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ロック画面の解除
本端末は電源を投入した起動後や、スリープ状態から復帰した時には、誤動作を防ぐために画面がロックされます。画面のロッ
クを解除するには以下の方法をおこないます。

画面がロックされ
ている状態です。
ロックを解除しな
いと本端末の操作
は出来ません。

ロック画面を一直
線にスクロールし
ます。
スクロールの位置
や方向はどこでも
構いませんが、な
るべく画面の端か
ら端までスクロー
ルしてください。
スクロールの距離
が短いとロックが
解除されない場合
があります。

ロックが解除され
るとホーム画面が
表示されます。

1 2 3
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ホーム画面
本端末の電源を入れ、ロック画面を解除すると以下の画面が表示されます。この画面を「ホーム画面」と呼びます。本体のホーム
ボタンを押すことでいつでもこの画面に移動することができます。

❶

❸

❷

番号 名称 機能
1 ステータスバー 本端末の状態を示すアイコン類が表示されます。

2 時計ウィジェット 現在の時刻を表示します。

3 ホーム画面
アプリのショートカットアイコンやウィジェットを自
由に置くことができます。また、この部分は左右にス
クロールすることができます。

4 電話 電話機能を呼び出します。
※データ通信を使用する VoIPソフトフォンが起動します。

5 ユーザー アドレス帳です。

6 アプリ一覧 本端末にインストールしたアプリやウィジェットの一
覧を表示し、アプリなどの起動を行います。

7 メッセージ メッセージ（SMS/MMS）を起動します。

8 ブラウザ インターネットブラウザ起動します。

❶

❹ ❺ ❻ ❼ ❽
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ホーム画面から本
体の「メニューボ
タン」→「システ
ム設定」または
→「設定」でシス
テム設定画面を呼
び出します。
「無線とネットワー
ク」項目から「そ
の他」→「モバイ
ルネットワーク」
→「アクセスポイ
ント名」をタップし
ます。

作成したアクセス
ポイントのボタン
をタップし接続を
開始します。
ホーム画面に戻り
アンテナバーを確
認し、モバイル
ネットワークへ正
常に接続がおこな
われているか確認
してください。

1 3

ネットワークの初期設定

本端末は SIMフリー端末です。ご使用になる前にご利用のモバイルネットワークサービスに合わせたネットワークの設定をおこなう
必要があります。P.17の手順で本端末に正しく SIMカードを挿入してください。

モバイルネットワークの設定

本体の「メニュー
ボタン」→「新し
い APN」をタップ
します。
お使いのSIMカー
ドに付属の取扱説
明書に記載されて
いる APN設定に
沿って必要な項目
を設定します。
本体の「メニュー
ボタン」→「保存」
をタップし、設定
を保存します。

2
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ステータスバー
を引き下げて、
画面右上の設
定アイコンボタ
ンをタップしま
す。

アイコンがグレー
に変わり、切り替
えを開始します。
切り替えが完了
すると、アイコン
がカラー表示にな
り、アクティブな
SIMの番号が変わ
ります。

1 3
設定アイコンの
一覧画面から
「SIM 選択」を
タップします。
※左図ではSIM1
がアクティブに
なっています。

2
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ステータスバー

ホーム画面の上部にあるステータスバーには、本端末の状態を示す様々な情報がアイコンとして表示されます。
また、ステータスバーを下記の様に引き下げることでさらに詳しい情報を確認することができます。

❶ ❶
画面の上部を下方
向へドラッグする
とステータスバー
の詳細画面が現れ
ます。

本端末やアプリか
らのメッセージな
どの一覧が表示さ
れます。
①をタップすると
メッセージが削除
されます。
②をタップすると
設定アイコン画面
に切り替わります。

設定アイコンの画
面になります。
アイコンをタップ
する事で目的の設
定画面をすばやく
呼び出す事ができ
ます。
①をタップすると
メッセージ画面に
切り替わります。

