
このたびはLIBMOにお申込いただき、誠にありがとうございます。
本書では、ご購入いただいた端末ごとの設定方法をご案内しております。
ご購入いただいた端末のページをご参照ください。ＩＮＤＥＸ
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端末設定ガイド
端末にAPN設定をすることで、データ通信サービスが利用できるようになります。ご利用の端末をご確認の上で該当する端末の設定方法をご覧ください。

SIM1枚での使用
名 前 ：libmo
APN ：libmo.jp
ユーザー名 ：user@libmo
パスワード ：libmo
認証タイプ ：PAPまたは
     CHAPを選択

■ご使用にあたっての注意事項
①SIM カードはピンを使用しないと、本体から SIM カードホルダーを引き出せません。
②microSD カードを利用する場合、本体にセットできる SIM は microSIMしか使えません。microSD を利用しない場合は、nanoSIM も使えますが、拡張性を
考慮するとmicroSIM をお勧めいたします。

③充電ケーブルは、USB type-C です。microUSB ケーブルは、そのままでは使えませんのでご注意ください。※microUSB ケーブルの場合、microUSB－TypeC
変換アダプタが必要です。

テザリングを行う場合

「Androidシステム設定」→「SIMカード」を選
択し、下記の設定を行います。
１：SIMスロット1,2の使用の設定
２：SMSメッセージの設定

1

「Androidシステム設定」→「もっと見る」→「モバイルネット
ワーク」→「アクセスポイント名」を選択し、アクセスポイントの
登録を行います。+をタップし、新規アクセスポイントの情報を
登録します。

2

「設定ボタン」をタップし、
登録情報を保存します。

3

「Androidシステム設定」→
「もっと見る」→「テザリング
とポータブルアクセスポイン
ト」→「Wi-Fiアクセスポイン
ト」をタップします。

画面上部の右側にある、スラ
イドボタンを右側にスライド
させます。

「Wi-Fiアクセスポイントを
セットアップ」をタップし、
アクセスポイントの情報を
確認します。

必要に応じて、「ネットワーク
名（アクセスポイント名）」、
「セキュリティ」、「パスワー
ド」、「AP帯域幅を選択」を
確認、または変更します。

テザリング終了時には、❷の
画面で、スライドボタンを左
側にスライドさせます。

「Androidシステム設定」→
「もっと見る」→「テザリング
とポータブルアクセスポイン
ト」→「Wi-Fiアクセスポイン
ト」をタップします。

画面上部の右側にある、スラ
イドボタンを右側にスライド
させます。

「Wi-Fiアクセスポイントを
セットアップ」をタップし、
アクセスポイントの情報を
確認します。

必要に応じて、「ネットワーク
名（アクセスポイント名）」、
「セキュリティ」、「パスワー
ド」、「AP帯域幅を選択」を
確認、または変更します。

テザリング終了時には、❷の
画面で、スライドボタンを左
側にスライドさせます。

ホーム画面上の、「設定」→
「SIM管理」をタップします。

4

音声とデータのスライドボタンを
右側になっているか確認します。

6

画面右上の「完了」ボタンを
タップし、登録を完了させます。

7

マップ、ブラウザ等でネット
ワーク接続を確認しましょう。

8

SIM1のサービス名に、❷で設定した名前
が表示されている事を確認。表示されて
いない場合、❷の設定をやり直します。

5

※音声は初期設定で右側に
　スライドされています。

SIM2 枚での使用
名 前 ：libmo
APN ：libmo.jp
ユーザー名 ：user@libmo
パスワード ：libmo
認証タイプ ：PAPまたは
     CHAPを選択

■ご使用にあたっての注意事項
①SIM カードはピンを使用しないと、本体から SIM カードホルダーを引き出せません。
②充電ケーブルは、USB type-C です。microUSB ケーブルは、そのままでは使えませんのでご注意ください。※microUSB ケーブルの場合 microUSB－TypeC
変換アダプタが必要です。

