一覧が表示されます。

アルバム一覧で  をタップすると、カテゴリーを選択できます。
アルバムをタップ→画像をタップして表示します。
画面を右または左にスライドすると、他の画像を表示できます。
ブラウザからダウンロードした画像やBlutoothe®で受信した画像は

「Download」に保存され、スクリーンショットをキャプチャした場合は、
「Screenshots」に保存されます。
初期設定では、画像は作成日順に表示されます。

ビデオの再生
 を起動し、アルバムを選択します。  が表示された動画ファイルを

タップ→  をタップして再生します。
メモ：
• ビデオを再生しているときに画面の左側を上下にスライドすると、画面の明るさ

を調整できます。画面の右側を上下にスライドすると、音量を調整できます。
• ビデオを再生しているときに巻き戻しまたは早送りを行うには、画面を左右にス

ライドします。
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画像とビデオの削除
次のいずれかを実行します。

• 複数の写真／ビデオを削除するには、ホーム画面で  →アルバム
を選択→  →削除するデータを選択→「削除」→「削除」をタップ
します。

• 表示している写真を削除するには、ホーム画面で  →アルバムを
選択→削除する写真をタップ→  をタップします。

• ゴミ箱のデータをアルバムに戻すには、ホーム画面で  →  →
「ゴミ箱」→  →「リストア」→アルバムに戻すデータを選択→「リ
ストア」→データを戻すアルバムを選択します。

• ゴミ箱からも完全に削除するには、ホーム画面で  →  →「ゴ
ミ箱」→  →「空にする」をタップします。

メモ：
• フォルダから削除したデータは、7日が過ぎると自動的にゴミ箱からも削除され

ます。

壁紙として設定
表示している写真を壁紙に設定する場合は、ホーム画面で  →アルバ
ムを選択→写真をタップ→  → 「画像を設定」をタップし、「壁紙」または

「ロック画面の背景」を選択します。

スライドショー
アルバムごとや、すべての写真を選択して、写真をスライドショーとして
表示させることができます。 ホーム画面で  をタップします。

• 表示する写真が含まれているアルバムをタップし、  →「スライド
ショー」をタップして、表示するイメージを選択し、「次へ」をタップし
ます。スライドショーの設定を確認し、「開始」をタップします。

スライドショーの再生を停止するには、画面をタップしてください。
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ビデオ
ギャラリーからお気に入りのビデオをすべて再生できます。

ビデオを再生する
1  ホーム画面で  →  → 「動画」

動画のアルバム一覧が表示されます。
2  アルバムを選択→再生するビデオを選択

動画再生画面が表示されます(アプリの選択画面が表示される場合は、動画
アプリを選択してください)。

動画をお気に入りに追加します。

Qスライドとして小さなウィンドウでビデオを表示します。
動画の一部をトリミングしたり、削除したりできます。
その他のオプションを表示します。

「共有」→「SmartShare Beam」をタップすると、他のデバ
イスと動画を共有することができます。
ビデオの音量を調節します。
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ロングタッチすると、3秒ずつ巻き戻されていきます。
一度タップすると、10秒巻き戻されます。
ビデオ再生を一時停止します。
ロングタッチすると、3秒ずつ早送りされていきます。
一度タップすると、10秒早送りされます。
ビデオ画面をロックまたはロック解除します。

本製品の右側にある音量キーを押して音量を調節することもできます。
再生するビデオの一覧で  または  をタップしてファイルを選択す
ると「共有」または「削除」の操作ができます。ファイルをロングタッチする
と、「削除」「リネーム」「ファイル情報」の操作ができます。
ヒント：
ビデオを再生しているときに画面の左側を上下にスライドすると、画面の明るさ
を調整できます。画面の右側を上下にスライドすると、音量を調整できます。
画面の上部や下部を左右にスライドすると、早送りや巻き戻しができます。

音楽
本製品ではお気に入りの楽曲を音楽プレイヤーで再生してお楽しみい
ただけます。「音楽」アプリを使用するには、ホーム画面で  をタップ
します。

ファイル転送モードを使用した音楽データの転送
1  USBケーブルを使用して、本製品とPCを接続する
2  画面上部の通知をタップして「ファイル転送」を選択

PCに本製品のデバイスを表示します。
3  PCから本製品のドライブフォルダにファイルをドラッグ
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曲を再生する
1  ホーム画面で 
2   「曲」タブをタップ
3  再生する曲を選択する

楽曲一覧を表示します。

楽曲を検索します。
「削除」「プレイリストに追加」「ミュージックビデオ」「共有」 
「他のデバイスで再生」のメニューを表示します。
「共有」→「SmartShare Beam」をタップすると、他のデバ
イスと楽曲を共有することができます。
現在の曲をお気に入りに設定します。

プレイリストをシャッフルモードで再生します。
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全曲繰り返し／現在の曲を繰り返し／繰り返しオフの順に切
り替わります。
音量を調節します。
曲の初めに戻ります。 2度タップすると、前の曲に戻ります。 
ロングタッチすると、3秒ずつ巻き戻されます。
再生を一時停止します。
アルバムまたはプレイリストの次の曲に移ります。ロングタッ
チすると、3秒ずつ早送りされます。
オーディオ効果を設定します。

音量キーを押して音量を調節することもできます。
メモ：
• インストールされているソフトウェアによっては、一部のファイル形式がサポート

されないことがあります。
• ファイルサイズが利用可能なメモリ容量を超えると、ファイルを開いたときにエ

ラーが発生することがあります。
• 音楽ファイルの著作権が、国際条約と国内著作権法で保護されている場合があ
ります。このため、曲を複製またはコピーする際に、許可やライセンスの取得が
必要になる場合があります。国によっては、著作権で保護された素材の私的なコ
ピーが禁止されていることもあります。ファイルのダウンロードやコピーを行う
前に、そのような素材の使用に関する国内法を確認してください。
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Qメモ+
メモを作成し、スクリーンショットをキャプチャできます。Qメモ+を使用し
て画面をキャプチャし、描画したデータを家族や友人と共有して楽しむこ
とができます。

メモを作成する
1  ホーム画面で  → 
2  タイピングで直接テキスト（文字）を入力する。または、使用するペン

の種類とカラーを選択して手書きでテキストを入力する
3   

メモが保存されます。
データネットワークが利用可能な場合は画像、音声、位置情報などを追加で
きます。

Qメモ+のオプションを使用する
Qメモ+のツールバーでは、次のオプションを使用できます。

 前の操作に戻したり、繰り返したりできます。

テキスト（文字）を編集したり、カラーや位置を調整でき
ます。
手書きでテキスト（文字）を入力できます。 使用するペン
の種類、太さ、透明度、カラーを選択したり、メモの内容を
消去する消しゴムを選択したりできます。

フリーハンドで指定した範囲を編集できます。

Qメモ+にメモを保存します。

ツール
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その他のオプションを表示します。
「共有」→ファイル形式を選択→「イベントポケット」をタ
ップすると、イベントポケットに保存できます。
「Qスライド」を選択すると、Qスライドでメモを開くこと
ができます。

Qメモ+でスクリーンショットをキャプチャする
1  ステータスバーを下にスライドして 
2  ツールバーから目的のメニューオプションを選択し、メモを作成する
3   → 保存先を選択

メモが保存され、Qメモ＋が終了します。

メモ：
• Qメモ+使用中は、指先を使用してください。爪を使ってタッチスクリーンを傷つ

けないようにしてください。
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時計

アラームの設定
指定した時刻にアラームが実行されるように設定できます。
1  ホーム画面で「ツール」→「時計」→「アラーム」
2   をタップし、新しいアラームを追加
3  各項目を設定し、「保存」をタップ
メモ：
• 設定済みのアラームを選択して編集できます。
• アラームを削除するには一覧画面で  をタップします。アラームをロングタッ

チして「削除」 → 「削除」をタップしても削除できます。
•  → 「設定」をタップすると、アラームの動作を設定することができます。

ワールドクロック
世界中の都市の現在時刻を表示できます。
1  ホーム画面で「ツール」→「時計」→「ワールドクロック」
2   をタップして都市を追加

タイマー
一定時間後にアラームが実行されるようにタイマーを設定できます。
1  ホーム画面で「ツール」→「時計」→「タイマー」
2  時間を設定し、「開始」をタップ

「一時停止」「再開」をタップして一時停止、再開ができます。「リセット」をタ
ップしてタイマーをリセットできます。

3   「停止」をタップし、タイマーを停止
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ストップウォッチ
ストップウォッチとして使えます。ラップタイムを記録することができま
す。
1  ホーム画面で「ツール」→「時計」→「ストップウォッチ」
2   「開始」をタップして計測を開始

計測中に「ラップ」をタップするとラップタイムを記録できます。
3  停止するには「一時停止」をタップ

「再開」をタップすると計測を再開できます。「リセット」をタップすると計測
データをリセットします。

電卓

電卓を使用する
1  ホーム画面で「ツール」→「電卓」
2  数字ボタンをタップして数字を入力
3  実行する機能（数字と「＋」「―」「×」、または「÷」）をタップして、計算

結果表示の際は、「＝」をタップする
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カレンダー
スケジュールを管理することができます。

カレンダーに予定を追加する
1  ホーム画面で「カレンダー」

 をタップすると、カレンダービュー（日、週、月、年、予定リスト）を変更で
きます。

2  予定を追加する日付をタップして、 
カレンダーの日付や時間帯をロングタッチして新規作成画面を表示すること
もできます。

3  登録するアカウントを選択
4   「イベント名」「場所」を入力

 （ギャラリー）／  （Qメモ＋）／  （イベントポケット）／  （タス
ク）をタップすると、画像またはメモを選択して添付することができます。

5  日付を確認して、イベントの開始時刻と終了時刻を入力
6   「その他」をタップして通知などの内容を設定

イベントにメモを追加する場合は、「内容」フィールドをタップして、詳細を記
入します。

7   「保存」

イベントポケットを利用する
イベントポケットを使用して、イベントを作成できます。

 をタップしてイベントポケットを開き、保存されたデータをロングタッ
チしたままで、カレンダーの日付にドラッグします。

•  : 画像、テキスト、ノート、および一時的に保存されたイベントを管
理します。別のアプリからテキスト、画像、ノートを共有してイベント
ポケットに保存することもできます。

•  : 期限のないタスクを管理します。
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カレンダーのオプションメニュー
 をタップすると次のメニューが表示されます（ページによって表示さ

れる内容は異なります）。
• 削除 – 連絡先を削除します。
• カレンダーを同期する – 同期するアカウントを設定します。
• カレンダー表示 – 表示するカレンダーの項目やアカウントを設定し
ます。

• 日付選択 – 選択した日付にカーソルを移動します。
• Qスライド – Qスライドとして小さなウィンドウでカレンダーを表示
します。

• 設定 – カレンダーの表示や通知などの設定を行います。

タスクを追加する
スケジュールを容易に管理できるように、タスクを登録できます。
1  ホーム画面で「カレンダー」→  →「タスク」→「タスク」
2   → 各項目を設定
3   「保存」

タスクのオプションメニュー
• 削除 – タスクを削除します。
• 表示するタスクリスト – タスクを登録、表示するアカウントを設定し
ます。

• 並び替え – タスクを並び替える条件を設定します。
• 完了したタスクの表示 – 完了してチェックを付けたタスクを表示し
ます。

• 設定 - カレンダーの設定メニューを表示します。タスクを表示するか
どうかを設定できます。
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ファイルマネージャー
内部/外部ストレージにあるファイルを管理できます。
ファイルマネージャーでは、ファイルを簡単に表示、管理できます。ファイ
ルタイプ（全ファイル、音楽ファイル、画像ファイル、動画ファイル、ドキュ
メントファイル、クラウドファイル）をタップし、必要なフォルダをタップす
るだけでファイルが見つかります。

ファイルマネージャーアプリを開く
• ホーム画面で「ツール」→「ファイルマネージャー」をタップします。

ファイルマネージャーの設定
ファイルマネージャーアプリを起動し、「内部ストレージ」をタップして（画
面上の）次のオプションを利用します。

ファイルまたは情報を検索します。

マルチウィンドウでファイルマネージャーを開きます。
 を長押ししてマルチウィンドウを起動します。

新しいフォルダを作成します。

ファイルおよびフォルダを他の場所に移動します。

ファイルおよびフォルダを他の場所にコピーします。

ファイルおよびフォルダを削除します。

その他のオプションを表示します。
「Qスライド」をタップして、Qスライドウィンドウでファイルマネ
ージャーを表示できます。
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ボイスレコーダー
音声メモやその他のオーディオファイルを録音するには、ボイスレコー
ダーを使用します。

音または音声を録音する
1  ホーム画面で「ツール」→「ボイスレコーダー」

録音を開始します。

録音リストを表示します。

位置情報を記録する場合
はタップします。

録音データの保存場所を
選択します。

録音を停止します。

カレンダーに登録した同時
刻の予定を表示して録音
し、リストに記録できます。

2  
3  録音を終了するときは  

すぐに再生するときは  をタップします。



98 99ツール

音または音声を再生する
1  ホーム画面で「ツール」→「ボイスレコーダー」
2   →再生したいデータをタップ

録音画面を表示します。

音量調節バーを表示し
ます。

再生／一時停止します。

オプションメニューを表示
します。

選択したファイルを削除
します。

任意の再生位置にブックマ
ークを登録します。

再生を停止します。

トリミングを指定します。

共有の操作をします。

• リストをロングタッチすると、「削除」「リネーム」「ファイル情報」のオプションが
表示されます。

Microsoftアプリ
Microsoftアプリは、Word、Excel、PowerPointなどのさまざまな
Office文書を本製品上で利用できるアプリです。また、OneDriveに保
存すると、どこからでもドキュメントにアクセスして表示や編集ができま
す。
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新しい文書の作成
1  ホーム画面で「Microsoft」→アプリを起動
2  アカウントでサインインするか、「スキップ」をタップします。
3  文書タイプを選択→文書を作成
4   「ファイル」→「名前を付けて保存」
5  文書名を入力→保存場所を指定して「保存」

