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SNSアカウント
本機では、Google や Microsoft Exchange
ActiveSync だけでなく、Facebookや
Twitter、Flickr などの SNS との情報の同期や
アップデートを行うことができます。
同期できる情報は以下のとおりです。
･ Gmail メール、Microsoft Exchange
ActiveSync のメール
･ Google および Microsoft Exchange
ActiveSync の連絡先や、Facebookの友人
の連絡先情報
･ Google や Microsoft Exchange
ActiveSync アカウントの予定
･ 友人や自分の Facebook や Twitter などの
SNS 上で共有するステータスの更新とリン
クの情報
･ FlickrやFacebookへの写真のアップロード

SNS アカウントを追加する

1.
2.

メニューボタン（
）＞ 設定 ＞
アカウントと同期 ＞ アカウントを
追加
対象のアカウントを選択
以降は、画面の指示に従って操作してくだ
さい。
アカウントが追加され、データの同期が開
始されます。
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Googleアカウントと同期する
Google アカウントにログインすると、本機と
Web の間で Gmail のメールと Google の連絡
先や、カレンダーを同期させることができま
す。
また、Google トークや Android マーケットな
どの Google アプリケーションを使用するに
は、Google アカウントにログインする必要が
あります。
本機で複数のGoogleアカウントを使用するこ
とができます。ただし、2 つ目以降の Google
アカウントは、Gmail のメールや連絡先を同期
することのみ可能です。
その他の Google サービスは、最初の Google
アカウントを使用します。

1.

メニューボタン（
）＞ 設定 ＞
アカウントと同期 ＞ アカウントを
追加

2.

Google

Microsoft Exchange Server 2003 の
Service Pack2（SP2）以降のバージョンと
の同期が可能です。

1.

メニューボタン（
）＞ 設定 ＞
アカウントと同期 ＞ アカウントを
追加

2.
3.
4.

Exchange ActiveSync
アカウントの詳細を入力 ＞ 次へ
同期させる情報の種類を選択 ＞ 設
定完了

アカウントを管理する

1.

メニューボタン（
アカウントと同期

）＞ 設定 ＞

バックグラウンドデータ：アプリケーショ
ンがいつでもアカウント情報を送受信す
るかどうかを設定します。
自動的に同期：自動的にデータを同期する
かどうかを設定します。

以降は、画面の指示に従って操作してくだ
さい。

アカウント設定を変更する
Microsoft Exchange
ActiveSyncと同期する
本機上には Microsoft Exchange
ActiveSyncのアカウントを1つだけ追加する
ことができます。

同期頻度や同期する情報の種類、通知方法、ア
カウント情報の表示形式などの設定を変更す
ることができます。

1.

メニューボタン（
アカウントと同期

）＞ 設定 ＞

2.

対象のアカウントを選択 ＞ アカウ
ント設定を変更

アカウントを手動で同期する

1.

メニューボタン（
アカウントと同期

2.

対象のアカウントを選択 ＞ 今すぐ
同期

）＞ 設定 ＞

■すべてのアカウントを手動で同期する場
合

Google アカウント
本機の初回起動時には、Google アカウントを
設定する初期設定ウィザードが表示されます。
Google アカウントをすでにお持ちの方は、お
持ちのアカウントを入力してください。アカウ
ントをお持ちでない方は、本機からアカウント
をすぐに作成することができます。Google ア
カウントの作成については、「初期設定」
（P.1-10）を参照してください。

補足

＞ すべてを同期

アカウントを削除する
本機からオンラインサービスのアカウントや、
メッセージ、連絡先、設定情報などを削除でき
ます。アカウントを削除してもオンラインサー
ビス上の情報は削除されません。

1.

メニューボタン（
アカウントと同期

2.

対象のアカウントを選択 ＞ アカウ
ントを削除

）＞ 設定 ＞

･ Google アカウントの設定を初期設定
時にスキップした場合は、Gmail などの
Google サービスの初回利用時に設定
することができます。

HTC Senseアカウント
HTC Sense アカウントを取得すると、HTC
Sense.com のサービスを利用することがで
きます。
本機の初回起動時には、HTC Sense アカウン
トを設定する初期設定ウィザードが表示され
ます。
HTC Sense アカウントをすでにお持ちの方
は、お持ちのアカウントを入力してください。
アカウントをお持ちでない方は、本機からアカ
ウ ン ト を す ぐ に 作 成 す る こ と が で き ま す。
HTC Sense アカウントの作成については、
「初期設定」（P.1-10）を参照してください。

補足
･ HTC Sense アカウントの設定を初期
設 定 時 に ス キ ッ プ し た 場 合 は、HTC
Hub などの HTC Sense.comサービス
の初回利用時に設定することができま
す。