1 2 3

❷
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本端末の電源の入れ方／切り方

電源ボタンを 1秒以上押
します。

電源ボタンを 1秒以上押
します。1 1

電源を入れる 電源を切る

起動画面が表示され、続
いて画面ロックされた状態
のホーム画面が表示され
ます。

ダイアログが表示
→「電源を切る」

終了処理が始まり、しばら
くすると電源が切れます。

画面ロックの解除方法は
P.21を参照ください。

2 2

3
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各部の名称と機能

ご使用前の確認と設定

1

9

10

14

2 8

11

4 125 6

3

7 13 15

番号 名称 機能
1 音量ボタン 音量を調節します。
2 受話口 相手からの音声が聞こえます。
3 内側カメラ 液晶画面側のカメラです。
4 メニューボタン 現在の画面のメニューを表示します。
5 ホームボタン ホーム画面に戻ります。
6 戻るボタン 一つ前の画面に戻ります。
7 送話口 /マイク 自分の声を入力します。
8 ヘッドフォン端子 3.5mmミニジャック（ステレオ）です。
9 背面カメラ 背面側カメラです。
10 フラッシュライト カメラ撮影用のフラッシュライトです。
11 リアカバー 背面カバーです。
12 スピーカー 着信音や音声を出力します。
13 micro USBポート 付属のmicro USBケーブルを接続します。
14 電源 / 画面ロックボタン 押し：画面ロック／長押し：電源オン/オフ
15 リアカバー切欠 リアカバーを外す時に使用します。
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パッケージの内容

本端末のパッケージの中には次のものが同梱されています。不足しているものがないか、ご確認ください。万が一、不足して
いるものがありましたら、裏面のサポートセンターまでご連絡ください。

CP-F03a 本体

専用 ACアダプタ クイックスタートガイド
（本書）

USB接続ケーブル（1m）
micro USB Bタイプ オス型

⇔
USB A タイプ オス型

クイックスタートガイド

Android™ 搭載 SIMフリースマートフォン

（ ）
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SIMカード／microSDカード／電池パックの取り付け
・本端末の電源を切り、液晶画面などが傷つかないよう、手に持って行ってください。また、指や手で液晶画面を押さないようにご注意ください。
・本端末は、32GBまでのmicroSDHCカードに対応しています（2014年 1月現在）。
・本端末専用の電池パックをご利用ください。注意

本端末はデュアル SIMスロット仕様です。
２枚の SIMカードを装着し、用途ごとにキャ
リアを切り替えて使用することが出来ます。
「SIM①」は通常 SIM カード、「SIM②」は
micro SIM カード専用のスロットとなりま
す。ご注意ください。標準SIMカード

micro SIMカード

microSD

SIM①
SIM②

隙間ができないようにしっかり押し込みます。

リアカバーの矢印の部分に爪を入れて上に引き上げるよう
にカバーを外します。
※爪を傷つけないようにご注意ください。

SIMカードとmicroSDカードを図の向きになるように
本端末のそれぞれのカードスロットに挿入します。
※カードの種類、向きとカードスロットに注意してください。

リアカバーをはめます。
※リアカバーと本端末の間に隙間が出ないようにしっかりとはめ込ん
でください。

1

2

端末の端子とバッテリーの
端子を合わせてください。

専用電池パックを装着します。3

4
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本端末を充電する
本端末の充電は、付属の USB接続ケーブルと専用 ACアダプタを使用しておこないます。

付属のUSB接続ケーブルのUSB端子を専用 ACアダプタ
のUSBポートに差し込みます。

本端末のmicro USBポートに1の USB接続ケーブルの
micro USB端子を接続します。

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込んでく
ださい。

1

2

3

コンセント

専用 ACアダプタ
（付属品）USB接続ケーブル

（付属品）

Micro USB
端子

USB端子 ・付属の USB接続ケーブルを使用して本端末とパソコンを接続し
ても、本端末を充電できます（本端末の状態により、充電に時
間がかかる場合や、充電できない場合があります）。注意
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CP-F03aクイックリファレンスガイド

本端末は SIM フリー端末です。ご使用になる前にご利用のモバイルネットワークサービスに合わせたネットワークの設定をおこなう
必要があります。本端末に正しくSIMカードを挿入してください。

本端末は 2つのWCDMA SIMを同時に搭載して、それを切り替えながら使うことができます。以下の手順で簡単にメニューを呼び出し、
SIMを選択して切り替える事ができます。

本端末のパッケージの中には次のものが同梱されています。不足しているものがないか、ご確認ください。万が一、不足して
いるものがありましたら、ただちに裏面記載のサポートセンターまでご連絡ください。

10SIMを切り替えて使う

❶パッケージの内容 ❷各部の名称と機能

❸SIMカード／microSDカード／電池パックの取り付け ❹本端末を充電する

❺本端末の電源の入れ方／切り方 ❻ロック画面の解除

❼ホーム画面 ❽ステータスバー

❾モバイルネットワークの設定
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Wi-Fiの設定

Wi-Fiの設定をおこなうには、インターネットに接続したWi-Fiアクセスポイントと、そのアクセスポイントに接続するための情報が必要となります。
設定をおこなう前にあらかじめご用意ください。注意

