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注意事項

•本アプリケーションは、今後のバージョン
アップにより、表示・本体動作･機能など、変
更することがあります。

•本マニュアルはS31HTを用いて説明してい
ます。

•ご不明な点は、下記お問い合わせ窓口まで
ご相談ください。

【お問い合わせ先】
イー･モバイルカスタマーセンター

イー･モバイル携帯電話から：１５７（無料）

一般電話から：０１２０-７３６-１５７（無料）
※他社の携帯電話、ＰＨＳからもご利用いただけます。

海外から：＋８１３６８３１３３３３（有料）

受付時間 ９：００～２１：００（日本時間／年中無休）
※間違い電話が多くなっております。番号をよくお確かめの上、おかけください。

※一部の光電話、ＩＰ電話等からはご利用いただけない場合があります。

ホームページ http://emobile.jp/
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１）EMnetメールご利用にあたって
■EMnetメールアプリダウンロード・インストール方法

① をタップします。 ②［マーケット］をタップしま
す。

③ をタップします。 ④検索窓に「EMnetメール」
と入力します。

⑤「EMnetメール」を選択し
ます。

⑥「無料」を選択します。 ⑦ダウンロードがはじまり
ます。通知パネルに進捗状
況が表示されます。

⑧インストール完了後、通
知パネルに「正常にインス
トールしました」と表示され
ます。

⑨ をタップします。 ⑩［EMnetメール］をタップし
ます。

⑪メールボックスが表示さ
れれば、完了です。

※EMnetメールアプリのダウンロードには、

事前にGoogleアカウントの取得・ログインが必要です。



5

■APN設定方法

１）EMnetメールご利用にあたって（つづき）
※WEB設定画面にアクセスするにはAPN（アクセスポイント）を

「EMnet」にする必要があります。

①待ち受け画面で［menu］
キーをタップし、［設定］を
タップします。

②[無線とネットワーク]を
タップします。

③[モバイルネットワーク設
定]をタップします。

④［アクセスポイント名］を
タップします。

⑤現在設定されているAPN
（アクセスポイント）が表示
されます。

⑥「WEB設定画面」への接
続に必要な[EMnet]をタップ
して設定します。

⑦本体の[ホーム]をタップ
して、待ち受けに戻ります。
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１）EMnetメールご利用にあたって（つづき）
■メールアドレス取得方法

①[EMnetメール]アイコンを
タップした後、［menu］キー
をタップし、［設定］をタップ
します。

③入力欄をタップし、ネット
ワーク暗証番号を入力しま
す。

④入力完了後、［ログイン］
をタップします。

⑤［メールアドレス変更］を
タップします。

⑥［現在のメールアドレス］
と入力欄が表示されます。

⑦登録したいメールアドレ
スを入力します。

⑧第3希望まで入力できま
す。

⑨入力が完了したら、［確
認］をタップします。

⑩登録可能なメールアドレ
スが表示されます。

⑪［決定］をタップします。 ⑫上の画面が表示されれ
ば設定完了です。

②下にスクロールさせて、
［WEB設定］をタップします。

※APN（アクセスポイント）が「EMnet」以外に設定されている場合は、

P37の「■設定（WEB設定）」の動作になります。
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１）EMnetメールご利用にあたって（つづき）
■WEB設定

①[EMnetメール]アイコンを
タップした後、［menu］キー
をタップし、［設定］をタップ
します。

③入力欄をタップし、ネット
ワーク暗証番号を入力しま
す。

④入力完了後、［ログイン］
をタップします。

⑤各種設定画面が確認で
きます。

②下にスクロールさせて、
［WEB設定］をタップします。

WEB設定の各機能

[1]メールアドレス変更方法

→初期メールアドレスやご利用中のメールアドレスを変更することができます。

[2]メールフィルタ

→指定したメールアドレスからのメール受信を拒否したり、逆に指定したメールアドレスからのメールのみを

受信したりすることができます。また、その他、メールの受信設定を行えます。

[3]メールヘッダ閲覧

→受信したメールのヘッダ情報（「To：宛先」、「From：差出人」、「Date：日付」、「Subject：題名」など送信経路が

わかる情報）を閲覧・転送することができます。

[4]EMnetメール設定確認

→各メール設定の情報を確認できます。

[5]新着メール通知

→圏外や電源が入っていない等の理由で、新着メール通知を受信できなかった場合に、新着メール通知の

再送を行えます。

※APN（アクセスポイント）が「EMnet」以外に設定されている場合は、

P37の「■設定（WEB設定）」の動作になります。
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２）メールの送信方法
■SMSの送信方法（連絡先から選択作成）