③SIM カード 2 枚同時のデータ通信は行えません。必ずどちらかの SIM は音声のみの使用に限定されます。

テザリングを行う場合

「Androidシステム設定」→「SIMカード」を選択し、
上記の設定を行います。

1

「Androidシステム設定」→「もっと見る」→「モバイルネット
ワーク」→「アクセスポイント名」を選択し、アクセスポイントの
登録を行います。+をタップし、新規アクセスポイントの情報を
登録します。

2

「設定ボタン」をタップし、
登録情報を保存します。

3

1 2 3 4 51 2 3 4 5

ホーム画面上の、「設定」→
「SIM管理」をタップします。

4

音声とデータのスライドボタ
ンを右側になっているか確認
します。2枚のSIMを利用する
場合、音声はSIMスロット1、
SIMスロット2共にスライドス
イッチを右側にする必要があ
りますデータ通信は、どちら

かのSIMを選択します。画面上、両方をON設
定にはできないように制御されています。

6

画面右上の「完了」ボタンを
タップし、登録を完了させます。

7

マップ、ブラウザ等でネット
ワーク接続を確認しましょう。

8

SIM1のサービス名に、❷で設定した名前
が表示されている事を確認。表示されて
いない場合、❷の設定をやり直します。

5

※音声は初期設定で右側にスライドされています。

１：SIMスロット1,2の使用の設定
2枚のSIMを利用する場合、SIMスロット1、SIMスロット
2共にスライドスイッチを右側にする必要があります。

２：SMSメッセージの設定　SIM1、SIM2共に音声、又
はSMS契約がある場合、どちらのSIMを使いSMSを
送信するか設定します。その都度確認は、SMSを送
信する度にSIMを選択します。SIM1、又はSIM2を設
定すると、設定したSIMからSMSを送信します。

３：通話の設定も、２：のSMSと同じ様に発信する場合の優
先順位を設定します。
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端末設定ガイド 端末設定ガイド
端末にAPN設定をすることで、データ通信サービスが利用できるようになります。ご利用の端末をご確認の上で該当する端末の設定方法をご覧ください。 端末にAPN設定をすることで、データ通信サービスが利用できるようになります。ご利用の端末をご確認の上で該当する端末の設定方法をご覧ください。

名 前 ：libmo
APN ：libmo.jp
ユーザー名 ：user@libmo
パスワード ：libmo
認証タイプ ：PAPまたは
     CHAPを選択

テザリングを行う場合

「Androidシステム設定」→「データ通信・機内モード」→
「モバイルネットワーク」→「アクセスポイント名」を選択し、
上記の設定を行います。+をタップし、新規アクセスポイン
トの情報を登録します。

1

「Androidシステム設定」→
「データ通信・機内モード」→
「テザリング」をタップします。

1

画面上部の右側にある「Wi-Fi
テザリング」スライドボタンを
右側にスライドさせます。

2

「Wi-Fiアクセスポイントを
セットアップ」をタップし、
アクセスポイントの情報を
確認します。

3

必要に応じて、「ネットワー
ク名（アクセスポイント
名）」、「セキュリティ」、「パス
ワード」、「AP帯域幅を選択」
を確認、または変更します。

4

テザリング終了時には、❷の
画面で、スライドボタンを左
側にスライドさせます。

5

名 前 ：libmo
APN ：libmo.jp
ユーザー名 ：user@libmo
パスワード ：libmo
認証タイプ ：PAPまたは
     CHAPを選択

■ご使用にあたっての注意事項
①SIM カードはピンを使用しないと、本体から SIM カードホルダーを引き出せません。
②本機種は SIM1の nanoSIMしか使用できません。SIM２は日本では使えない通信方式の為、SIM２はmicroSD のみとなります。

テザリングを行う場合

Androidシステム設定→その
他→モバイルネットワークを
選択し、モバイルデータ通信
と常時接続を有効にするを右
側にスライドさせます。

1

Androidシステム設定→その他→モバイルネットワーク→アク
セスポイント名を選択し、アクセスポイントの登録を行う。
+をタップし、新規アクセスポイントの情報を登録します。