文書の表示と編集
1  ホーム画面で「Microsoft」→アプリを起動
2  表示または編集したい文書を選択

Googleアプリ
Googleアカウントを設定してGoogleアプリを使用できます。Google
アプリを初めて使用するときはGoogleアカウントの追加画面が表示さ
れることがあります。Googleアカウントがない場合は、端末から作成で
きます。
アプリの使用方法の詳細は、アプリのヘルプを参照してください。
メモ：
• サービスプロバイダーや地域や国によっては、一部のアプリを使用できない場

合があります。

Google
キーワードを入力することでGoogleが提供する検索機能を使用し
て、Webサイトや端末に保存されているファイルを検索します。音声入
力を利用することもできます。

Gmail
GoogleのEメールアカウントを端末に登録して、Eメールを確認または
送信します。
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マップ
地図上で現在地や特定の場所の位置情報を検索します。地理情報を表
示できます。

YouTube
動画を検索して再生します。YouTubeに動画をアップロードして、世界
中の人たちと共有できます。

ドライブ
端末からファイルを開く、アップロード、保存、共有、作成などを行います。
アプリからアクセス可能なファイルは、オンラインでもオフライン環境で
も、どこからでもアクセスできます。

Playムービー＆TV
Googleアカウントを使用して、映画をレンタルまたは購入します。どこで
もコンテンツを購入して再生できます。

ハングアウト
メッセージを交換します。個人やグループとテレビ電話ができます。

フォト
端末に保存された写真やアルバムを表示または共有します。

Playニューススタンド
気になるニュースや雑誌を1つのアプリでまとめてチェックできます。

ドキュメント
ドキュメントを作成したり、オンラインまたは他の端末で作成したドキュ
メントを編集したりします。ドキュメントは相互に共有して編集できます。
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スプレッドシート
スプレッドシートを作成したり、オンラインまたは他の端末で作成したス
プレッドシートを編集したりします。スプレッドシートは相互に共有して編
集できます。

スライド
プレゼンテーション素材を作成したり、オンラインまたは他の端末で作成
したプレゼンテーション素材を編集したりします。プレゼンテーション素
材は相互に共有して編集できます。

Evernote
重要な情報を記述したり収集したりして、それらを「Evernote」に対応す
る他の端末と共有できます。
1  ホーム画面で「ツール」→「Evernote」

天気
設定した地域の天気情報が表示されます。
1  ホーム画面で「タップして都市を追加してください。」をタップ
2   「現在地」をタップするか、都市名を入力して検索

都市を追加するには、天気情報画面で  をタップします。
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LG SmartWorld
フォント、テーマ、ゲーム、各種のアプリなどの楽しいコンテンツが多数用
意されています。

LG SmartWorldに接続する
1  ホーム画面で「LG」→「SmartWorld」
2   →「ログイン」→画面に従ってアカウントを設定
3  目的のコンテンツをダウンロードする

LG SmartWorldは、通信事業者または国により、利用できない場合があり
ます。

メモ： SmartWorldアプリがない場合
1  モバイルWebブラウザを使用して、LG SmartWorld（www.lgworld.com）

にアクセスし、国名を選択
2  LG SmartWorldアプリをダウンロードする
3  ダウンロード済みファイルを実行してインストールする
4  ホーム画面で「LG」→「SmartWorld」をタップして、LG SmartWorldに接

続する

LG SmartWorldの利用特典
• LG SmartWorldに用意されているホームテーマ、キーボードテーマ、
およびフォントを本製品にカスタマイズすることによって、自分だけのス
タイルを作ることができます（ただし、このサービスは特定のデバイス
でのみ利用できます。利用可能かどうかは、LG SmartWorldのWebサ
イトにてご確認ください）。

• 常時提供しているプロモーションにご参加いただくと、LG SmartWorld
の特別なサービスをご利用いただけます。
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Chrome
情報を検索したりWebページを閲覧したりします。
ホーム画面で  をタップします。

Webページの表示
（画面上部の）アドレスフィールドをタップし、Webアドレスまたは検索
条件を入力してから、キーボードの  をタップします。

ページを開く
• 新しいページを開くには、ブラウザ上部の  をタップします。
• 別のWebページに移動するには、画面上部のタブをタップしてペー
ジを選択します。

音声によるWeb検索
アドレスフィールドをタップして  をタップし、キーワードを話してから、
表示されたキーワード候補の1つを選択します。

他のデバイスとの同期
同じGoogleアカウントで複数のデバイスからログインしている場合、他
のデバイス上のChromeを使用するため、開いているタブとブックマー
クを同期します。
他のデバイス上で開いているタブを表示するには、  → 「最近使った
タブ」の順にタップします。 すべてのデバイスで、同一のGoogleアカウ
ントにログインしている必要があります。

Webブラウザ
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ブックマークの追加と参照
ブックマークを追加するには、URL入力欄横の  をタップします。
ブックマークしたWebページを開くには、  → 「ブックマーク」をタップ
して、目的のページを選択します。

Chromeのオプションメニュー
 をタップすると、次のオプションが表示されます（ページによって表示

される内容は異なります）。
• 新しいタブ – 新しいWebページタブが開きます。
• 新しいシークレットタブ – 新しいシークレットウィンドウが開きます。
• ブックマーク – ブックマークしたWebページを表示します。
• 最近使ったタブ – 他のデバイスで開いているWebページを表示し
ます。

• 履歴 – 閲覧データ（これまでにアクセスしたWebページ）を表示し
ます。

• 共有... – WebページのURLを他のツールで共有します。
• 印刷... – Webページを印刷します。選択すると、ネットワーク上のプ
リンタを自動的に検出するか、手動で使用プリンタを入力して印刷
します。

• ページ内検索 – ページ内のテキストを検索します。
• ホーム画面に追加... – Webページのショートカットをホーム画面に

追加します。
• PC版サイトを見る – PC用のページを表示します。
• 設定 – Chromeアプリ固有の設定を変更できます。
• ヘルプとフィードバック – Chromeアプリの使用に関する情報を表
示し、Chromeのデベロッパにフィードバックを送信できます。
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設定メニューの利用
1  ホーム画面で「設定」
2  設定のカテゴリを選択し、目的のオプションを設定する

無線ネットワーク

Wi-Fi
Wi-Fi – Wi-Fi®機能をオンにして、使用可能なWi-Fi®ネットワークに接続
します。
利用可能なWi-Fi®ネットワークのリストが表示されます。ネットワークを選
択し、画面の指示に従って接続します。ネットワークによってパスワードが
必要な場合があります。
モバイルデータ切り替え – モバイルデータ接続機能が有効な状態で、
端末がWi-Fi®接続でインターネットに接続できない場合、自動的にモバ
イルデータ接続でインターネットに接続されます。
メモ：
•  「検索」をタップすると、利用可能なWi-Fi®ネットワークのスキャンが開始され

ます。 

Wi-Fiメニューで  をタップすると、次のオプションを利用できます。
Wi-Fi追加 – 新しいWi-Fi®ネットワークを手動で追加します。
保存されたWi-Fi – 保存されたWi-Fi®ネットワークを削除します。
Wi-Fiの詳細設定 – 詳細なWi-Fi®設定を変更します。

設定
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ヒント： MACアドレスの確認方法
MACアドレスフィルタリングが設定されている一部のワイヤレスネットワークで接
続を設定するには、本製品のMACアドレスをルータに入力する必要があります。 
MACアドレスを確認するには、ホーム画面で「設定」 → 「Wi-Fi」 →  → 「Wi-Fi
の詳細設定」の順にタップします。

Bluetooth
Bluetooth®を使用するには、Bluetooth®のワイヤレス機能のオン/オ
フを切り替えます。Bluetooth®をオンにすると、他のBluetooth®対応
デバイスとペアリングして接続できます。
検索 – 接続できるBluetooth®対応デバイスを検索します。
Bluetooth®メニューの  をタップすると、次のオプションが表示され
ます。
タブレット名の編集 – ペアリングや接続の際に簡単に識別できるよう
に本製品名を変更します。 新しいタブレット名を入力してから「保存」を
タップします。
受信ファイル – Bluetooth®受信データを一覧表示します。
ヘルプ – Bluetooth®機能に関するヘルプを表示します。

モバイルデータ
データ使用量と、モバイルデータの使用量制限を表示します。
モバイルデータメニューで  をタップすると、次のオプションを利用で
きます。
データセーバー – 「データセーバーの使用」をオンにすると、モバイルデ
ータでの通信が制限されます。この場合、「データアクセス制限」で許可
していないアプリの通知が受信できなくなることがあります。データセ
ーバーがオンの場合、ステータスバーに  が表示されます。アプリごと
にモバイルデータ通信の使用を許可するには、「データアクセス制限」で
アプリをオンに設定します。
Wi-Fiの使用状況を表示 – Wi-Fi®ネットワークの使用状況を表示します。
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ネットワーク制限 – バックグラウンドアプリの使用を制限するネットワー
クを選択し、大容量ファイルをダウンロードする場合に通知することがで
きます。
モバイルネットワーク – モバイルネットワークの各種設定ができます。

共有と接続
データ共有と他のデバイスとの接続に関するさまざまな設定ができま
す。
ファイル共有 – 他のデバイスやPCと接続してファイルの送受信を行い
ます。
メモ：
• SmartShare Beamを利用する場合はWi-Fi®設定を有効にする必要があり

ます。

メディアサーバー – DLNAを使用して近くのデバイスとマルチメディア
コンテンツを共有できます。
画面共有 – 本製品の画面と音声をTVに出力できます。
モニターモード –  Miracastを使用して、他のデバイスの画面と音声を
本製品で再生します。
メモ：
• Miracast機能をすばやく起動するには通知パネルのMiracastアイコンをタッ

プします。ミラーリング中はモバイルホットスポットを同時に使用できません。

印刷 – クラウドプリントなどのワイヤレスプリンターを設定します。

テザリング
本製品に他のデバイスを接続してインターネット接続やネットワーク設
定を行います。
USBテザリング – 本製品のインターネット接続を、USBケーブル経由
でPCと共有できます。
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Wi-Fiテザリング – 本製品を使ってモバイルブロードバンド接続を提供
することもできます。アクセスポイントを作成し、本製品の接続を共有し
ます。
Bluetoothテザリング – Bluetooth®経由で他のデバイスに接続します。
ヘルプ – USBテザリング、Wi-Fiテザリング、Bluetoothテザリングに関
するヘルプ情報を表示します。

その他
機内モード – Wi-Fi®やBluetooth®などのワイヤレス接続をオフにしま
す。
モバイルネットワーク – 本モバイルネットワークの各種設定ができます。
VPN – 仮想プライベートネットワーク（VPN）の設定と管理を行います。

デバイス

サウンド
サウンドプロフィール – 「サウンド」、「マナーモード」、「サイレント」のい
ずれかのサウンドプロファイルを設定します。
音量 – 「通知音」、「タッチフィードバックとシステム」、「音楽、ビデオ、ゲー
ムとそのほかのメディア」の音量を管理します。
通知音 – デフォルトの通知音を設定します。
タッチ音 – ボタンやアイコンなど、画面上のアイテムをタッチしたときに
音を鳴らすように設定します。
画面ロック時の音 – 画面をロック/ロック解除したとき、音が出るように
設定できます。
タップ時のバイブ – タッチスクリーンをタップしたとき、バイブレーション
でフィードバックするように設定できます。
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通知
通知の鳴動設定 – アラームや重要な通知を除き、通知を制限すること
ができます。設定をオンにして、「通知の鳴動設定」をタップすると、次の
設定ができます。

サウンドとバイブ – アラームや「重要アプリ」に設定した機能以外でのサウ
ンド／バイブ動作をオフにしたい場合は「重要な通知のみ鳴動」をオンにし
ます。「サイレント」にすると、通知時のすべてのサウンド／バイブ動作をオフ
にします。
終了時間 – 「サウンドとバイブ」の設定が終了する時間を設定できます。
通知設定 – 「サウンドとバイブ」の設定が「重要な通知のみ鳴動」の場合に、 

「アプリ通知」で通知時にサウンド／バイブ動作を行うアプリを選択します。
また、「メッセージ受信時の鳴動設定」でメッセージを受信した際のサウン
ド／バイブ動作を設定します。
期間 – 「サウンドとバイブ」の設定を適用する期間を設定できます。 
ヘルプ – 通知の鳴動設定についてのヘルプを表示します。 

メモ：
• アプリごとの設定で通知方法や通知音などを設定していても、「通知の鳴動設

定」をオンにした場合に「重要アプリ」として設定していない場合は、アプリで設
定した通知は無効になります。

アプリ – 各アプリの通知の有無、「通知の鳴動設定」の「サウンドとバイ
ブ」を「重要な通知のみ鳴動」に設定している場合の通知について設定
できます。設定するアプリをタップすると次の設定ができます。

ブロック – このアプリからの通知をブロックします。 
サイレント通知 – 音声やバイブを動作させず、現在の画面上に表示させま
せん。通知アイコンのみ表示されます。 
重要アプリ – 「通知の鳴動設定」の「重要な通知のみ鳴動」に設定している
場合、アプリの通知を有効にして通知制限を無効にします。 
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メモ：
•  「通知の鳴動設定」をオフにするには、設定メニューの右上で  →「通知制限

設定ON」→「OFFにする」をタップします。
•  「通知の鳴動設定」がオンの場合にロック画面に通知が表示されたとき、通知を

ロングタッチして「通知時に音声／バイブを動作させない」「すべての通知をブ
ロックします」「サイレントモードまたはブロックを無効にする」のいずれかを選択
して設定を変更することができます。

画面ロック時 – ロック画面に通知を表示するかどうかを選択できます。

表示
ホームスクリーン

ホーム選択 – 本製品の画面のテーマを設定します。 
壁紙 – ホーム画面で使用する壁紙を設定します。 
スクリーン効果 – 画面を変更するためにスワイプしたときの効果を設定し
ます。
並べ替え条件 – アプリの並べ替え条件を設定します。
アプリの非表示 – アプリごとに表示／非表示を設定します。
Qメモ＋panel – ホーム画面を右にスライドしてQメモ＋を起動するかどうか
を設定します。