①[SMS作成]をタップします。 ②To:（赤く囲われた部分）
を長押しします。

③［連絡先を選択］をタップ
します。

④連絡先より、SMSを送信
する相手をタップします。

⑤電話番号をタップします。 ⑥To:に選択した電話番号
が入力されます。

⑦本文を入力します。 ⑧[送信]をタップすると、
SMSが送信されます。

⑨「送信確認」を[ON]に設
定している場合、確認画面
が表示されますので、[OK]
をタップし送信します。



9

２）メールの送信方法（つづき）
■SMSの送信方法（送信履歴から選択作成）

●上記説明では「連絡先」、「送信履歴」、「受信履歴」から電話番号を選択しておりますが、直接①
のTo:の部分に電話番号を入力することも可能です。

●SMSはイー・モバイル同士のみでのメッセージ送受信が可能なサービスです。

●SMS１通あたりの 大送信文字数は、全角７０／半角１６０文字です。

●送信履歴／受信履歴から選択作成した場合でも、設定で[送信確認]をONにしている場合は、送
信前に確認画面が表示されます。

■補足

①SMS作成画面より、To:
（赤く囲われた部分）を長押
しします。

②［送信履歴から選択］を
タップします。

③送信履歴より、SMSを送
信する相手をタップします。

④メッセージを入力し、[送
信]をタップして、SMSを送
信します。

①SMS作成画面より、To:
（赤く囲われた部分）を長押
しします。

②［受信履歴から選択］を
タップします。

③受信履歴より、SMSを送
信する相手をタップします。

④メッセージを入力し、[送
信]をタップして、SMSを送
信します。

■SMSの送信方法（受信履歴から選択作成）
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■EMnetメールの送信方法（連絡先から選択作成）

２）メールの送信方法（つづき）

①[MMS作成]をタップしま
す。

②To:（赤く囲われた部分）
を長押しします。

③［連絡先から選択］をタッ
プします。

④連絡先より、メールを送
信する相手をタップします。

⑤メールアドレスをタップし
ます。

⑥To:に選択したメールアド
レスが入力されます。

⑦件名、本文を入力します。 ⑧送信をタップすると、メー
ルが送信されます。

⑨「送信確認」を[ON]に設
定している場合、確認画面
が表示されますので、[OK]
をタップして送信します。
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■EMnetメールの送信方法（送信履歴から選択作成）