2

保存ボタンをタップし、
登録情報を保存します。

3

「Androidシステム設定」→
「その他」→「テザリングと
ポータブルアクセス」→
「ポータブルWi-Fiアクセス
ポイント」をタップします。

1

画面上部の右側にある、スラ
イドボタンを右側にスライド
させます。

2

「Wi-Fiアクセスポイントを
設定」をタップし、アクセスポ
イントの情報を確認します。

3

必要に応じて、「ネットワーク
名（アクセスポイント名）」、
「セキュリティー」、「パスワー
ド」、「AP帯域幅を選択」を確
認、または変更します。

4

テザリング終了時には、❷の
画面で、スライドボタンを左
側にスライドさせます。

5

ホームボタンをタップし、
ホームに戻ります。

4

ホーム画面から、マップ、ブラウザ等で
ネットワーク接続を確認しましょう。

5

設定ボタンをタップし、
登録情報を保存します。

2

マップ、ブラウザ等でネット
ワーク接続を確認しましょう。

3
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端末設定ガイド
端末にAPN設定をすることで、データ通信サービスが利用できるようになります。ご利用の端末をご確認の上で該当する端末の設定方法をご覧ください。

SIM1枚での使用
名 前 ：libmo
APN ：libmo.jp
ユーザー名 ：user@libmo
パスワード ：libmo
認証タイプ ：PAPまたは
     CHAPを選択

■ご使用にあたっての注意事項

■ご使用にあたっての注意事項

テザリングを行う場合

「Androidシステム設定」→「SIMカードとモバイ
ル通信」を選択し、上記の設定を行います。

1

「Androidシステム設定」→「SIMカードとモバイル通信」→「モ
バイルネットワーク設定」→「アクセスポイント名」を選択し、ア
クセスポイントの登録を行います。+をタップし、新規アクセス
ポイントの情報を登録します。

2

「設定ボタン」をタップし、
登録情報を保存します。

3

「Androidシステム設定」→
「テザリングとポータブルア
クセスポイント」→「Wi-Fiア
クセスポイント」をタップし
ます。

1

画面上部の右側にある、スラ
イドボタンを右側にスライド
させます。

2

「テザリングをセットアップ」
をタップし、アクセスポイン
トの情報を確認します。

3

必要に応じて、「ネットワーク
名（アクセスポイント名）」、
「セキュリティー」、「パスワー
ド」、「AP帯域幅を選択」を確
認、または変更します。

4

テザリング終了時には、❷の
画面で、スライドボタンを左
側にスライドさせます。

「Androidシステム設定」→
「テザリングとポータブルア
クセスポイント」→「Wi-Fiア
クセスポイント」をタップし
ます。

画面上部の右側にある、スラ
イドボタンを右側にスライド
させます。

「テザリングをセットアップ」
をタップし、アクセスポイン
トの情報を確認します。

必要に応じて、「ネットワーク
名（アクセスポイント名）」、
「セキュリティー」、「パスワー
ド」、「AP帯域幅を選択」を確
認、または変更します。

テザリング終了時には、❷の
画面で、スライドボタンを左
側にスライドさせます。

5

1 2 3 4 5

マップ、ブラウザ等でネット
ワーク接続を確認しましょう。

4

SIM2 枚での使用
名 前 ：libmo
APN ：libmo.jp
ユーザー名 ：user@libmo
パスワード ：libmo
認証タイプ ：PAPまたは
     CHAPを選択

テザリングを行う場合

「Androidシステム設定」→「SIMカードとモバイル通信」を
選択し、上記の設定を行います。

1

「Androidシステム設定」→「SIMカードとモバイル通信」→「モ
バイルネットワーク設定」→「アクセスポイント名」を選択し、ア
クセスポイントの登録を行います。+をタップし、新規アクセス
ポイントの情報を登録します。

2

「設定ボタン」をタップし、
登録情報を保存します。

3 4

「通話」をタップし、通話を行
うSIMの優先度を設定しま
す。どちらのSIMも音声が使
える場合、その都度確認か
SIM1、又はSIM2を選択しま
す。選択したSIMの電話番号
が音声通話の際に使用され