画面のロック
画面ロックを選択 – 本製品のセキュリティを保護するための画面ロックの種
類を設定します。
Smart Lock – 信頼できるBluetooth®対応デバイスに接続しているとき、
自宅や職場などの通常の場所にいるとき、または本製品が顔を認識している
ときに、本製品がロックされないように設定します。
壁紙 – ロック画面の壁紙を設定します。ギャラリーまたは壁紙ギャラリーか
ら選択します。
時計 – ロック画面に表示する時計の位置を設定します。
ショートカット – スワイプロック画面のショートカットを変更します。
スワイプエフェクト – 画面をスワイプしたときの効果を設定します。
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天気のアニメーション – 現在地が雨または雪のときに、ロック画面にアニメ
ーションを表示します。
紛失時の連絡先 – 本製品を紛失した場合にロック画面に表示する連絡先情
報を入力できます。
ロックタイマー – 画面がタイムアウトした後、自動的にロックするまでの時
間を設定します。
電源ボタンですぐにロックする – チェックマークを付けると、電源／ロック 
キーを押したとき、直ちに画面がロックされます。この設定は、ロックタイマー
の設定を上書きします。

フォントタイプ – フォントタイプを変更します。
フォントサイズ – フォントサイズを設定します。
太字表示 – 画面上の文字を太字で表示します。
画面の明るさ – 画面の明るさを調節します。「夜間の明るさ」をオンにす
ると、0：00～6:00までの時間帯に明るさが自動的に0%になります。
コンフォートビュー – ブルーライトを低減して目の疲れを軽減します。低
減度の選択や、「白黒」に設定することができます。
縦横表示の自動回転 – 本製品を回転したときに、画面表示の方向が自
動的に切り替わるように設定します。 
バックライト点灯時間 – 画面が自動的にオフになるまでの時間を設定
します。
ホームタッチボタン – ホームタッチボタンの種類と場所を設定できま
す。 色と背景も選択できます。
表示サイズ – 画面に表示されるアイコンのサイズを変更します。 
ノックオン – 画面をダブルタップして、画面のオンとオフを切り替えるこ
とができます。 
メモ：
• この機能は、LGで提供されるホーム画面でのみ利用できます。ユーザーがイン

ストールしたホーム画面では、この機能は正常に動作しないことがあります。
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スクリーンセーバー –  をタップするとオン/オフが切り替わります。 
オンにすると、本製品がクレードルに入っているか、充電しているか、また
はその両方の状態でスリープしているときに、設定したスクリーンセー
バーが表示されます。 時計またはGoogleフォトから選択します。
メモ：
• スクリーンセーバーがオンになっている場合、充電が遅くなることがあります。

センサー感度補正 – センサーの傾きおよび速度の精度を向上させま
す。

スマートクリーニング
使用していないアプリ、ダウンロードフォルダ、一時ファイルを管理しま
す。

ストレージ
内部ストレージ – 本製品の総メモリ容量と、メモリを消費しているデータ
の種類を表示します。
SDカード – microSDカードの総メモリ容量を表示します。microSDカ
ードが挿入されている場合のみ表示されます。
microSDカードのマウントを解除するには、  をタップします。マウン
トするには「マウント解除済み」→「マウント」をタップします。

バッテリーとパワーセーブ
バッテリー情報 – 本製品の使用による電池消費量を表示します。 電池
残量は％で表示されます。使用可能な推定残り時間も表示されます。 
バッテリー消費量 – 電池の消費量を表示します。
ステータスバーに表示 – 電池の残量をステータスバーに％で表示しま
す。
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バッテリーセーブ – 省電力オプションの項目として電池消費を管理しま
す。  をタップすると、この機能が有効になります。「バッテリーセー
ブ」をタップすると、以下のオプションが表示されます。 

• バッテリーセーブをONにします ： バッテリーセーブ機能をオンにする電池
残量レベルを、「すぐに」、「バッテリー残量：5%」、「バッテリー残量：15%」か
ら選択します。

メモリ
一定時間あたりのメモリの平均使用量およびアプリによるメモリの平均
使用量を表示することができます。

アプリ
インストール済みアプリのリストを表示できます。必要に応じてアプリを
強制終了、無効化、アンインストールすることができます。

パーソナル

ユーザー
現在作成されているユーザーを表示します。
ロック画面からユーザーに追加 – 本製品がロックされているときに新し
いユーザーを追加できます。
ユーザーの追加 – 本製品に新しいアカウントを追加し、マルチユーザー
機能を使用できます。
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位置情報
 をタップしてGPS機能をオンまたはオフに切り替えます。

モード
• 高精度(GPSとネットワーク) – GPSとWi-Fi®ネットワークを使用して位置

を推定します。
• バッテリーセーブ(ネットワークのみ) – Wi-Fi®ネットワークを使用して位置

を推定します。
• 本体センサーのみ(GPSのみ) – GPSを使用して現在の位置を正確に割

り出します。
最近の位置情報リクエスト – 最近、位置情報を要求したアプリを表示し
ます。
Googleロケーション履歴 – Googleの位置情報設定を表示できます。

セキュリティ
コンテンツロック – ギャラリーのファイルとQメモ＋のメモをロックしま
す。
SDカードの暗号化 – microSDカード上のデータを暗号化し、他のデバ
イスで使えなくします。
端末のロック – プライバシー保護のため、端末のパスワードを設定しま
す。電源をオンにするたびにPINまたはパスワードの入力が必要になり
ます。
UIMカードのロック設定 – nanoSIMカードのロックまたは解除や、パス
ワード（PIN）の変更ができます。
パスワードを表示する – チェックすると、パスワードの各文字が短時間
表示され入力内容が見えるようになります。
デバイス管理機能 – 本製品の管理機能を表示または解除します。
提供元不明のアプリ – Google Play以外のアプリのインストールを許
可します。
証明書の保護 - 認証情報ストレージのバックアップ先を表示します。
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証明書の管理 - 端末に保存されたセキュリティ証明書を管理します。
• 確認済み証明書 – 確認済みCA証明書を表示します。
• ユーザー認証情報 – 保存されている認証情報の表示と編集を行います。
• ストレージからインストール – タップして証明書をインストールします。
• 証明書の消去 – すべての証明書を削除します。

信頼できるエージェント - 端末にインストールされた信頼できるエージ
ェントを表示および使用します。
画面の固定 – 画面暗証番号を使って、特定のアプリの画面のみを表示
することができます。お子様をお持ちのユーザーには便利な機能です。
使用履歴へのアクセス – 端末のアプリの使用量の詳細を表示します。

アカウントと同期
アプリが使用中であるかどうかに関係なく、アプリによるバックグラウン
ドでのデータの自動的な同期を許可します。「データ自動同期」をオフに
すると、内蔵電池の消費を抑え、データ使用量を削減できます（完全に使
用しないようにすることはできません）。

言語とキーボード
本製品上の入力言語を選択し、スクリーンキーボードの設定を行います。
この設定には辞書に追加した単語の設定も含まれます。
言語
本製品で使う言語を選択します。
現在のキーボード
デフォルトのキーボードの種類を選択できます。
日本語キーボード
キーボードを設定します。
Google音声入力
データの入力にGoogle音声入力を使用する場合に設定を変更できま
す。
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音声出力
優先的に使う音声合成出力エンジンの設定と、エンジンの一般設定を行
います。
ポインター速度
ポインターの速度を調整します。
ボタンの切替
接続したマウスのボタンを設定します。

バックアップとリセット
LG Backup – 本製品上の情報すべてをバックアップし、データ消失や
部品交換の際に復元します。 

• 新しいデバイスにデータを転送 – 連絡先、写真、音楽などのデータをデバ
イス間で転送します。

• 保存とデータのリストア – データの保存/リストアを行います。
データのバックアップ – 設定とアプリのデータをGoogleサーバーにバ
ックアップするように設定します。
バックアップアカウント – データのバックアップ先のアカウントを設定し
ます。
自動リストア – アプリを再インストールしたときに、バックアップした設
定とデータを復元します。
ネットワーク設定リセット – ネットワークの設定をお買い上げ時の状態
に戻します。
データの初期化 – 設定を工場出荷状態にリセットし、すべてのデータを
削除します。この方法で本製品をリセットした場合、最初にAndroidを起
動したときと同じ情報を再入力する画面が表示されます。

Googleサービス
GoogleアカウントやGoogleサービスの設定を管理します。
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システム

Qボタン
Qボタンを押して起動するアプリをショートカットとして設定します。

• ショートカット – Qボタンを押したときに起動するアプリを選択します。
Qボタンを長押しすると、Qボタンのメニューが表示されます。

ショートカットキー
ショートカットキーのオンとオフを切り替えられます。

日付と時刻
日付の表示方法を設定します。 また、これらの設定を使用して、ネットワ
ークから現在の時刻を取得する代わりに、時刻とタイムゾーンを独自に
設定することもできます。

ユーザー補助
ユーザー補助設定を使用して、本製品にインストールしたユーザー補助
サービスを設定します。
メモ：
• 選択可能にするには、サービスを追加する必要があります。

見る
• TalkBack – 音声によるフィードバックによって、目の不自由な方を補助す

るTalkBack機能を設定します。 「TalkBack」をタップして「設定」をタップ
すると、TalkBackの詳細な設定を変更できます。

• フォントサイズ – 本製品に表示される文字のサイズ(最少～巨大)を選択し
ます。

• 太字表示 - 画面上の文字を太字で表示します。
• 表示サイズ - 画面上のアイコンなどのサイズを変更します。
• タッチズーム – 画面を3回タップすることで拡大/縮小できるようになりま

す。
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• ウィンドウズーム - 表示が拡大されるウィンドウを表示します。ウィンドウ内
を2本の指でドラッグして移動します。

• マウスポインタ拡大 - マウスのポインタのサイズを拡大します。
• 色の反転 – 画面とコンテンツの色を反転するには、このボックスをチェック

します。
• 色調調整 – 色のコントラストをはっきりさせて画面を表示するよう設定しま

す。  をタップしてオンにします。 その後、画面例をタップし、希望する
色調で表示されるまで任意の方向にドラッグします。

• グレイスケール - 画面を白黒で表示します。
聞く

• キャプション – 耳の不自由な方向けに、キャプション設定をカスタマイズ
できます。  をタップすると、この機能が有効になります。言語、テキス
ト（文字）サイズ、キャプションスタイルのオプションを必要に応じて設定し
ます。

• サウンドOFFモード – すべての音声をオフにします。
• 音声形式 – オーディオタイプを設定します。「モノラル」または「ステレオ」

を選択します。
• 音声バランス – 左右から出力する音量のバランスを調整します。スライド

バーのスライダーを移動して設定します。
動作と認識

• Touch assistant – 一般的な機能にすばやくアクセスできるタッチボード
を表示します。

• タッチ入力 - 長押しが感知されるまでの時間、タップ回数についての認識
を設定します。

• 物理キーボード – Bluetooth®やUSBなどのキーボードを接続した場合に
設定します。

• 自動クリック –カーソルを停止した位置で自動的にクリックを行うかどうか
を設定します。

• バックライト点灯時間 – 画面がオフになるまでの時間を設定します。
• タッチ操作エリア – オンにすると、この機能が有効になります。
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ユーザー補助機能のショートカット – この機能を有効にすると、ユーザ
ー補助機能を2ステップで素早く起動できるようになります。
縦横表示の自動回転 – チェックマークを付けると、本製品の向きに応じ
て画面が回転します（ポートレート（縦）またはランドスケープ（横））。
スイッチアクセス – キーボードのキーのように使用できる1つまたは複
数のスイッチを介して本製品を使用できます。このメニューは動作が不自
由で直接デバイスを扱うことができないユーザーを補助するものです。

タブレット情報
このメニューでは、ソフトウェアのアップデートを管理したり、本製品に関
するさまざまな情報を表示できます。
タブレット名 – Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ®やWi-Fi Direct、Wi-Fi®などで使用される
端末名称を設定します。 
更新センター – アプリやソフトウェアのアップデートを確認できます。
ネットワーク – 本製品のネットワーク情報を表示します。
ステータス – 本製品の電話番号、IMEI、IMEI SVを表示します。
バッテリー – 充電の状態、電池残量、電池消費状況を表示します。 
ハードウェア情報 – モデル番号、ハードウェアバージョン、稼働時間、 
Wi-Fi® MACアドレス、Bluetooth®アドレスを表示します。
ソフトウェア情報 – Androidバージョン、Androidセキュリティパッチレ
ベル、ベースバンドバージョン、カーネルバージョン、ビルド番号、ソフト 
ウェアバージョンを表示します。
使用条件 – LGソフトウェアの利用条件、オープンソースライセンス、 
Google利用規約について法律文書を表示できます。
アクティビティログ – 規制と安全に関する情報を表示します。
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データのバックアップとリストアについて
バックアップファイルを定期的に作成して保存することをお勧めします

（特にソフトウェアアップデートの前など）。最新のバックアップファイ
ルを保存しておけば、本製品の予想外の問題による破損などが発生し
た場合に本製品のデータを復元することができます。
LG Backupアプリは、LG製のスマートフォンやタブレットであれば、OS
やソフトのバージョンが異なっていてもサポートされています。その結
果、LG製の新しいスマートフォンやタブレットを購入したときには、お使
いの製品のデータを新しいデバイスに移すことができます。
スマートフォンおよびタブレットにプリインストールされたLG Backup
アプリがある場合、ダウンロードおよびプリインストールされたアプリ、
ブックマーク、カレンダーの情報、連絡先、ホーム画面の設定、システム
設定などを含むデータの大部分をバックアップし、リストアできます。 
次のことも実行できます。

• タブレットの手動によるLG Backup実行
• タブレットのデータのリストア

 警告：
内蔵電池の充電不足による、バックアップやリストア操作中の予期せぬ電源オフか
ら保護するため、内蔵電池は常に完全に充電しておく必要があります。

LG Backup
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データのバックアップ
1  ホーム画面で「設定」→「バックアップとリセット」→「LG Backup」
2   「保存とリストア」→「データのバックアップ」