２）メールの送信方法（つづき）

●上記説明では「連絡先」、「送信履歴」、「受信履歴」から電話番号を選択しておりますが、直接①
のTo:の部分にメールアドレスを入力することも可能です。

●宛先は、To、CC、BCCそれぞれ 大全半角３１２文字まで入力可能です。

●宛先は、To、CC、BCC含め10件まで設定可能です。

●件名は、 大全半角４０文字まで入力可能です。

● 大送受信文字数は、送信／受信とも全半角５０００文字です。

●１通あたりの 大メールサイズは、１MB（メガバイト）です。

●送信履歴／受信履歴から選択作成した場合でも、設定で[送信確認]をONにしている場合は、送
信前に確認画面が表示されます。

■補足

①EMnetメール作成画面よ
り、To:（赤く囲われた部分）
を長押しします。

②［送信履歴から選択］を
タップします。

③送信履歴より、EMnet
メールを送信する相手を
タップします。

④件名・メッセージを入力し、
[送信]をタップして、EMnet
メールを送信します。

①EMnetメール作成画面よ
り、To:（赤く囲われた部分）
を長押しします。

②［受信履歴から選択］を
タップします。

③受信履歴より、EMnet
メールを送信する相手を
タップします。

④件名・メッセージを入力し、
[送信]をタップして、EMnet
メールを送信します。

■EMnetメールの送信方法（受信履歴から選択作成）



12

■絵文字の使い方

２）メールの送信方法（つづき）

①EMnetメール作成画面を
開きます。

③絵文字一覧が表示され
ます。

④件名に絵文字を入力で
きます。

⑤本文を入力します。 ⑥本文入力時に、［menu］
キーをタップし、［絵文字を
挿入］をタップします。

⑦絵文字一覧が表示され
ます。上下にスクロールさ
せると各種絵文字が表示さ
れます。

⑧一覧から絵文字を選択し、
本文に絵文字を入力できま
す。

②件名入力時に、［menu］
キーをタップし、［絵文字を
挿入］をタップします。

●EMnetメール作成と同様に、SMS作成時も本文に絵文字を使用することができます。

■補足



13

３）メールの確認方法
■通知アイコンから確認

■受信トレイから確認

①メールを受信すると、通
知アイコンが表示されます。

②画面上からスワイプさせ
通知パネルを表示します。

③確認したいメールをタッ
プします。

④メールが表示されます。

①[EMnetメール]アイコンを
タップします。

②メールボックスが表示さ
れるので、受信トレイをタッ
プします。

④メールが表示されます。③受信トレイに格納されて
いるメールが表示されるの
で、確認するメールをタップ
します。
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３）メールの確認方法（つづき）
■メールの表示（デフォルト表示の場合）

①「メールボックス」表示状
態で、[受信トレイ]をタップ
します。

②一番上のメールをタップ
します。

③先頭メッセージが表示さ
れます。

④画面上部の矢印をタップ
すると次のメールが表示さ
れます。

⑤2番目のメールが表示さ
れます。矢印をタップする
毎に次のメールが表示され
ます。

⑥矢印をタップする毎に、
次のメールが表示されます。

⑧左向きの矢印をタップす
ると、前のメールが表示さ
れます。（⑥のメールに戻り
ます）。

⑦受信トレイの 後のメー
ルが表示されているときは、
右向きの矢印は表示され
ません。

①スレッド表示設定の場合、
EMnetメール起動させると、
上記のような表示になりま
す。

②表示したいメールをタッ
プします。

③②でタップしたメッセージ
のこれまでのやり取り（履
歴）が表示されます。

■メールの表示（スレッド表示の場合）
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■メッセージ確認後の返信

■メッセージ確認後の転送

■メッセージの保護

３）メールの確認方法（つづき）

①メッセージを表示してい
る状態で、本体の[menu]を
タップします。

②[返信]をタップします。 ③返信メッセージに、原文
を引用する／しないのウイ
ンドウが表示されます。

①メッセージを表示してい
る状態で、本体の[menu]を
タップします。

②[転送]をタップします。 ③受信したメッセージに対
して転送できます。

①メッセージを表示してい
る状態で、本体の[menu]を
タップします。

②[メッセージを保護]をタッ
プします。

③メッセージが保護されま
す。

③´メッセージが保護されて
いる場合、[メッセージの保
護を解除]が表示されます。

④受信したメッセージに対
して返信できます。
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■メッセージ確認後に全員に返信

■メッセージ確認後に削除

■その他

３）メールの確認方法（つづき）

①メッセージを表示してい
る状態で、本体の[menu]を
タップします。

②[全員に返信]をタップし
ます。

③返信メッセージに、原文
を引用する／しないのウイ
ンドウが表示されます。

①メッセージを表示してい
る状態で、本体の[menu]を
タップします。

②[メッセージを削除]をタッ
プします。

③削除確認が表示されま
す。[削除]をタップすると
メッセージが削除されます。

①メッセージを表示してい
る状態で、本体の[menu]を
タップします。

②[その他]をタップします。 ③メッセージの詳細表示と
フォルダ移動、別のアプリ
での返信を選択できるオプ
ションが表示されます。

④差出人、CCの相手全て
に対してメッセージを返信
できます。



17

■メッセージ確認後の本文から電話をかける

３）メールの確認方法（つづき）

①メッセージを表示してい
る状態で、本文に電話番号
がある場合、青文字で表示
されます。

②電話を掛ける準備状態
になるので、[ダイヤル]を
タップします。

③電話を掛けることが出来
ます。電話を終了する場合
は、[通話を終了]をタップし
ます。
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４）メールボックスについて
■メールボックス（デフォルト表示）