ます。SIMスロットの選択と、モバイルデータの
設定は同一でないと通信は行えません。

「モバイルネットワーク設定」を
タップし、データ通信を使用す
るSIM（1又は2）が、データ通信
を有効にするのスライドスイッ
チが右側になっている事を確
認し、されていない場合、右側
にスライドさせます。

6

マップ、ブラウザ等でネット
ワーク接続を確認しましょう。

7

「アクセスポイント名」をタップし、❷で
設定したAPNを指定します。

5

１：SIMスロット1,2の使用の設定をします。
2枚のSIMを利用する場合、SIMスロット1、SIMスロット
2共にスライドスイッチを右側にする必要があります。

２：SMSメッセージの設定　SIM1、SIM2共に音声、又
はSMS契約がある場合、どちらのSIMを使いSMSを
送信するか設定します。その都度確認は、SMSを送
信する度にSIMを選択します。SIM1、又はSIM2を設
定すると、設定したSIMからSMSを送信します。

３：通話の設定も、２：のSMSと同じ様に発信する場合の優
先順位を設定します。

１：SIMスロット1,又は2の使用の設定をします。
２：SMSメッセージの設定をします。
３：モバイルネットワーク設定→データ通信を有
効にするのスイッチが右側にスライドされて
いる事を確認します。されていない場合、右側
にスライドさせます。

microSIM、nanoSIM の両方を SIM１と SIM2に挿入しても、同時に通信はできません。
SIM１と SIM2のどちらか片方を指定して通信することになります。

microSIM、nanoSIM の両方を SIM１と SIM2に挿入しても、同時に通信はできません。
SIM１と SIM2のどちらか片方を指定して通信することになります。
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端末設定ガイド
端末にAPN設定をすることで、データ通信サービスが利用できるようになります。ご利用の端末をご確認の上で該当する端末の設定方法をご覧ください。

名 前 ：libmo
APN ：libmo.jp
ユーザー名 ：user@libmo
パスワード ：libmo
認証タイプ ：PAPまたは
     CHAPを選択

■ご使用にあたっての注意事項
①SIM カードはピンを使用しないと、本体から SIM カードホルダーを引き出せません。
②SIM カードスロットは2つありますが、LIBMOでは SIM1のｍicroSIM カードしか使えませんのでご注意ください。

テザリングを行う場合

1

「Androidシステム設定」→「もっと見る」→「モバイルネット
ワーク」→「アクセスポイント名」を選択し、アクセスポイントの
登録を行います。+をタップし、新規アクセスポイントの情報を
登録します。

2

「設定ボタン」をタップし、
登録情報を保存します。

3

「Androidシステム設定」→
「もっと見る」→「テザリング」
→「Wi-Fiアクセスポイント」
をタップします。

1

画面上部の右側にある、スラ
イドボタンを右側にスライド
させます。

2

「Wi-Fiアクセスポイントを
セットアップ」をタップし、ア
クセスポイントの情報を確
認します。

3

必要に応じて、「ネットワーク
名（アクセスポイント名）」、
「セキュリティー」、「パスワー
ド」、「AP帯域幅を選択」を確
認、または変更します。

4

テザリング終了時には、❷の
画面で、スライドボタンを左
側にスライドさせます。

5

「Androidシステム設定」→「デュア
ルSIMカード設定」をタップします。

4

SIMスロット1のスライドスイッチがON
になっていることを確認します。されて
いない場合、ONにします。

5

「Androidシステム設定」→「SIMカード」を選
択し、下記の設定を行います。
１：SIMスロット1,2の使用の設定
２：SMSメッセージの設定

優先SIM設定のモバイルデー
タ通信音声に、JP DOCOMO
と表示されているか確認しま
す。表示されていない場合、
SIMを認識していないため、
SIMスロットの抜き差しを行
い、SIMの認識を確認します。

6

マップ、ブラウザ等でネット
ワーク接続を確認しましょう。

7