新しいデバイスにデータを転送する場合は「データコピー」
3  画面の指示に従ってコピー方法やアイテムを選択→「開始」

バックアップが終了すると「完了」が表示されます。
メモ：
• データのバックアップ時に、  →「バックアップファイルのロック」にチェックを

入れると、パスワードとパスワードを忘れた場合のヒントを設定できます。ロッ
クしたファイルを使ってリストアする際にはパスワードを入力する必要がありま
す。

データのリストア
メモ：
• 本製品に保存されているファイルは、バックアップファイルのリストア前にすべ

て削除されます。 バックアップファイルは必ず別の場所にコピーしておいてく
ださい。

1  ホーム画面で「設定」→「バックアップとリセット」→「LG Backup」
2   「保存とリストア」→「バックアップからリストア」

古いデバイスからデータを転送する場合は「データ受信」
3  画面の指示に従ってバックアップファイルを選択→「次へ」→「リスト

ア」
バックアップファイルにロックが設定されている場合はパスワードを入力

4   「リストア」→「再起動」
本製品を再起動します。

メモ：
• 本製品のデータが、バックアップのコンテンツで上書きされますので注意してく

ださい。
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ソフトウェア更新
この機能を利用すると、サービスセンターにご来店いただかなくても、イ
ンターネット経由で本製品のファームウェアを最新バージョンに更新で
きます。この機能の使用方法に関する詳細については以下を参照してく
ださい。 
http://www.lg.com/jp/support 
本製品のファームウェアを更新する際は、更新が終わるまでお客様が目
を離さずに行う必要があります。ステップごとに表示される指示と注意
事項をよく確認してから、次に進んでください。更新中にUSBケーブル
を取り外すと本製品に深刻な損傷をきたす恐れがありますのでご注意く
ださい。

ソフトウェアをOver-the-Air（OTA）経由で更新する
この機能では、USBケーブルを使用せずに、本製品のソフトウェア
をOTA経由で簡単に新バージョンに更新できます。この機能はLG 
Electronicsが本製品の新しいソフトウェアを公開した場合にのみ利用
可能になります。
ソフトウェアのバージョンを確認するには、ホーム画面で 「設定」 →  

「タブレット情報」 → 「ソフトウェア情報」の順にタップします。
本製品のソフトウェア更新を実行するには、ホーム画面で 「設定」 →  

「タブレット情報」 → 「更新センター」 → 「ソフトウェアアップデート」 → 
「アップデートを確認」の順にタップします。
メモ：
• 当社は、ソフトウェア更新を自らの判断で一部機種のみに提供する権利を有し、

すべてのモデルで新バージョンのソフトウェアを入手できることを保証するわけ
ではありません。

ソフトウェア更新
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メモ：
• 個人情報すなわちGoogleアカウントとその他のアカウントについての個人情

報、システム/アプリデータおよび設定、ダウンロードしたアプリとDRMライセン
スは、ソフトウェア更新時に失われる可能性があります。 このため、お客様の個
人データは、ソフトウェア更新前にバックアップすることをお勧めします。当社は、
いかなる個人データの損失についても責任を負いかねますので、あらかじめご
了承ください。
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本製品では、端末本体以外で以下が同梱されております。

• クイックスタートガイド
• USBケーブル
• ACアダプタ
• 保証書

メモ：
• 必ず当社指定のものをお使いください。同梱物は本製品専用に設計されてお
り、他の端末との互換性はありません。

同梱物
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この章では、本製品をお使いの際に想定されるいくつかの問題を示して
います。お問い合わせいただく必要のある問題もありますが、お客様自
身で解決いただけるものもあります。
製品でお困りのことがありましたら、まずは本章をご確認ください。

想定される
問題 考えられる原因 対処方法

モバイルデ
ータ通信が
できない

データセーバー機能に
より、モバイルデータ
通信が制限されている

ホーム画面で「設定」→「モバ
イルデータ」→  →「データ
セーバー」→「データセーバー
の使用」をオフに設定します。

LINEやメー
ルが受信で
きない

バッテリー最適化モード
（Dozeモード）になっ
ている

本製品を使用していないと
き、電池の減りをおさえるた
めバッテリー最適化のモード

（Dozeモード）に自動的に切
り替わります。
このとき、LINEアプリやメー
ルアプリの通知が遅れたり届
かなかったりすることがあるた
め、これらのアプリをバッテリ
ー最適化の対象外として設定
することをおすすめします。
ホーム画面で「設定」→「バッ
テリーとパワーセーブ」→「バ
ッテリー消費量」→「最適化対
象外となるアプリ」をタップし
てアプリを選択します。

こんなときは
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想定される
問題 考えられる原因 対処方法

電源が入ら
ない

内蔵電池が充電されて
いない 内蔵電池を充電してください。

動作が遅
い／重い

内蔵電池が少なくなっ
ている 内蔵電池を充電してください。

充電でき
ない

外気温が高すぎる／低
すぎる

本製品が通常の温度で充電
されていることを確認してく
ださい。

接続の問題 充電器と本製品との接続を確
認してください。

電圧の不足 他のコンセントに接続してく
ださい。

充電器の不良 充電器を交換してください。

不適切な充電器 当社指定の充電器をお使いく
ださい。

画像が送れ
ない メモリが不足している 本製品から不要なファイルを

削除してください。
ファイルが開
けない

サポートされていない
ファイル形式

サポートされているファイル
形式をご確認ください。

音が出ない バイブレーションモード
になっている

「サウンド」の設定を確認し、
調整してください。



Welcome!
Thank you for choosing this device. Please carefully read this user guide 
before using the device for the first time to ensure safe and proper use.
• Always use genuine accessories. The supplied items are designed only for 

this device and may not be compatible with other devices.
• This device can be operated by the touchscreen keyboard.
• Descriptions are based on the device’s default settings.
• Default apps on the device are subject to updates and support for these 

apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions 
about an app provided with the device, please contact a J:COM MOBILE 
dial. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.

• Modifying the device’s operating system or installing software from unofficial 
sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. 
Such actions will violate your licence agreement and void your warranty.

• Some contents and illustrations may differ from your device depending 
on the region, software version, or OS version, and are subject to change 
without prior notice.

ENGLISH
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Instructional notices

 WARNING
This symbol indicates the possibility of death or serious 
injury (*1) to a person from improper use.

 Caution!
This symbol indicates the possibility of personal minor 
injury (*2) to a person or physical damage (*3) from 
improper use.

NOTE notice or additional information

TIP! tips for when using the function

*1 Serious injury: This refers to loss of sight, injury, burns (high- and low-temperature), 
electric shock, broken bones, injuries with residual aftereffects from poisoning, etc., and 
injuries requiring hospital admission for treatment or longterm hospital attendance as 
an outpatient.
*2 Minor injury: This refers to injuries, burns (high- and low-temperature), electric 
shock, etc. that do not require hospital admission for treatment or long-term hospital 
attendance as an outpatient.
*3 Physical damage: This refers to extended damage to buildings, furniture, livestock, 
or pets.
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About this user guide
• Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that 

you use your device safely and correctly.
• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently 

on your tablet.
• Your content may differ from the final product, or from software supplied by service 

providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. 
For the latest version of this guide, please visit J:COM SUPPORT site.

• Your device’s applications and their functions may vary by country, region, or 
hardware specifications. We cannot be held liable for any performance issues 
resulting from the use of applications developed by providers other than us.

• We cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from 
edited registry settings being edited or operating system software being modified. 
Any attempt to customize your operating system may cause the device or its 
applications to not work as they should.

• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are 
licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or 
other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are 
entirely responsible for the illegal use of media.

• Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading 
and downloading, auto-syncing, or using location services. 

• In this manual, “microSDTM memory card (commercially available)”, “microSDHCTM 
memory card (commercially available)” and “microSDXCTM memory card 
(commercially available)” are abbreviated as “microSD memory card” or “microSD”.

About this user guide
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Trademarks
• Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are 

registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are 
the property of their respective owners.

• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ 
are trademarks of Google, Inc.

• “Bluetooth ” is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by LG Electronics Inc. is under license.

• Wi-Fi  and Wi-Fi Direct  are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
• All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice for Battery replacement
• For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If 

you need to replace the battery, contact the J:COM MOBILE dial.
• Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
• Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to 

your device.
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Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are 
described in this section before taking the tablet in for service or calling a service 
representative.

1.  Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications, to 
make more memory available.

To uninstall applications:
1  From the Home screen, Settings  > Apps.
2  Once all of the applications appear, select All apps tab and the application you want 

to uninstall.
3  Tap Uninstall and OK to confirm.

2. Optimizing battery life

Extend your battery’s power by turning off features that you do not need to run 
constantly in the background. You can monitor how applications and system resources 
consume battery power.

Extending your device’s battery life:
• Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi®, 

Bluetooth® or GPS, turn them off.
• Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
• Some applications you download may consume battery power. While using 

downloaded applications, check the battery charge level.

Important notice
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3.  Before installing an open source application and operating 
system (OS)

 WARNING
• If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it 

may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be 
covered by the warranty.

• To protect your tablet and personal data, only download applications from 
trusted sources, such as Google Play. If there are improperly installed 
applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error 
may occur. You must uninstall those applications and all associated data and 
settings from the tablet.

4.  Using a Screen Lock

Set a screen lock to secure your tablet. From the Home screen, tap Settings  > 
Display > Lock screen > Select screen lock and select a desired screen lock from 
None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

 WARNING
Precautions to take when using a screen lock.
It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able 
to access your tablet if you use an incorrect screen lock 5 times. You have 5 
opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 
5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can’t recall your Pattern, PIN or Password:
If you forget your Pattern, PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

 Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data 
will be deleted.
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5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) 
to initialize it.
1  Turn the tablet off.
2  Press and hold the Power/Lock Key  + Volume Down Key  at the same time.
3  Release the Power/Lock Key  when the LG logo is displayed and the tablet 

vibrates. 
4  Immediately press and hold the Power/Lock Key .

• Keep pressing the Volume Down Key .
5  Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed. 
6  Press either of the Volume Keys   to move the cursor to Yes, then press the 

Power/Lock Key  to continue.
7  Press either of the Volume Keys   to move the cursor to Yes once again, then 

press the Power/Lock Key  to confirm. 
8  Your device will perform a hard reset.

 WARNING
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses 
will be deleted. Please remember to backup any important data before 
performing a Hard Reset.
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6.  When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it: 
Press and hold the Power/Lock Key  + Volume Down Key  for over 9 seconds until 
the LG logo is displayed to restart your tablet. If it still does not work, please contact the 
J:COM MOBILE dial.



1212Getting to know your device

Tablet Overview

Volume keys

microSD card/
nanoSIM card slot

Rear-facing camera

Speaker

Front-facing camera

Power/Lock key

Q button

Microphone

Charger/USB port

Earphone/microphone jack

USB 2.0 port

NOTE 
• Make sure that the microphone is not blocked when recording a video or 

audio clip.

Getting to know your device
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Front-facing 
camera

Use to take pictures and record videos of yourself. You can 
also use this for video chatting.

Power/Lock key Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the 
tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode. 

Volume keys Allow you to adjust the media volumes, notification sounds, 
etc.

Q button Allows you to activate the set application.

nanoSIM card/
microSD card slot

Allows you to insert microSD cards for storing music, 
video and photo files. Allows you to simultaneously insert a 
nanoSIM card.

Rear-facing camera Use to take photos and record videos.

Speakers Use to listen to the audio from the selected function (e.g., 
music, videos, sound clips, etc.).

Microphone Use to input voice for video chatting.

USB 2.0 port

Allows you to connect a smartphone or other device using 
the supplied cable for supplying power from the tablet 
battery (Power supply). You can check the data in the 
internal storage or the microSD card in the connected 
device.

Earphone/
microphone jack

Allows you to plug in an optional headset for convenient, 
hands-free conversations. You can also plug in headphones 
to listen to music.

Charger/USB port
Allows you to connect the tablet and the USB cable for 
use with the AC adapter, your PC, or other compatible 
accessories.
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 WARNING
Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and 
touch screen functions.

Powering on/off

Powering on
Press and hold Power/Lock Key  for a couple of seconds.

NOTE
• The initial settings start when the tablet is powered on for the first time. It may 

take longer to activate than normal.

Powering off
Press and hold Power/Lock Key  for a couple of seconds and then tap Power off.

Tablet options
Press and hold Power/Lock Key  and then tap an item.

• Power off – Power off the tablet.
• Power off and restart – Restart the tablet.
• Turn on Airplane mode – Block telecommunications such as messaging, internet 

access. You can use other functions.

NOTE
• If the tablet is locked and does not work, press and hold Power/Lock Key  + 

Volume Down Key  for over 9 seconds to restart the tablet.
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Charging your tablet

The AC adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before 
using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE
• Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not 

remove the battery incorporated in the product.

 WARNING
If the touch screen does not function while the tablet’s in the process of 
charging, this may be due to an unstable power supply. If this occurs, 
disconnect the USB cable from the device or unplug the AC adapter from the 
power outlet.

1  Connect the AC adapter and USB cable.
2  Plug the USB cable (as shown below) into the tablet’s Charger/USB port.
3  Plug the AC adapter into an electrical socket.
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NOTE
• The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
• Always unplug the AC adapter from the wall socket after the tablet is fully 

charged to save unnecessary power consumption.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery’s life between charges by turning off features that you 
don’t need to run constantly in the background. You can also monitor how applications 
and system resources consume battery power. 

To extend the life of your battery
• Turn off radio communications that you aren’t using, such as Wi-Fi®, Bluetooth®, 

or GPS. 
• Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
• Some applications you download may consume battery power. While using 

downloaded applications, check the battery charge level.

To view the battery charge level
1  From the Home screen, tap Settings  > Battery & power saving.
2  Tap Battery percentage on status bar.

The battery status (charging or getting low) and level are displayed in the status bar.

To monitor and control what uses the battery
1  From the Home screen, tap Settings  > Battery & power saving.

The screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery 
power from greatest amount to least.
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Power supply

You can charge a smartphone or other device from the USB 2.0 port using the supplied 
USB cable.

Installing the nanoSIM card

1  Place your fingernail in the cutout and open the nanoSIM card/microSD card slot 
cover.

2  Put your fingernail into the tray slot and slowly pull out the nanoSIM card tray 
straight.

3  Place the nanoSIM card onto the tray with the golden contact facing down. Push the 
tray back into the slot until it “clicks” into place and close the cover.