■受信トレイ

■下書き

※「メールボックス」内の各項目について、
説明します。

本項では、メールボックスのデフォルト
表示時の動作について説明しています。

①[EMnetメール]アイコンを
タップします。

②「メールボックス」が表示
されます。

①「メールボックス」から[受
信トレイ]をタップします。

②今まで受信したメールが
表示されます。それぞれの
メールをタップすることで内
容が確認できます。

③本体の[menu]をタップす
ると、各種メニューが表示さ
れます。

①「メールボックス」から[下
書き]をタップします。

②未送信のメールが表示さ
れます。それぞれのメール
をタップすることで内容が
確認できます。

③本体の[menu]をタップす
ると、各種メニューが表示さ
れます。

④ ②の画面でそれぞれの
メールを長押下すると、メッ
セージオプションが表示さ
れます。

④ ②の画面でそれぞれの
メールを長押下すると、メッ
セージオプションが表示さ
れます。
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■送信トレイ

■送信済み

４）メールボックスについて（つづき）

①「メールボックス」から[送
信トレイ]をタップします。

②宛先不明などで送信でき
なかったメールが表示され
ます。メールをタップするこ
とで内容が確認できます。

③本体の[menu]をタップす
ると、各種メニューが表示さ
れます。

①「メールボックス」から[送
信済み]をタップします。

②「送信済み」のメールが
表示されます。メールをタッ
プすることで内容が確認で
きます。

③本体の[menu]をタップす
ると、各種メニューが表示さ
れます。

④ ②の画面でそれぞれの
メールを長押下すると、メッ
セージオプションが表示さ
れます。

④ ②の画面でそれぞれの
メールを長押下すると、メッ
セージオプションが表示さ
れます。

■ごみ箱

①「メールボックス」から[ご
み箱]をタップします。

②「ごみ箱」に入れられた
メールが表示されます。
メールをタップすることで内
容が確認できます。

③本体の[menu]をタップす
ると、各種メニューが表示さ
れます。

④ ②の画面でそれぞれの
メールを長押下すると、メッ
セージオプションが表示さ
れます。
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■SMS新規作成

４）メールボックスについて（つづき）

①「メールボックス」から
[SMS作成]をタップします。

② SMS新規作成画面が表
示されます。

③宛先やメッセージを入力
し、SMSを送信することが
できます。

④ ２）メールの送信方法
（■連絡先から選択作
成）に、SMSの作成方法
の記載がありますので、
ご確認ください。

■EMnetメール新規作成

①「メールボックス」から
[MMS作成]をタップします。

②EMnetメール新規作成画
面が表示されます。

③宛先や件名、メッセージ
を入力し、EMnetメールを送
信することができます。

④ ２）メールの送信方法
（■連絡先から選択作
成）に、EMnetメール作
成方法の記載がありま
すので、ご確認ください。
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４）メールボックスについて（つづき）
■メールボックス（スレッド表示の設定）

■スレッド一覧表示

①メールボックス表示時に
[menu]キーをタップし、［設
定］をタップします。

②「スレッド表示」をタップし
ます。

①スレッド一覧表示された
メールから表示したいス
レッドをタップします。

②スレッドが表示されます。 ②´ ①の画面でスレッドを
長押下すると、メッセージオ
プションが表示されます。

②´ ①の画面で[menu」を
タップすると、menuが表示
されます。

■スレッド一覧表示時のmenu

●[新着確認]をタップする
と、新着確認をすることが
できます。

●[設定]をタップすると、
EMnetメールの設定を行う
ことができます。

●[ヘルプ]をタップすると、
デベロッパーズページに接
続され、マニュアルやFAQ
が利用できます。

●[その他]をタップすると、
スレッドの削除や検索が行
えます。

④本体の［戻る］キーをタッ
プすると、メッセージがス
レッド表示されます。

③メッセージ表示が、スレッ
ド表示になります。
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４）メールボックスについて（つづき）
■スレッド閲覧時のメッセージ作成