ホーム画面から本体の
「メニューボタン」→「シ
ステム設定」または →
「設定」でシステム設定
画面を呼び出します。
「無線とネットワーク」項
目から「Wi-Fi」をタップ
します。「Wi-Fi」の使用
ボタンをONにすると、
接続可能な無線 LANの
ネットワーク名（SSID）
が表示されます。接続
したいネットワーク名を
タップします。

ネットワークの受信ステータスアイコンには以下の種類があります。

1 無線 LAN のステータスアイコン

受信レベル 4：良好

受信レベル 3：中程度

受信レベル 2：やや弱い

受信レベル 1：弱い

受信レベル 0：非常に弱い

オープンネットワーク
（パスワードなし）

セキュリティ付きネットワーク
（パスワードあり）
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無線ネットワークの情報が表示されます。
「パスワード」欄をタップし無線ネット
ワークに設定されているパスワードを入
力してください。
パスワードの入力が終了したら「接続」をタッ
プします。
※選択した無線ネットワークがオープンネットワー
クの場合にはパスワード入力は表示されず、ネッ
トワーク名をタップすると接続が開始されます。

※「パスワードを表示する」のチェックを入れると
入力時に「****」と表示されるパスワードを確認
しながら入力することができます。

※「詳細オプションを表示」にチェックを入れると
「プロキシ」、「IPアドレス割り当て方法」の項目
を設定することができます。

正しく接続された場合には
アクセスポイント名の下に
「接続済み」と表示され、ス
テータスバーにも「接続ス
テータスアイコン」が表示
されます。

2 3
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接続可能な無線 LANのネットワーク名
（SSID）が公開されていない場合、画面
下部の アイコンをタップし、手動で
ネットワークを追加することができます。
接続したいネットワーク名（SSID）、
セキュリティ設定を手動で入力し、「保
存」をタップしてください。

本端末は無線 LANの接続設定
を簡単におこなうWPS機能を
搭載しています。
ご利用の無線 LANがWPS機
能に対応している場合は、無線
LAN名の下に「WPS利用可能」
と表示されます。
WPSを利用するには、画面下
部の アイコンをタップします。
本端末がWPS機器の検索を開
始します。ご利用の無線 LAN対
応ネットワーク接続機器のWPS
機能を開始してください。
※本端末を接続する無線 LANルーター
などの機器のWPS機能に関しては
お使いの機器の取扱説明書を参照く
ださい。

手動で無線ネットワークを追加するWPSを使用して接続設定をおこなう

WPSによる接続が成功すると
左図の様なメッセージが表示さ
れます。「OK」をタップしてく
ださい。
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Wi-Fi設定画面で本体のメニューボタンを押すと
画面下部にサブメニューを表示します。

メニュー 機能

スキャン
接続可能な無線 LANのアク
セスポイントをスキャンし
ます。

WPS PIN入力 WPSの PINコードを入力し
ます。

Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct接続をおこな
います。

詳細設定

詳細設定画面を表示します。
Wi-Fi機能に関する詳細な設
定や、本端末が使用している
ネットワークアドレスなど
を表示します。

Wi-Fi のサブメニュー
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テザリングとは、本端末のインターネット接続機能を使用して、他の無線 LAN対応機器、USB対応機器、Bluetooth対応機器
をインターネットに接続させる機能です。

テザリングの設定

本端末のテザリング機能は、Wi-Fi・USB・Bluetoothの 3系統がご利用できますが、排他的使用となります。同時に使用することはできません。
モバイルネットワーク環境下でのテザリングの使用は、ご契約の SIMカードによって異なります。別途料金が発生する場合やテザリング機能
がご利用できない場合がありますので、SIMカードのご契約内容をご確認ください。

ホーム画面から本体の「メニューボタ
ン」→「システム設定」または →
「設定」でシステム設定画面を呼び出
します。
「無線とネットワーク」項目から「そ
の他」→「テザリングとポータブルア
クセス」をタップします。
使用するテザリング機能をタップして
ください。
メニュー内容は右記を参照ください。