NOTE
• There are two slots underneath the cover (the other slot is for a microSD card).
• If you swap the nanoSIM card, after inserting the nanoSIM card you have to 

restart your tablet.
• Do not insert the tray forcedly.
• Always use a genuine nanoSIM card supplied by the operator.
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Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 200 GB capacity. 
Multimedia contents can be saved in the microSD card.
1   Place your fingernail in the cutout and open the nanoSIM card/microSD card slot 

cover.

2  Slowly and straight insert the microSD card into the slot with the golden contacts 
facing down until it clocks. 

3  Close the microSD card slot/nanoSIM card slot cover.
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NOTE
• Do not insert the card forcedly.
• Always use a genuine microSD card.

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.
1  From the Home screen, tap Settings  > Storage >  .
2  Open the nanoSIM card/microSD card slot cover and push the card in to release it. 
3  Slowly pull the microSD card from the slot straight.

 WARNING
Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may 
damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the 
microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

 WARNING
All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

1  From the Home screen, tap Settings  > Storage.
2  SD card > Menu icon  > Storage settings.
3  Format > FORMAT > DONE.

The card will then be formatted and ready to use.

NOTE
• If there is content on your microSD card, the folder structure may be different 

after formatting since all the files will have been deleted.
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Locking and unlocking the screen

If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and 
locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are 
not using the your tablet, press the Power/Lock Key  to lock your tablet. 
If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running 
in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode 
to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).
To wake up your tablet, press the Power/Lock Key . The Lock screen will appear. 
Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last 
screen you viewed will open.

Turning the screen on using the KnockON feature
The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on 
or off. 

• Quickly double-tap the center of the screen to turn 
the screen on.

• Quickly double-tap the Status Bar, an empty area 
on the Home screen, or the Lock screen to turn the 
screen off.
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Unlocking your screen using the Knock Code feature
The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a 
combination of knocks (or taps) on the screen.

• While the screen is off, tap the same sequence you established anywhere on the 
screen. The Home screen will be accessed directly.

To activate Knock Code feature
1  From the Home screen, tap Settings  > Display > Lock screen > Select 

screen lock > Knock Code.
This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence.

2  Follow the directions displayed on the screen, and set the Knock Code.
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Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

NOTE
• To select an item, touch the center of the icon.
• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, 

yet firm touch.
• Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch 

any other keys.

Tap or touch
A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold
Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an 
action occurs.

Drag
Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your 
finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the 
Home screen to reposition them.

Swipe or slide
To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without 
pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead). For example, you 
can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different 
Home screen canvases by swiping from left to right (and vice versa).

Your Home screen
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Double-tap
Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section 
of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-
tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps. Double-tap 
a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the 
touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom
Use two fingers in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the 
browser, Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the 
device’s physical orientation.
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Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each 
panel with apps and widgets.

Status Bar – Shows device status information, including the 
time, signal strength, battery status, and notification icons.

Back Key  – Returns to the previous screen. Also closes pop-up 
items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard.

Recent Apps Key  – Tap to display recently used applications. 
You can use the Multi window function by touching and holding 
this key while using the corresponding applications.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) 
to open and use it.

Quick Keys – Provide easy, one-touch access to the functions 
used most often.

Home Key  – Returns to the Home screen (or returns to 
your default Home screen canvas from any of the Home screen 
extension canvases). Touch and hold it to access Google Now.

• You can use QMemo+ by sliding the screen right on the default Home screen.
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Customizing the Home screen
You can customize your Home screen by adding widgets or changing wallpapers for 
more convenience using your tablet.

To add widgets on your Home screen
1  Touch and hold the empty part of the Home screen.
2  Tap Widgets.
3  Touch and hold the item you want to add and drag it to the desired location and lift 

your finger.

To remove an item from the Home screen
Touch and hold the item you want to remove, drag it to Remove or Uninstall, and lift 
your finger.

TIP!
• To move an item, touch and hold the item you want to move and drag it to the 

desired location.
• You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one 

on a Home screen, and a folder will be created.

Opening, switching, and stopping apps

Tap  to display recently used applications. You can keep multiple apps running at 
the same time, and switch between several open apps. You can also manually stop 
apps from running.
Tap CLEAR ALL to end all recently used applications.
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Uninstalled Apps

You can check uninstalled applications on the Home screen. An uninstalled application 
can be re-installed within 24 hours after the uninstallation.
1  Touch and hold the empty part of the Home screen.
2  Uninstalled apps.
3  Tap Reinstall to re-install the application. 

OR 
Tap  to erase the uninstalled application completely.

NOTE
• Uninstalled applications are automatically erased from your tablet 24 hours 

later. To install the erased application, download from the app store again.

Using Multi window

You can divide the screen and use two different applications at the same time. 
1  From the Home screen, tap .
2  Tap  in the top right of the thumbnail.

• Multi Window function is only available for applications with  displayed in the 
thumbnails.

3  Select the app thumbnail in the Recent Apps screen. 
OR 
Tap  to return to the Home screen and select an application.
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NOTE
• You can also use the Multi window by touching and holding  while using an 

application compatible with Multi window.
• To switch the application displayed in the Multi window, tap Recent Apps Key 

 at the bottom of the screen and select the application in the recent apps 
screen. You can switch the applications only in the bottom half.

• Drag  up or down to widen or narrow the application window.

Canceling Multi window

In the Multi window, touch and hold Recent Apps Key  at the bottom of the screen.

Google Now

Long touch  to open Google Now. Follow the onscreen instructions and set whether 
to use Google Now or not.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as 
well as to ongoing events, such as downloads.
From the Notifications Panel, you can view your tablet’s current status and pending 
notifications. When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons 
for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi® 
or battery strength on the right.

Pending notifications System icons
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Accessing notifications
Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel and access notifications. To 
close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.

Quick Setting Bar –  to show the all of set icons. Tap an 
icon to activate/deactivate the feature.

Slide left of right to adjust the backlight brightness.

Clear Button – Tap to clear the notification list.

Tap a notification to open.

Quick Settings on the Notifications Panel
Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi®. The Quick Settings 
are located at the top of the Notifications Panel.

NOTE
• Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the function’s settings 

menu.

To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel
Open the Notifications Panel and tap  > EDIT. To rearrange the icons, touch and 
hold the icon and then drag to the desired location > . To add an icon to the Quick 
Settings, touch and hold the icon in the lower part and drag up to the desired location 
> .
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Monitor mode

You can project a Miracast device and audio to your tablet.

Screen sharing

Your tablet screen and sound can be shared with a Miracast TV or Screen sharing 
device. Turn on the Screen sharing to search Miracast devices.

File sharing

You can send images, music, videos, etc. via Bluetooth®. Turn on the File sharing to 
allow nearby devices to find your tablet.

Notification icons on the Status Bar
The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon Description

Airplane mode

Connected to a Wi-Fi® network

Headset with microphone connected

Bluetooth® is on

System warning

Vibrate mode is on

Silent mode is on

Battery not charging
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Battery is charging

Content sharing is on

Downloading data

Uploading data

An alarm is set

GPS is on

New Gmail message

New Hangouts message

A song is currently playing

Tablet is connected to PC via USB cable

Battery level is less than 15% in the battery saver mode

Wi-Fi® hotspot is active

Connected via LTE
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Multiple Users

Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be added so that 
others can log in and use the tablet independently. Each user can configure their own 
tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.

Tablet owner privileges
• Only the tablet owner ID can add a new user log in ID and remove user IDs.

Multiple tablet user limitations
• All users share the same battery, internal memory, and data usage with all of the 

other users.
• Each user can configure and use only their own content and data (e.g., Home 

screen settings, Sound settings, etc.).
• Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the other 

users.
• Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the specified user 

ID only.
• Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will 

continue even if the user ID is changed.
• Data transfer, download, multimedia play, and communication services will stop 

if the user ID is changed. However, the data transfer through Google Play can be 
continued even if the user ID is changed.
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To add a new user on your tablet
1  From the Home screen, tap Settings  > Users > ADD USER.
2  Select the type of user you want to add.

• User: Users have their own apps and content.
• Restricted user: You can restrict access to apps and content from your account.

3  The setup wizard opens to help you add a new user. Touch Set up now.
• After creating a new user, that person needs to go through the setup process upon 

their first login.

To switch users
1  Pull down the Status bar at the top of the screen.
2  Touch  > User icon  to show user switching panel.

• The color of icon varies by user.
3  Touch one of the user icons on the screen. Choose from the owner name or any 

other user names you created. 

Q button

Press the Q button to turn on/off or call up function. Press and hold this button to select 
the application.

NOTE
• Comfort view is set by default.
• The application may not be activated when your tablet is in sleep mode etc.



32 33Your Home screen

QSlide

The Qslide function enables a small window for easy multi-tasking. For example, you 
can use the Messaging or the Calendar while the video playback screen is displayed.
To use the QSlide, from the menu icon (e.g. ) > Tap QSlide or tap  .

•  – Display in full screen.
•  – Adjust transparency of QSlide window. QSlide does not respond touch input it 

QSlide is transparent.
•  – Close QSlide window.
•  – Adjust the QSlide window size.

NOTE
• The QSlide can be used for: 

File Manager, Calendar, Video, new message screen for Messaging, QMemo+

Capturing a Screenshot

Press and hold the Volume Down Key  and Power/Lock Key  at the same time for 
2 seconds to capture a screenshot of the current screen.
To view the captured image, from the Home screen, tap Gallery  > Screenshots 
folder.

Using QMemo+ to capture a screenshot
On the screen you want to capture, drag the Status Bar downward and select 
QMemo+ .
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Text Input Methods

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter 
text. To manually display the on-screen keyboard, simply tap a text field where you want 
to enter text.

 Tap to do voice typing.

 Tap to delete the 
previous character.

 Tap to create a new line.

 Tap to enter a space.

 Tap to switch among 
the keyboards of hiragana, 
alphabet and number. Touch 
and hold to open the iWnn 
IME menu, then select a 
keyboard type.

 Tap to access the inputs 
for emojis, symbols and 
emoticons.

NOTE
• Emojis may be garbled depending on recipient’s device.

Changing the keyboard display
You can change the keyboard height, size, or location.Adjusting the height of the 
keyboard enlarges the screen display area which allows for easier controlling of the 
keyboard.

• Drag  to adjust the displayed size and height.
• Tap  and drag the top portion to move the keyboard.
• Tap  and tap  which allows you to change the display density.
• Tap  to locate the keyboard to the bottom of the screen.

NOTE
• No other keyboards except for the 10-key, QWERTY and 50-key keyboards 

can be customised.
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Entering special characters
The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”).
For example, touch and hold the desired key (for example, the “a” key). After the 
desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

Using Clip Tray
Copied/cut text or captured screenshots are automatically kept in the Clip Tray. You can 
paste them whenever and wherever you want.
1  Touch and hold a text etc.
2  Drag  /  to adjust the range.
3  Select CUT/COPY
4  Touch and hold the text entry field and select CLIP TRAY.
5  Select a desired item in the Clip Tray and paste it.

NOTE
• You can save up to 20 items in the Clip Tray. 
• Access Clip Tray and tap , select the items you want to delete, then tap 

Done.
• This function may not be supported in some applications.
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When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to 
sign into your Google account and select how you want to use certain Google services. 

To set up your Google account
• Sign into a Google account from the prompted setup screen.

  OR 
• From the Home screen, tap Settings  > Accounts & sync > ADD ACCOUNT 

> Google.
If you already have a Google account, enter your email address and follow the onscreen 
instructions.
Otherwise, touch Or create a new account and enter the necessary information to 
create a new Google account.
Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically 
synchronizes with your Google account on the Web.
Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these 
applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will 
depend on your synchronization settings.)
After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your 
tablet.

Google account setup
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Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi®, you can use high-speed Internet access within the coverage of the 
wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi®, without extra charges. 

Connecting to Wi-Fi® networks
To use Wi-Fi® on your tablet, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. 
Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden 
or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. 
Turn off Wi-Fi® when you’re not using it to extend the life of your battery. 

Turning Wi-Fi® on and connecting to a Wi-Fi® network
1  From the Home screen, tap Settings  > Wi-Fi.
2  Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi® networks.

Scanned Wi-Fi® networks are displayed in the list. Secured networks are indicated by a lock 
icon.

3  Touch a network to connect to it.
If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your 
network administrator for details)

4  CONNECT.
The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi® status.
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Bluetooth

You can use Bluetooth® to send data by running a corresponding application, but not 
from the Bluetooth® menu as on most other mobile phones and tablets. 

NOTE
• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or 

received via the Bluetooth® wireless feature.
• Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted 

and properly secured. 
• If there are obstacles between the devices, the operating distance may be 

reduced.
• Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth 

SIG, Inc. may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth® device
You must pair your device with another device before you connect to it.
1  From the Home screen, tap Settings  > Bluetooth.
2  Tap the Bluetooth switch  to turn it on.
3  A list of available devices will be displayed. Select the device you want to pair.
4  If the message requesting pairing is displayed, tap PAIR. After the pairing is completed, 

this device will be connected with other devices.
Once pairing is successful, your tablet will connect to the other device.

NOTE
• Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, 

confirm matching codes, or the devices may automatically pair.
• Your tablet doesn’t support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features 

with some of accessories, such as Bluetooth® headsets or Bluetooth®-enabled 
devices, may not be available for this device. 
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Send data using the Bluetooth® feature
1  Open the item and tap .
2  Tap Bluetooth to share via Bluetooth®.

NOTE
• The method for selecting an option may vary by data type.

3  Search for and pair with a Bluetooth®-enabled device.

Receive data using the Bluetooth® feature
1  Refer to the Bluetooth® device’s user guide to send a file to your tablet. Both devices 

must be paired and Bluetooth must be on.
2  Pair the devices and tap ACCEPT when you receive a Bluetooth® Authorization 

Request to accept the file(s).

Content sharing

Enjoying the content via TVs
You can share your tablet’s content such as photos, music, videos, etc. with a TV.
1  Connect the tablet and a TV to the same Wi-Fi® network.
2  Select a file from Gallery, Music app, etc. then tap  or tap the Menu icon  > 

Play on other device.
3  Connect the TV.