補足
･ 最初に本機から設定した Google アカ
ウントなどいくつかのアカウントは、本
機をリセットしないと削除することは
できません。
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HTC Sync の利用
HTC Sync は、本機の連絡先やカレンダーなど
を、お使いのパソコンと連携して操作するための
ソフトウェアです。お買い上げ時の状態へリセッ
トするときや、ソフトウェア（ROM）のアップ
グレードを行う前に、HTC Sync を使用してパ
ソコンにバックアップし、同期させることができ
ます。
さらに以下の機能が利用できます。
･ コンピュータ上に Android マーケット以外
で購入したアプリケーションがある場合、
HTC Sync を使用してコンピュータから本
機にインストールすることができます。
･ 連絡先とカレンダーデータを修復できます。

パソコンに HTC Sync をインス
トールする
HTC Syncインストーラをダウンロードして、
パソコンにインストールします。
● HTC Sync は、当社 Web サイト「http://
w w w . s o f t b a n k . j p / m b / p ro d u c t / X /
001ht/」よりダウンロードいただけます。
● HTC Sync は、Microsoft Windows® 7、
Microsoft Windows® Vista および
Microsoft Windows® XP にインストール
することができます。
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● HTC Sync をインストールする前に必ず付
属のメモリカードを取り付けてくだいさ
い。

補足
･ HTC Sync を使用して本機との同期を
行うには、USB 2.0 が搭載されたコン
ピュータが必要です。
･ HTC Sync のインストールを開始する
前にパソコンで実行中のプログラムを
すべて終了し、セキュリティソフトを一
時的に無効にしてください。

1.

パソコン側でダウンロードした
「HTCSync.exe」をダブルクリック
する

2.

画面の指示に従ってインストールを
行う
「InstallShield ウィザードを完了しまし
た」という画面で「完了」をクリックする
と、インストールは終了です。パソコンの
タスクバーに HTC Sync のアイコンが表
示されます。

HTC Sync に本機を認識させる

1.

パソコン側で「スタート」→「HTC」
→「HTC Sync」をクリック

2.

付属の USBケーブルを使用して、パ
ソコンと本機を接続する

3.

本機側の接続タイプ選択画面で
HTC Sync ＞ 完了
本機に通知アイコン（
）が表示され、
パソコン側では同期設定ウィザードが起
動します。
パソコン側で同期設定ウィザードが起動
しない場合は、HTC Sync 画面の「今す
ぐ同期する」をクリックします。

4.

パソコン側で、画面の指示に従って
設定を行う
設定が完了すると、パソコンのタスクバー
に HTC Sync のアイコンが緑色で表示さ
れます。

同期の設定
パソコン上の Outlook 連絡先やカレンダーの
予定を HTC Sync を使って本機と同期させる
ことができます。Outlook Express を使用し
ている場合は、連絡先のみを本機と同期させる
ことができます。

1.

パソコンのタスクバーのHTC Sync
アイコンが緑色（
）になっている
ことを確認

2.
をダブルクリックする
3. 「ファイル」→「同期マネージャ」→
「設定」→「次へ」をクリック

4.

同期するアプリケーションやデータ
を選択

5.

同期を手動で行うか自動で行うかを
選択 ＞ 次へ

6. 「完了」をクリック
同期が開始されます。

7.

同期が完了したら「閉じる」をクリッ
ク

その他の同期オプションの設定
HTC Sync では、同期スケジュール設定、本
機とパソコンのデータ競合時の動作などを設
定できます。

1.

パソコンのタスクバーのHTC Sync
アイコンが緑色（
）になっている
ことを確認

2.
をダブルクリックする
3. 「ファイル」→「同期マネージャ」→

パソコンと手動で同期する

1.

付属の USBケーブルを使用して、パ
ソコンと本機を接続する

2.

本機側の接続タイプ選択画面で
HTC Sync ＞ 完了

3.

パソコンのタスクバーのHTC Sync
アイコンが緑色（
）になっている
ことを確認

4.

本機側で今すぐ同期

「設定」

4. 「手動設定」をクリック
5. オプション設定を行う→「OK」をク
リック

パソコンと同期する

パソコンから携帯電話にアプリ
ケーションをインストールする
アプリケーション（.apk 形式）を HTC Sync
を使用して本機にインストールすることがで
きます。

注意

パソコンと自動で同期する
パソコンと自動同期するには、事前に以下の設
定が必要です。

1.

メニューボタン（
）＞ 設定 ＞
アプリケーション ＞ 開発

2. 「USB デバッグ」がチェックされて
いることを確認

･ アプリケーションの使用に関する責任
は当社では一切負いかねますのであら
かじめご了承ください。

1.

メニューボタン（
）＞ 設定 ＞
アプリケーション ＞ 「不明な提供
元」にチェックを付ける ＞ OK

2.

付属の USBケーブルを使用して、パ
ソコンと本機を接続する

3.

本機側の接続タイプ選択画面で
HTC Sync ＞ 完了
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4.

パソコン側の
する

をダブルクリック

5. 「アプリケーション インストーラ」を
クリック

6. 「Android OS Installer ファイル
(apk)」がチェックされていることを
確認→「OK」をクリック

7. 「次へ」→「参照」
8. アプリケーションを選択→「開く」を
クリック

9. 「次へ」をクリック
10.インストールが完了したら「完了」
をクリック
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