1 2
メニュー 機能

USBテザリング
本端末と PCを付属のUSBケーブルで
接続し、本端末のインターネット接続を
パソコンと共有します。

ポータブルWi-Fi
アクセスポイント

本端末をWi-Fiアクセスポイントとし
て機能させ、他の無線 LAN対応機器に
インターネット接続を提供します。

Wi-Fiアクセスポイント
を設定

本端末のWi-Fiアクセスポイントとして
の設定をおこないます。

Bluetoothテザリング
本端末と PCを Bluetoothを使用して
接続し、本端末のインターネット接続を
パソコンと共有します。

CP-F03a_QIG_covia.indd   33 2014/02/20   10:49:10

「テザリングと
ポータブルア
クセス」から
「Bluetooth テ
ザリング」を
タップして許可
します。

接続したいデバイ
スから本端末にペ
アリングが要求さ
れると、左のメッ
セージが表示され
ます。「ペア設定
する」をタップし、
ペアリングを完了
します。接続した
デバイスからテザ
リングを利用した
ネットワーク接続
が可能か確認して
ください。

1 3
設定画面にもど
り、「Bluetooth」
をタップします。
本端末名をタッ
プして、他のデ
バイスから参照
できるようにし
ます。

2
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Androidビームを利用してデータをやり取りする
本端末の NFC（近距離無線通信）機能を利用した Androidビームを使って、画面に表示されているウェブページや動画などの
コンテンツを、近くにある別の端末に転送することができます。

Androidビームを利用してデータのやり取りをおこなうには、お互いの端末のロックが解除されていること、NFC（近距離無線通信）に対応してい
ること、NFCと Androidビームの両方が有効になっている必要があります。注意

ホーム画面から本
体の「メニューボ
タン」→「システ
ム設定」または
→「設定」でシス
テム設定画面を呼
び出します。
「無線とネットワー
ク」項目から「その
他」で「NFC」と
「Androidビーム」
が有効になってい
るか確認します。

端末同士がつなが
ると、本端末の画
面に左図のように
「タップしてビー
ム」のメッセージ
が表示されます。
コンテンツ部分を
タップすると相手
の端末にコンテン
ツが表示されます。

1 32

転送したいコンテンツを表示したまま、
本端末と相手の端末の背面を近づけます。

本端末相手の端末
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トラブルシューティング

本端末の主な仕様

本端末の電源が入らない
（本端末が使えない）

• 電池パックが正しく取り付けられていますか。→③を確認
• 電池切れになっていませんか。→④を確認

充電ができない • 電池パックが正しく取り付けられていますか。→③を確認
• 付属のACアダプタの電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていますか。
• 付属のACアダプタとUSB接続ケーブルが正しくセットされていますか。→④を確認
• 付属のUSB接続ケーブルと本端末が正しくセットされていますか。→④を確認
• USB接続ケーブルをご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。
• 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇
して充電できなくなる場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから
再度充電をおこなってください。

操作中・充電中に熱くなる • 操作中や充電中、また、充電しながら通話などを長時間行った場合などには、本端
末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありません
ので、そのままご使用ください。

電池の使用時間が短い • 圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な
状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。

電池の使用時間が短い • 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。
• 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっ
ていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、
指定の電池パックをお買い求めください。

電源断・再起動が起きる • 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。
汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

タッチスクリーンをタップ
しても動作しない

• 画面ロックが設定されていませんか。画面ロックを解除してください。→⑥を確認

時計がずれる • 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。「自動日時設定」
が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。

端末動作が不安定 • ご購入後に端末へインストールしたアプリケーションによる可能性があります。
インストールしたアプリケーションをアンインストールすることで症状が改善さ
れる場合があります。