NOTE
• To use Chromecast, update Google Play to the latest version.
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Enjoying the content from Nearby devices
You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, mobile device) in the 
Gallery and Music apps.
Connecting the tablet
You can connect your tablet to other DLNA-supported device via the same Wi-Fi® 
network.
NOTE
• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the tablet and the 

connected device.

Searching other devices
Tap Nearby devices to view a list of DNLA-supported devices on the same Wi-Fi® network.
Connect to the device to view the content.

Sending or receiving files
You can send or receive the saved files in your tablet to or from other LG device, a 
tablet or PC.
Sending a file
1  Select a file from Gallery, File Manager or Music app, then tap  > Share or  .
2  Select the device in the list.
Receiving a file
1  Swipe the Notification Panel down, then  > File sharing.

• To receive from the device which does not support sharing files, from the Home 
screen, Settings  > Share & connect > File sharing > Tap  to enable 
SmartShare Beam.

NOTE
• Make sure that the tablet is connected to the same Wi-Fi® network as the file 

transfer target device.
• Make sure that the tablet is connected to the same Wi-Fi® network as the file 

transfer target device.
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QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, 
messages, and social networking notifications between your tablet and mobile phone.

1  Run QPair  and tap GET STARTED > ALLOW > Start on your tablet first and 
then run the same steps on your phone.

TIP!
QPair may not be pre-installed on the phone. Go to the Google Play and search 
for QPair and install it.

2  Confirm the Bluetooth® pairing request details and PAIR.

NOTE
• QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be 

limited depending on your phone model.
• Since QPair uses the Bluetooth® function, it may not work normally if you 

change the Bluetooth® settings while QPair is in use.
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QPair features
Call notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The 
notification displays the caller’s number. You can also change call settings, such as a 
ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you 
get a call.

NOTE
• You can only receive a call supported by Bluetooth® technology. Dialing a call 

from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a 
message. You can also change message settings, such as message pop-up, message 
preview, notification sound, and notification vibration.
Social network notifications – Displays a social networking notification on your 
tablet’s Status Bar when it arrives on your phone.

NOTE
• To enable this feature, turn the QPair social network notifications option on 

your phone (Settings > Accessibility > QPair social network notifications). 
This option allows you to be notified of social networking notifications on your 
tablet.

Capture+ transfer – Take screenshots with and save them QMemo+ in the tablet’s 
Gallery, and then syncs the tablet’s Gallery with the Gallery on your phone. 
Internet via phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your 
mobile phone (as a Wi-Fi® hotspot). Using this feature may incur data charges. To save 
data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi® 
hotspots within range.
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PC connections with a USB cable

You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC from the 
tablet and vice versa.

Transferring music, photos and videos using the Media 
device (MTP) mode
1  Connect your tablet to a PC using a USB cable.
2  If you haven’t installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to 

manually change the settings. To change the settings, slide the Status Bar down and 
tap the current USB connection mode > File transfer.

3  You can now view the Media device content on your PC and transfer the files.

NOTE
• If you want to change the PC connection settings, slide the Status Bar down 

and select the USB connection mode option. This setting is visible on the 
Status Bar only when you connect a USB cable to your tablet.

Synchronize with Windows Media Player
Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.
1  Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player 

has been installed.
2  Select the File transfer option.
3  When connected, a pop-up window will appear on the PC. Select the Windows 

Media Player option to synchronize music files.
4  Select and drag music files to the sync list.
5  Start synchronization.

• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media 
Player.
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Items Requirement
OS Microsoft Windows Vista SP2 or higher

Windows Media Player version Windows Media Player 10 or higher

• If the Windows Media Player version is older than 10, install version 10 or newer.

PC connections with a USB cable for Mac OS X users
You can transfer media contents to your Mac OS X PC from the tablet and vice versa by 
setting up the Android File Transfer program. 
1  Download and install the Android File Transfer program from android.com website for 

Mac Users (http://www.android.com/filetransfer/).
2  Connect your tablet to your computer, and double click the AFT (Android File Transfer 

program) application to start it up.
3  You can view the media contents, drag and drop the media file to and from the tablet 

(or PC).
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You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your 
Google account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1  From the Home screen, tap LG  > Contacts  to open your contact list.
2  Tap the Search contacts box and enter the contact’s name. You can also tap a letter 

along the left side of the screen to access names starting with the chosen letter.

Adding a new contact

1  From the Home screen, tap LG  > Contacts .
2  Tap New contact . Tap  of Tablet contact to change the account.
3  If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from Take photo 

to take a picture using the camera or Select photo. Then browse for an image and 
select it.

4  Enter the details about your contact.
5  Tap SAVE.

Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Contacts
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To add a contact to your favorites
1  From the Home screen, tap LG  > Contacts  to open your contacts.
2  Tap a contact to view its details.
3  Tap the star  to the top right of the contact’s name. The star turns gold and the 

contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list
1  From the Home screen, tap LG  > Contacts  to open your contacts.
2  View your favorite contacts in FAVOITES.
3  Tap the star to the right of the contact’s name. The star color changes and the 

contact is removed from your favorites.

Contacts option menu

Touch the Menu icon  to open the following options.
• Delete – Delete contacts.
• Share – Share contacts via Gmail, Bluetooth®, etc.
• Forward – Forward the contact phone number or email address via Messaging.
• Merge – Select and merge contacts.
• Back up – Back up to the internal storage.
• Add to Home screen – Create a shortcut on the Home screen.
• Sync now – Sync with contacts in the server.
• Manage contacts – Import, back up, copy, or merge contacts.
• Contacts settings – Make settings for contacts display etc.
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Creating a group

1  From the Home screen, tap LG  > Contacts  to open your contacts.
2  Touch the Groups tab, then touch .
3  Enter a name for the new group.

• Tap Add members to add contact entries to your new group.

4  Touch SAVE to save the group.
Touch the Menu icon  in the Group tab to open the following options.

• Delete – Delete groups.
• Change order – Rearrange group order.
• Contacts settings – Make settings for contacts display etc.
• Edit group – Edit group name, or add or delete members.
• Share – Contacts via sharing Gmail, Bluetooth®, etc.

You can share the selected contacts via Gmail, Bluetooth®.

NOTE
• If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They 

will remain in your contacts.
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Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order and 
message threads so that you can conveniently see an overview of your conversations.

Sending a message

1  From the Home screen, tap LG  > Messaging , then tap Compose  to 
create a new message.

2  Enter a contact name or phone number in the To field. As you enter the contact 
name, matching message appear. You can tap a suggested recipient. 

3  Tap the text field to start entering your message.
4  Tap  to send your message.

 WARNING
The 70 (Japanese)/160 (English, number)-character limit may vary from country 
to country depending on how the text message is coded and the language used 
in the message. 

Messaging
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Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap  and choose a category on the toolbar at the 
bottom of the keyboard. 

Changing your message settings

Your tablet’s message settings are predefined, so you can send messages immediately. 
You can change the settings based on your preferences.

• From the Home screen, tap LG  > Messaging  > Menu icon  > 
Settings.
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Camera

To open the Camera application, tap Camera  on the Home screen. 

Getting to know the viewfinder

  Swap camera – Switch between the back-facing camera lens and the front–facing 
camera lens. You can also switch the camera by swiping the screen.

  Film – Set filter such as monochrome or sepia for taking pictures.
  Mode – Allows to set the shot mode to Auto or Time-lapse.
  Settings – Touch this icon to open the settings menu.
  The last photo you captured – Displays the last photo you captured in thumbnail. 
Touch to access the application and view the data
  Video mode – Tap to start recording a video.
  Capture – Takes a picture.
  Exit – Touch to exit the camera.

NOTE
• Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Entertainment
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Using the advanced settings
In the viewfinder, tap  to open the advanced options. 
Photo size – Selects photo resolution. If you choose a high resolution, the file size may 
increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
Video resolution – Selects video resolution.
Timer – Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be 
in the photo.
Voice shutter – Take photos by voice command such as “Cheese”, “Smile” or 
“Torimasu”.
Tag locations – Sets whether you record location tags to your photos or not.
Grid – Displays grid lines on the screen to help you align your photos.
Storage – Selects photo storage.
Simple view – Hides the menu icons on the viewfinder.
Help – Opens the help guide to know how a function operates.
TIP!
When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as timer. 
Check these before you take your next photo.

Taking a photo
1  Open the Camera application.
2  Point the lens towards the subject you want to photograph.
3  Touch  to capture the photo. In Simple view mode, touch anywhere on the 

viewfinder to capture photos. 
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To zoom in or out
When taking a picture or recording a video, place two fingers anywhere on the screen 
and spread them apart to zoom in. To zoom back out, pinch them together. 

Gesture shot
The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the 
Front-facing camera. To take photo, raise your hand, with an open palm, until the Front-
facing camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a 
fist and a timer will start, allowing you time to get ready.

Once you’ve taken a photo
1  In the viewfinder, tap the image preview by the capture button.
2  Tap Gallery, then tap OK.

Touch to add the picture to your favorites.

Touch to edit the photo.

Touch to display the viewfinder.

Touch to send your photo to others or share it via social networking services.
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Touch to delete the photo.

Touch to access more options.

TIP!
To access a sharing app, touch  after a photo is captured.
To share photos or videos via social networking services, set up the account on 
your tablet beforehand.

Touch the Menu icon  to open the following options.
Move – Touch to move the photo to another album.
Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.
Rotate – Touch Rotate left or Rotate right to rotate the picture to the left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be 
cropped.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the 
other.
Set image as – Touch to use the photo as a Home screen wallpaper, Contact 
photo, etc.
Add signature – Add signature to the photo.
Lock – Set a password to protect the photos.
Add location – Add the location information.
Remove location – Remove the location information from photos.
Show on map – Show the photo location on a map.
Print – Allows you to print the picture.
Play on other device – Allows you to play the photos in your tablet on other devices.
Rename – Touch to edit the name of the selected photo.
Details – Displays more information about the picture.
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Viewing your saved photos
You can access your saved photos from the camera viewfinder.
1  In the viewfinder, tap the image preview by the capture button.

• To view more photos, slide left or right.
• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them 

apart (move your fingers closer together to zoom out).

Recording a video
1  Open the Camera application.
2  Point the lens towards the subject you wish to capture.
3  Touch the Video mode icon  to start recording.
4  A timer showing the length of the video will appear.
5  Touch  on the screen to stop recording.
TIP!
• Tap  to pause the recording.
• Tap  to take a screen shot while recording a video.

Watching your saved videos
Access your saved videos from video camera mode.
1  In the viewfinder, tap the image preview by the capture button.
2  Your most recent recorded videos appear. Swipe to the left to slide to your other 

videos. 
3  Tap the Play icon  on a video.
NOTE
• You can view your videos in the Photos and Videos apps.
• Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a 

light, but firm touch.
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Gallery

Use this application to view multimedia files like pictures and videos.
From the Home screen, tap Gallery .  
You can manage and share all your image and video files with the Gallery.
NOTE
• Some file formats are not supported, depending on the software installed on 

the device.
• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you 

open files.

Viewing pictures
Launching the Gallery app  displays your available album lists. 
Select the category by tapping  in the album list.
Tap an album > Tap a photo you want to view.
Slide the screen right or left to view other photo.
Images downloaded via the browser or received files via Bluetooth® are stored to 
Download, and captured screenshots are stored to Screenshots.
Pictures are displayed in order by creation date. 

Playing videos
Open the Gallery app  and select an album. Tap a video file with  displayed > 

.
NOTE
• When using the Videos app to play a video, slide the left side of the screen up 

and down to adjust the screen brightness. Slide the right side of the screen up 
and down to adjust the volume.

• When using the Videos app to play a video, slide the screen left or right to 
rewind or fast-forward.
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Deleting images and videos
Use one of the following methods:

• To delete multiple photos/videos, from the Home screen, Gallery  >Select an 
album > Menu icon  > Select files > DELETE > DELETE.

• To delete a displayed photo, from the Home screen, Gallery  > Select an album 
> Tap a photo > .

• To restore files from the trash, from the Home screen, Gallery  >  > Trash 
> Menu icon  > Restore > Select files you want to restore > RESTORE > 
Select an album to restore to.

• To delete from the Trash box, from the Home screen, Gallery  >  > Trash > 
Menu icon  > EMPTY.

NOTE
• Files in the Trash box will be deleted automatically when 7 days are passed.

Setting as wallpaper
When viewing a photo, tap Gallery  > Select an album > Tap a photo > Menu icon 

 > Set image as and select Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper or 
Wallpaper.

Slideshow

You can view your photos in a slideshow by album or by selecting all of your photos. 
From the Home screen, tap Gallery .

• Tap the album with the photos you want to view, then tap the Menu icon  > 
Slideshow > choose the images you want to view > NEXT > verify the slideshow 
settings > START.

Tap the center of the screen to stop playing the slideshow.
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Video

Your Gallery has an integrated video player that lets you play all of your favorite videos. 

Playing a video
1  From the Home screen, tap Gallery  >  (in the upper left corner of the title 

bar) > Videos.
2  Select an album > Select the video you want to play.

Touch to add the video to your favorites.

Touch access QSlide and display the video in small window.

Touch to crop or delete video.

Touch to access more options. 
Tap Share > SmartShare Beam to share the video with other device.

Touch to manage the video volume.

Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 
seconds.

Touch to pause video playback.
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Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-
forward 10 seconds.

Touch to lock/unlock a video screen.

You can change the volume by pressing the Volume Keys on the right side of the tablet.
In the album list, tap  or   and then select a file to access the operation: SHARE 
or DELETE. Touch and hold a file to access the operations: Delete, Rename, Details.

TIP!
While watching a video, slide up and down along the left side of the screen 
to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right side of the 
screen to adjust the volume.
Slide left or right the top or bottom area to fast-forward or fast-rewind.

Music

Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the 
music player, from the Home screen, tap Music .

Transfer music via File transfer mode
1  Connect the tablet to your PC using the USB cable.
2  Select the File transfer option. Your tablet will appear as another hard drive on your 

computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

Playing a song
1  From the Home screen, tap Music .
2  Touch the Songs tab.
3  Select the song you want to play.
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Touch to see the Songs list.

Search for songs.

Touch to access Delete, Add to playlist, Music video, Share, Play on 
other device.
Tap Share > SmartShare Beam to share the song with other device.

Touch to set the current song as a favorite.

Touch to set shuffle mode.

Touch to set repeat mode; It switches to repeat all songs, repeat the 
current song and repeat off.

Touch to manage the music volume.

Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to 
the previous song. Touch and hold to rewind 3 seconds.
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Touch to pause playback.

Touch to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and 
hold to fast-forward 3 seconds.

Touch to set the audio effect.

You can also change the volume by pressing the Volume Keys.

NOTE
• Some file formats are not supported, depending on the device software.
• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you 

open files.
• Music file copyrights may be protected by international treaties and national 

copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a 
licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit 
private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the 
file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such 
material.
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QMemo+

The QMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture 
screens, draw on them, and share them with family and friends with QMemo+.

Creating a memo
1  From the Home screen, tap , then tap  to create a new memo. 
2  You can edit texts by typing words directly or select the pen type and color you want 

to use and enter text by handwriting.
3   

The created memo is saved. 
Add weather and location information to your memo if a data network is available.

Using the QMemo+ options
The following options are available in the QMemo+ toolbar at the top of the screen.

 Allows you to undo and redo previous actions.

Allows you to edit the text, its color and its alignment.

Allows you to enter text by handwriting. You can select the type of 
pen to use and its thickness, transparency, and color, or select eraser 
for erasing memo content.

Allows you to specify an edit area by freehand.

Saves the memo in QMemo+.

Tools
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Touch to access more options. 
Tap Share > Select the file type > Event pocket to save the file to 
the Event pocket.
Select QSlide open the memo with QSlide.

Capturing a screen shot for your QMemo+
1  To access the QMemo+ feature, slide the Status Bar downwards and touch .
2  Select the desired menu option from the toolbar and create a memo.
3  Tap  > Select the location to save the memo, then Qmemo+ ends.

NOTE
• Please use a fingertip while using the QMemo+. Do not use your fingernail.

Clock

Alarm
You can set your alarm.
1  From the Home screen, tap Tools  > Clock  > Select Alarm tab.
2  Tap  , then add a new alarm.
3  Set the desired alarm settings, then tap SAVE.
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NOTE
• You can select your alarm and then edit it.
• To delete the alarms, tap  in the alarm list screen. You can delete alarm by 

touching and holding the alarm > Delete > DELETE.
• To make alarm settings, tap Menu icon  > Settings.

World clock
You can check the current time in the world.
1  From the Home screen, tap Tools  > Clock  > Select World clock tab.
2  Tap  to add a city.

Timer
You can set a timer by specified time lapse.
1  From the Home screen, tap Tools  > Clock  > Select Timer tab.
2  Set time and the tap Start. 

Tap Pause or Resume to pause or resume timer. Tap Reset to reset the timer.
3  Tap Stop to stop the timer.

Stopwatch
You can use the Clock app as a stopwatch. You can record lap time, too.
1  From the Home screen, tap Tools  > Clock  > Select Stopwatch tab.
2  Tap Start to start measurement. 

To record a lap time, tap Lap. 
To pause the measurement, tap Pause and tap Resume to resume the 
measurement. 
Tap Reset to reset the record.
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Calculator

Using your calculator
1  From the Home screen, tap Tools  > Calculator .
2  Tap the number keys to enter numbers.
3  For simple calculations, tap the function you want to perform  

(+, −, × or ÷) followed by =.

Calendar

Events from each account you’ve added to your tablet and configured to synchronize 
calendars is displayed in your Calendar.

Adding an event to your calendar
1  From the Home screen, tap Calendar .
2  Tap  to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).
3  Tap the date you wish to add an event to and tap .

You can also add an event by touching and holding the calendar date or time zone.
4  Select the account.
5  Enter to Event name and Location.

To attach image or memo, tap  (Gallery)/  (QMemo+)/  (Event Pocket)/  (Tasks). 
Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

6  Tap More to set the reminder or other items.
7  If you wish to add a note to your event, touch the Description field and enter the 

details.
8  Touch Save to save the event in the calendar.
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Using Event Pocket
Use the Event Pocket to add events
Tap  to open the Event Pocket and touch and hold the data, then drag to date of 
the calendar.

•  : Manage images, texts, notes, temporarily saved events. You can share 
images, notes from the other application to save to the Event Pocket.

•  : Manage tasks without limits.

Calendar option menu
Touch the Menu icon  to access the following option menu (varies by displayed 
page)

• Delete – Deletes events.
• Calendars to sync – Set accounts to sync.
• Calendars to display – Set the calendar items to display or accounts.
• Go to date – Jump to the selected date.
• QSlide – Display the calendar in a small QSlide window.
• Settings – Set the calendar display, notification, etc.

Adding a task
You can record your tasks and manage the schedule readily.
1  From the Home screen, Calendar  >  (in the upper left corner of the title bar) 

> Tap TASKS > Tasks.
2   > Enter in each field.
3  SAVE.
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Tasks option menu
• Delete – Delete tasks.
• Tasks lists to display – Set an account for saving tasks.
• Sort by – Set conditions for sorting.
• View completed tasks – Display completed and marked tasks.
• Settings – Display setting menu. Set whether to view tasks or not.

File Manager

The File Manager application allows you to manage files in your internal/external 
storage.
File Manager makes it easy to view and manage your files. Simply tap a file type (All 
files, Music files, Image files, Video files, Document files, or Cloud files), then tap on the 
necessary folders to find your files.

To open the File Manager application
• From the Home screen, tap Tools  > File Manager .

File Manager Options
Open the File Manager app > Internal storage to access to the following options (at 
the top of the screen):

Allows you to search for your files or information.

Allows you to open File Manager in a Multi window.
Touch and hold  to activate the Multi window.

Allows you to create a new folder.

Allows you to move files and folders to another location.

Allows you to copy files and folders to another location.
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Allows you to delete files and folders.

Allows you to access more options.
Tap Qslide to open the File Manager in the QSlide window. 

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice
1  From the Home screen, Tools  > Voice Recorder .

Touch to start recording.

Touch to view a list of your 
recordings.

Touch to add location tag.

Touch to select where to save 
your recordings.

Touch to end the recording.

Touch to call up the event title 
at the time in the Calendar app 
and save it with the recording 
to the list.

2  
3  To end recording, tap . 

To play soon, tap .
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Playing a sound or voice
1  From the Home screen, Tools  > Voice Recorder .
2   > Tap data you want to play.

Touch to display recording 
screen.

Touch to display the volume 
controller.

Touch to play/pause sound.

Touch to access the option 
menu.

Touch to delete selected files.

Touch to add a bookmark at any 
playback point.

Touch to stop playing.

Touch to crop the file.

Touch to share the file.

• Touch and hold the list to access options of Delete, Resume and Details.

Microsoft apps

Microsoft apps allow you to use various Office document such as Word, Excel, 
PowerPoint files. You can save the document to OneDrive and access the data 
anywhere to edit or view.

To create a new document
1  From the Home screen, Microsoft  > Activate the application.
2  Sign in to your account or tap Skip.
3  Select the document type > Create your document.
4  File > Save as.
5  Enter a document name > Select the saving location > Save.
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To view and edit a document on your device
1  From the Home screen, Microsoft  > Activate the application.
2  Select the document you want to display or edit.

Google apps

Set up your Google account to use Google apps. When you activate the Google 
apps for the first time, the sign-up screen will appear. If you do not have any Google 
account, create on your tablet.
To learn how to use the application, see the help.

NOTE
• Some apps may not be available depending on service provider, region, or 

country.

Google
Enter a keyword and search web pages or files saved to your tablet via Google search 
function. You can also use voice input. 

Gmail
Add your Google email account to send or receive mails.

Maps
Find your current location or the place you want to show on the map. Geographical 
information can also be displayed.

YouTube
Search and play videos. Upload your videos to share them with people around the 
world.
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Drive
Open, upload, save, share, or create files in the Drive on your tablet. You can access the 
available files anywhere, either offline or online.

Play Movies & TV
Rent or purchase movies with your Google account. You can purchase and play the 
content anywhere.

Hangouts
Exchange messages or use TV phone with an individual or group of people.

Photos
View or share the photos or albums save to your tablet.

Play Newsstand
Collect your interesting news or magazine articles in one app to check.

Docs
Create documents or edit the documents created online or on other device. The 
documents can be shared and edited each other.

Sheets
Create spread sheets or edit the spread sheets created online or on other device. The 
spread sheets can be shared and edited each other.

Slides
Create presentation slides or the presentation slides created online or on other device. 
The presentation slides can be shared and edited each other.
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Evernote

Write or collect important information and share them with other devices compatible 
with Evernote.
From the Home screen, Tools  > Evernote .

Weather

Displays weather information for area you set.
1  From the Home screen, tap Tap to add city for weather.
2  Tap Current location or enter a city name and search city.  

To add city, tap  on the weather information screen.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, 
applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Tablet
1  From the Home screen, LG  > SmartWorld .
2  Tap  (in the upper left corner of the title bar) > Sign in > Follow the onscreen 

instructions to set your account.
3  Download the content you want.

• LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no SmartWorld application?
1  Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and 

select your country.
2  Download the LG SmartWorld App.
3  Run and install the downloaded file.
4  Tap LG  from the Home screen > SmartWorld  to access the LG 

SmartWorld.
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Special benefit only in LG SmartWorld
• Decorate your own style on your tablet by personalizing it with Home themes, 

keyboard themes, and fonts provided on LG SmartWorld. (However, this 
service is available only to specific devices. Please check the LG SmartWorld 
website to check availability).

• Enjoy LG SmartWorld’s special service by joining promotions that are 
consistently provided.
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Chrome

Use Chrome to search for information and browse web pages.
From the Home screen, tap Chrome .

Viewing web pages
Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or search criteria, 
and tap  on the keyboard.

Opening a page
• To go to a new page, tap  at the top of the browser.
• To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to select the page.

Searching the web by voice
Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested 
keywords that appear.

Syncing with other devices
Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are 
logged in with the same Google account.
To view open tabs on other devices, tap the Menu icon  > Recent tabs. You must 
be signed in to the same Google account on all devices. Select a web page to open.

Adding and viewing bookmarks
To add bookmarks, tap  in the URL bar.
To open a bookmarked web page, tap the Menu icon  > Bookmarks and select 
the desired page.

The Web
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Chrome Options menu
Tap the Menu icon  to access the following options.

• New tab – Tap to open a new web page tab.
• New incognito tab – Tap to open a new incognito tab.
• Bookmarks – Displays your bookmarked web pages.
• Recent tabs – Displays your open web pages on other devices.
• History – Displays your browsing data (web pages you’ve visited).
• Share... – Share the URL of the current web page with other tool.
• Print... – Tap to print the web page. Choose to automatically find a printer on your 

network, or manually enter one to use.
• Find in page – Allows you to search for text on the current web page.
• Add to Home screen – Add a shortcut of the current web page to the Home 

screen. 
• Request desktop site – Checkmark to access the desktop site when you view 

web pages on your tablet.
• Settings – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
• Help & feedback – Displays information about using the Chrome app on your 

tablet and allows you to provide feedback to Chrome developers.
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Access the Settings menu

1  From the Home screen, tap Settings .
2  Select a setting category and set the desired option.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi
Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi® networks.
A list of all available Wi-Fi® networks will be displayed. Select the network and connect 
following the onscreen instructions. You may need to enter a password depending on 
network.
Switch to mobile data – Switch automatically to mobile data connection when the 
internet access is unavailable via Wi-Fi while the mobile data connection is enabled.

NOTE
• Tap SEARCH to scan for available Wi-Fi® networks. 

Tap the Menu icon  in the Wi-Fi menu to access the following options.
Add Wi-Fi – Allows you to manually enter a new Wi-Fi® network.
Saved Wi-Fi – Allows you to forget saved Wi-Fi® network.
Advanced Wi-Fi – Accesses the advanced Wi-Fi® settings.

TIP! How to obtain the MAC address
To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may 
need to enter the MAC address of your tablet in the router. 
You can find the MAC address in the following user interface: From the Home 
screen, Settings  > Wi-Fi > Menu icon  > Advanced Wi-Fi > MAC 
address.

Settings
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Bluetooth
Turn the Bluetooth® wireless feature on or off to use Bluetooth®. Turning Bluetooth® on 
allows you to pair and connect to other Bluetooth® devices.
SEARCH – Search for available Bluetooth® devices.
Tap the Menu icon  in the Bluetooth® menu to access the following options.
Edit tablet name – Changes your tablet name for easy identification when pairing and 
connecting. Enter your new tablet name, then tap Save.
Received files – Displays a list of your Bluetooth® received files.
Help – Displays some useful Help about Bluetooth® features.

Mobile data
Displays the data usage during the chosen periods of time. Tap an app from the list to 
view the app’s data usage.
Tap the Menu icon  in the Mobile data menu to access the following options. 
Data Saver – Turn on Use Data saver to restrict the mobile data communication. Note 
that notifications from applications that are not allowed in Unrestricted data access 
may not be received. When the data saver is enabled,  is displayed in the status bar. 
To allow each application to use mobile data communication, turn on the application in 
Unrestricted data access.
Show Wi-Fi usage – Show Wi-Fi® network usage status.
Restrict networks – Select networks to restrict applications operating in the 
background. When the applications are downloading large files on the selected 
networks, you will be notified.
Mobile networks – Make the mobile network settings

Share & connect
Allows you to configure various options for sharing data and connecting with other 
devices.
File sharing – Send and receive files with other devices and PCs. 
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NOTE
• You must enable Wi-Fi® to use SmartShare Beam.

Media server – Share media content and multi-media content with nearby devices via 
DLNA.
Screen sharing – You can mirror the tablet screen and sound onto TV.
Monitor mode – Allows images and sound in other device to play on your tablet via 
Miracast.
NOTE
• To start the Miracast feature quickly, tap the Miracast icon in the Notification 

Panel. While mirroring, Mobile Hotspot cannot be used simultaneously.

Printing – Set up a cloud printer or other wireless printer.

Tethering
Allows you to connect other devices to tablet to use the Internet or set the networks 
settings.
USB tethering – Allows you to turn on USB tethering and connect other devices to 
share your data.
Wi-Fi hotspot – Allows you to turn on Wi-Fi hotspot and connect other devices to 
phone via Wi-Fi.
Bluetooth tethering – Allows you to turn on Bluetooth tethering and connect other 
devices to tablet via bluetooth.
Help – Allows you to know the informations of the USB hotspot, Wi-Fi hotspot and 
Bluetooth tethering.