• それでも改善されない場合はバックアップをとった後、本端末の初期化をおこなっ
てください。

OS Android 4.2

CPU クアッドコアプロセッサー 1.2Ghz

メモリ Flash ROM：4GB　 RAM：512MB
表示 4.5 インチ /QHD IPS液晶

操作部
画面部ボタン ホーム・メニュー・戻る
サイドボタン ボリューム UP／ DOWN・電源
タッチパネル 静電式

インターフェイス

カードスロット microSDカード × 1（SDHC対応）

3G SIMスロット 標準 SIMスロット× 1
micro SIMスロット× 1

無線 LAN 2.4Ghz/5Ghz  IEEE802.11a/b/g/n準拠

NFC Androidビーム

Bluetooth Bluetooth version 4.0

USBクライアント micro USB端子 × 1

ヘッドフォン端子 イヤホンマイク端子 × 1
（3.5mmミニジャック）

カメラ メインカメラ：500万画素
フロントカメラ：30万画素

センサー 加速センサー・回転ベクターセンサー
近接センサー・GPS

スピーカー 0.8w

3Gデータ通信 W-CDMA（2100/800MHz）
GSM（850/900/1800/1900MHz）

電源 リチウムイオン 電池パック 1800mAh
外形寸法（高さ×幅×厚さ）
※突起部は除く 131.2 × 66.5 × 9.9㎜

重量（電池パック含む） 約 140g

環境条件
使用温湿度 0～ 40℃・20～ 90%RH（非結露）
保存温湿度 － 10～ 60℃・5～ 95%RH（非結露）

同梱品 本体・ACアダプタ・USB接続ケーブル
電池パック・クイックスタートガイド 

本端末のご利用について
• 本端末は、W-CDMA（2100/800MHz）および GSM（850/900/1800/1900MHz）、
無線 LAN方式の通信に対応しています。

• GSM方式は海外でサービスが提供されている地域で、対応した SIMカードを挿入した
場合のみ使えます。

• 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、
屋外でも電波の弱い所、ご契約通信サービスの提供エリア外ではご使用になれません。
また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用にな
れない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが 5本たっている状態で、移
動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。

• 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとは
いえません。しかし、W-CDMAおよびGSM方式では秘話機能をすべての通話につい
て自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音とし
か聞きとれません。

• 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波
状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができ
ない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

• お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくだ
さるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによっ
て、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、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。

• 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。
• お客様がご利用のアプリケーションやサービスによっては、データ通信を無効に設定し
てもパケット通信料がかかる場合があります。

• 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行うアプリケーションなどに
よっては、動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報

などがインターネットを経由して外部に発信され、不正に利用されたりする可能性があ
ります。このため、ご利用になるアプリケーションなどの提供元および動作状況につい
て十分にご確認の上、ご利用ください。

• お客様の電話番号（自局電話番号）は以下の手順で確認できます。ホーム画面で本体の
「メニューボタン」→「システム設定」→「端末情報」→「端末の状態」をタップします。

• 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、
サーバとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっていま
す。また、アプリケーションのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を
行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強く
おすすめします。

• 本端末では、マナーモード、ミーティングモード中でも、着信音や各種通知音を除く音
（動画再生、音楽の再生、シャッター音など）は消音されません。

• 本端末は、オペレーティングシステム（OS）のバージョンアップにより機能が追加さ
れたり、操作方法が変更になったりすることがあります。機能の追加や操作方法の変更
などに関する最新情報は、http://www.covia.net/のホームページでご確認ください。

• OSをバージョンアップすると、古いバージョンのOSで使用していたアプリケーショ
ンが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。

• ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット通信料が異なります。パケッ
ト定額サービスへのご加入を強くおすすめします。

• テザリングの初期設定では、外部機器と本端末間のセキュリティは設定されていません。
必要に応じて、セキュリティを設定してください。

• 紛失に備え、画面ロックを設定し端末のセキュリティを確保してください。
• アプリ・ウィジェットに関するウェブサービスについては、それぞれの利用規約をお読
みください。
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システムの更新
インターネットのダウンロードサイトから本端末の最新パッケージをダウンロードし、システムソフトウェアの更新をおこなう
ことができます。

アップデート中に本端末は自動で数回再起動します。本端末が破損する場合がありますので、アップデート中は絶対に電源を切ったり、他の操作を
おこなわないでください。アップデートが完了し通常のロック画面が表示されるまでお待ちください。注意

ホーム画面→ →  「システム更新」を
タップして、アップデートをおこないます。
画面の指示に従ってアップデートが可能か
確認します。アップデートが可能な場合は、
メッセージが表示されます。

1 「システムアップデート」
をタップします。
アップデートパッケージ
のダウンロードが始まり
ます。以降は画面の指示
に従ってシステムの更新
をおこなってください。
システムの更新は自動
でおこなわれ、本端末が
再起動し、通常のロック
画面が表示されると更新
は完了です。
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CP-F03aクイックリファレンスガイド

本端末はWi-Fiテザリングに加えて、Bluetoothテザリングが可能です。Wi-Fiテザリングに比べて待機時の消費電力を抑える事が
できます。

14Androidビームを利用してデータをやり取りする 15システムの更新

11Wi-Fiの設定

12テザリングの設定 13Bluetoothテザリングの設定
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