More
Airplane mode – Allows you to turn off all wireless connections such as Wi-Fi® and 
Bluetooth®.
Mobile networks – Allows you to set whether to enable or disable data access on your tablet.
VPN – Allows you to set up and manage Virtual Private Networks (VPNs). 
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DEVICE

Sound
Sound profile – Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only or Silent.
Volume – Manage the volume for Notification sound, Touch feedback & system, 
and Music, video, games & other media.
Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.
Touch sound – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, 
icons and other onscreen items that react to your touch.
Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and 
unlocking the screen
Vibrate on tap – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is 
touched.

Notifications
Do not disturb – Restrict notifications except alarms or important notifications. Enable 
this setting and tap Do not disturb to access the following options. 

Sounds and vibrations – Set to Priority only to have sounds and vibrations silenced except 
for priorities and alarms. Set to Total silence to have all sounds and vibrations silenced.
End time – Set the end time of Sounds and vibrations feature.
Select priorities – Select applications in App notifications and sender of messaging in 
Message from to have sounds and vibrations not silenced when Priority only is set in 
Sounds and vibrations.
Schedule – Schedule the period for Sounds and vibrations activation.
Help – Show the help of Do not disturb feature.

NOTE
• Notification setting for each application will be disabled when Do not disturb is 

enabled if it is not selected as the priority app.
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Apps – You can enable or disable the app notification and or set the notifications 
when Priority only is set in Sounds and vibrations for the Do not disturb. Tap the 
application to access the following options.

Block – Block all notifications from the application.
Show silently – Show the notification icon only with no sound, vibration, display on the 
screen.
Priority – Enable app notifications and the restriction is disabled when Priority only is set.

NOTE
• To turn off Do not disturb feature, tap  at the top right in Settings > Do not 

disturb is on > TURN OFF.
• You can change the setting to Show notifications silently, Block all 

notifications, Don’t silence or block by touching and holding the notification 
on the lock screen when Do not disturb is enabled.

Lock screen – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the 
lock screen.

Display
Home screen

Select Home – Sets the screen theme for your device. 
Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. 
Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. 
Sort apps by – Set the condition for sorting applications.
Hide apps – Show or hide each application icon.
QMemo+ panel – Set whether to activate QMemo+ by sliding the Home screen right.

Lock screen
Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet. 
Smart Lock – Sets to keep your tablet unlocked when you have a trusted Bluetooth® device 
connected to it, when it’s in a familiar location like your home or work, or when it recognizes 
your face.
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Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper gallery.
Clock – Set the clock location on the lock screen.
Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.
Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.
Weather animation – Display animation on the lock screen when it rains or snows at the 
current location.
Contact info for lost tablet – Allows you to enter contact info to be displayed on the Lock 
screen in case the tablet is lost. 
Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen 
has timed-out.
Power key instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock 
Key  is pressed. This setting overrides the Lock timer setting.

Font type – Change the type of display font.
Font size – Change the size of the display font.
Bold text – Display the screen text in bold.
Brightness – Adjust the screen brightness. Touch Night brightness to set the 
brightness to 0% automatically between the hours of 00:00 am - 6:00 am.
Comfort view – Reduce eye strain with less blue light on the screen. You can select 
the blue light filter or set to Black & white.
Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the 
tablet.
Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.
Home touch buttons – Allows you to set which Home touch buttons are displayed and 
their position on the bar. You can also select the color and the background.
Display size – Change the size of display icons.
KnockON – You can switch on or off by double-tapping.

NOTE
• This feature can be used only for the LG Home screen. It may not work 

properly for the other Home screen that you installed.
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Screen saver – Tap the Daydream switch  to toggle it On or Off. On allows the set 
screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked and/or charging. 
Choose from Clock and Photos.

NOTE
• Charging might be slow while the screen saver is on.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed 
of the sensor.

Smart cleaning
You can manage the unused apps, saved files or temporary internet files.

Storage
Internal storage – Displays the total amount of space in the device’s memory and lists 
what type of data is using up space.
SD card – Displays the total amount of memory space on the microSD card. 
You can see this option only when a microSD card is inserted.
To unmount microSD card, tap . To mount it again, tap Ejected > MOUNT.

Battery & power saving
BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. 
The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed. 
Battery usage – Displays battery usage.
Battery percentage on status bar – Displays the battery percentage on the Status 
Bar. 
Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  
to turn this feature on. Tap Battery saver for the following options. 

• Turn Battery saver on: Set the battery level at which you want Battery saver to turn on. 
Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.
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Memory
Displays average memory use for the specified time and average memory use by 
applications.

Apps
Display the list of installed applications. You can force stop, disable, uninstall 
applications as required.

PERSONAL

Users
This menu displays the current users you’ve created.
Add users when screen is locked – Allows you to add a new user when your tablet 
is locked.
ADD USER – Allows you to add new account for the tablet and use the Multi-user 
feature.

Location
Tap the switch  to turn GPS function on.
Mode

• High accuracy (GPS and networks) – Use GPS and Wi-Fi® networks to estimate location.
• Battery saving (Networks only) – Use Wi-Fi® networks to estimate location.
• Device sensors only (GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Displays apps that have recently requested your 
location information.
Google Location History – Allows you to view your Google location settings.

Security
Content lock – Lock Gallery files and QMemo+ memos.
Encrypt SD card – Allows you to encrypt data on the microSD for security. 
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Secure start-up – To protect your tablet, set a password. You need to enter PIN or 
password every time you power on your tablet.
Set up SIM card lock – Set up nanoSIM card lock or change the nanoSIM card PIN.
Password typing visible – Shows the last character of the hidden password as you 
type.
Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.
Unknown sources – Allows installation of apps from non-Google Play applications.
Credential protection – Displays the backup location for credentials.
Certificate management – Manage security certificates save in the tablet.

• Trusted credentials – Displays trusted CA certificates.
• User credentials – View or edit saved credentials.
• Install from storage – Tap to install certificates.
• Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – View or use Trusted agents installed to the tablet.
Screen pin – This feature allows you to lock your device so that the current user can 
only access the pinned app. This is useful for users with children.
Usage access – Displays usage info of applications.

Accounts & sync
Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are 
actively working in them. Deactivating Auto-sync data can save battery power and 
lower (but not eliminate) data usage.

Language & keyboard
Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet 
and to configure the on-screen keyboard, including words you’ve added to its dictionary.
Language – Select the language which is to be used with this device.
Current keyboard – Allows you to select the type of default keyboard.
Japanese keyboard – Make keyboard settings.
Google voice typing – You can change the settings when you use Google voice typing.
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Text-to-speech output – Tap to set the preferred engine or general settings for text-
to-speech output.
Pointer speed – Adjust the pointer speed.
Reverse buttons – Set a connected mouse button.

Backup & reset
LG Backup – Backs up all information on the device and restores it in the event of data 
loss or replacement. 

• Transfer data to new device – Allows you to transfer data such as contacts, photos, and 
music between devices.

• Save & restore data – Allows you to make keeping data safe.
Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google 
server.
Backup account – Set the account to which you want to backup data to.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the 
applications are reinstalled on your device.
Network settings reset – Reset the network settings to the default.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete 
all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same 
information as when you first started Android.

Google services
Manage Google accounts and the settings for Google services.

SYSTEM

QButton
Set the shortcut of application you want to activate by pressing Q button. 

• Shortcut – Select the application to activate by pressing Q button.
The menu options will appear when you press and hold the Q button.
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Shortcut keys
Allows you to turn the Shortcut keys on and off.

Date & time
Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these 
settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from 
the mobile network.

Accessibility
Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on 
your tablet.

NOTE
• Requires additional plug-ins to become selectable.

Vision
• TalkBack – Allows you to set up Talkback function which assists people with 

impaired vision by verbal feedback. You can change the advanced settings by 
tapping TalkBack > Settings.

• Font size – Checkmark to increase the size of the text (Extra small – Huge).
• Bold text – Display screen text in bold.
• Display size – Change the size of icons etc. on the screen.
• Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
• Window Zoom – Display the zoom window. Drag the window with two fingers to 

move.
• Large mouse pointer – Enlarge the mouse pointer.
• Screen color inversion – Checkmark to invert the colors of screen and content.
• Screen color adjustment – Sets to view the screen with greater color contrast. 

Tap the switch  to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen 
in any direction until you see the color contrast you want to use.

• Grayscale – Display the screens in black and whites.
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Hearing
• Captions – Customize the caption settings for hearing impaired person. Tap 

 to enable this feature. Set Language, Font size, Caption style options if 
necessary.

• Turn off all sounds – Turn off all sounds.
• Audio type – Sets the audio type. Choose Mono or Stereo. 
• Sound balance –Sets the audio route balance of left and right. Move the slider on 

the slide bar to set it.
Motor & cognition

• Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.
• Touch input – Set the cognition delay for pressing and holding, and number of 

tapping.
• Physical keyboard – Set this feature when Bluetooth® keyboard or USB keyboard 

is connected.
• Auto mouse click – Set to click at the cursor stop position automatically. 
• Screen timeout – Sets the amount of time before the screen turns off.
• Touch control areas – Tap the switch to turn this feature on.

Accessibility features shortcut – Sets quick and easy access to selected features by 
tow-steps.
Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending 
on the device orientation (portrait or landscape).
Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches 
that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility 
limitations that prevent them from interacting directly with your device.

About tablet
This menu allows you to manage your software updates and view various information 
relating to your tablet. 
Tablet name – Allows you to set your tablet name which is used for Bluetooth®, Wi-Fi 
Direct or Wi-Fi®. 
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Update Center – Allows you to check for app and software updates. 
Network – Allows you to view your tablet’s network informations.
Status – Allows you to view Tablet phone number, IMEI, IMEI SV.
Battery – Allows you to view battery status, battery level, and battery use information. 
Hardware info – Allows you to view the model number, IP address, up time, CSN, 
Wi-Fi® MAC address and Bluetooth® address. 
Software info – Allows you to view Android version, Android security patch level, kernel 
version, build number, and software version. 
Legal info – Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses 
and Google legal information.
Activity logs – Displays information pertaining to regulations and safety.
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About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal 
storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in 
storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or 
corrupted by an unforeseen issue.
This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, 
other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG 
smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.
If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, 
you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed 
applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system 
settings. You may also:

• Perform a manual backup of your device.
• Restore your device data.

 WARNING
To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, 
due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully 
charged.

LG Backup
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Backup your tablet data

1  From the Home screen, Settings  > Backup & reset > LG Backup.
2  Save & restore > Back up data. 

To transfer data to a new device, Send data.
3  Follow the onscreen instructions and select copy method or item > START. 

When the backup is complete, DONE is displayed.

NOTE
• To set to display a hint for the password, tap the Menu icon  > Checkmark 

Lock backup file when you back up the data. Enter the password when 
restoring from the locked file.

Restoring tablet data

NOTE
• All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is 

restored. Make sure to copy the backup file to another location.

1  From the Home screen, Settings  > Backup & reset > LG Backup.
2  Save & restore > Restore from backup. 

To transfer data from the previous device, tap Receive data.
3  Follow the onscreen instruction and select the backup file > NEXT > RESTORE. 

If you set a lock for the backup file, enter the password.
4  RESTORE > RESTART TABLET. 

The tablet restarts.

NOTE
• Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your 

backup.
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Tablet software update

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version 
conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more 
information on how to use this function, please visit:  
http://www.lg.com/jp/support  
As the tablet firmware update requires the user’s full attention for the duration of the 
update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at 
each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during 
the upgrade may seriously damage your tablet.

LG tablet software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version 
conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only 
available if and when LG Electronics makes the newer version of the firmware available 
for your device. First, you can check the software version on your tablet: 
From the Home screen, tap Settings  > About tablet > Software info.
To perform the tablet software update, from the Home screen, tap Settings  > 
About tablet > Update Center > Software Update > Check now for update.

NOTE
• We reserves the right to make firmware updates available only for selected 

models at its own discretion and does not guarantee the availability of the 
newer version of the firmware for all tablet models.

Tablet software update
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NOTE
• Your personal data—including information about your Google account and any 

other accounts, your system/application data and settings, any downloaded 
applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating 
your device’s software. Therefore, We recommends that you back up 
your personal data before updating your tablet’s software. We do not take 
responsibility for any loss of personal data.
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These accessories are available for use with the your tablet.

• Quick Start Guide
• USB cable
• AC adapter
• Warranty

NOTE
• Always use genuine accessories. The items supplied with this product were 

designed exclusively for it, they are not interchangeable with other terminals.

Accessories
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This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some 
problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Expected
problems

Possible causes Possible corrective measures

Cannot work 
mobile data 

communication

Mobile data 
communication is 
restricted by the data 
saver function.

From the Home screen, Settings  
> Mobile data > Menu icon  
> Data Saver > Turn off Use Data 
Saver.

Cannot receive 
LINE messages 

or emails

The battery optimization 
function (Doze mode) is 
enabled.

While the tablet is not used, the 
battery optimization mode (Doze mode) 
activates automatically for saving the 
battery.
In that case, the notifications from LINE 
or email application may be delayed or 
not received. It is recommended to set 
to ignore the battery optimizations for 
those applications.
From the Home screen, Settings  
> Battery & power saving > Battery 
usage > Tap Ignore optimizations 
and select applications.

Cannot power 
on the tablet

Battery is not charged. Charge battery.

Operation is 
slow/sluggish

The battery level is low. Charge battery.

Troubleshooting
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Expected
problems

Possible causes Possible corrective measures

Charging error

Outside temperature is too 
hot or cold.

Make sure tablet is charging at a 
normal temperature.

Contact problem
Check the charger and its connection 
to the tablet.

No voltage
Plug the charger into a different 
socket.

Charger defective Replace the charger.
Wrong charger Use only original accessories.

Impossible to 
send photos

Memory full Delete some images from your tablet.

Files do not open Unsupported file format Check the supported file formats.

No sound Vibration mode
Check the settings status in the sound 
menu to make sure you are not in 
vibration or silent mode.
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