■スレッド閲覧時（EMnetメール）のmenu（件名を追加）

①[メッセージを入力]部分
をタップします。

②スレッド上のメッセージに
対する返信文を入力できま
す。

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[件名を追加]をタップしま
す。

③件名が追加されます。

③[送信MMS]をタップする
と、メッセージが送信できま
す。

■スレッド閲覧時（EMnetメール）のmenu （添付）

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[添付]をタップします。 ③添付可能なコンテンツ一
覧が表示されます。
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４）メールボックスについて（つづき）
■スレッド閲覧時（EMnetメール）のmenu （送信）

■スレッド閲覧時（EMnetメール）のmenu （絵文字を挿入）

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[送信]をタップします。

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[絵文字を挿入]をタップ
します。

③返信メッセージに、絵文
字を挿入することができま
す。

③ 「送信確認」を[ON]に設
定している場合、確認画面
が表示されますので、[OK]
をタップして送信します。

■スレッド閲覧時（EMnetメール）のmenu （スレッドを削除）

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[スレッドを削除]をタップ
します。

③スレッド削除の確認画面
が表示されますので、 [OK]
をタップして削除します。

④返信メッセージが送信さ
れます

④ スレッドが削除されます。
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４）メールボックスについて（つづき）
■スレッド閲覧時（EMnetメール）のmenu （その他）

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[その他]をタップします。 ③スレッド一覧表示に戻っ
たり、連絡先に追加するこ
とができます。



25

４）メールボックスについて（つづき）
■スレッド閲覧時（SMS）のmenu （発信）

■スレッド閲覧時（SMS）のmenu （連絡先を表示）

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[発信]をタップします。

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[連絡先表示]をタップし
ます。

③ SMS送信相手の連絡先
を表示することができます。

③ SMS送信相手に、電話
発信をすることができます。

■スレッド閲覧時（SMS）のmenu （絵文字を挿入）

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[絵文字を挿入]をタップ
します。

③返信メッセージに、絵文
字を挿入することができま
す。
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４）メールボックスについて（つづき）
■スレッド閲覧時（SMS）のmenu （スレッドを削除）

■スレッド閲覧時（SMS）のmenu （スレッド一覧）

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[スレッドを削除]をタップ
します。

①スレッド表示された状態
で、[menu]キーをタップしま
す。

②[スレッド一覧]をタップし
ます。

③スレッド一覧表示に戻り
ます。

③スレッド削除の確認画面
が表示されますので、 [OK]
をタップしてスレッドが削除
されます。
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■フォルダ新規作成

■フォルダ名変更

■フォルダ表示場所移動

５）フォルダ作成

① 「メールボックス」表示状
態で、[menu]キーをタップし、
[フォルダ作成]をタップしま
す。

②フォルダ作成のための画
面が表示されます。

③作成するフォルダの名前
を入力し、[OK]をタップしま
す。

① 「メールボックス」表示状
態で、変更するフォルダを
長押しします。

②[フォルダ名変更]をタップ
します。

③変更するフォルダの名前
を入力し、[OK]をタップしま
す。

① 「メールボックス」表示状
態で、移動するフォルダを
長押しします。

②移動したい方向をタップ
します。この場合は、一つ
下へ移動させます。

③メールボックス内のフォ
ルダの位置が、移動されま
す

④フォルダが新しく作成さ
れます。

④ フォルダ名が変更されま
す。
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■フォルダ削除（メールがない場合）

■フォルダ削除（メールがある場合）

■フォルダ削除（振り分け条件が設定されている場合）

５）フォルダ作成（つづき）

① 「メールボックス」表示状
態で、削除するフォルダを
長押しします。

②[フォルダ削除]をタップし
ます。

③確認画面が表示される
ので、 [削除]をタップします。

① 「メールボックス」表示状
態で、削除するフォルダを
長押しします。

②[フォルダ削除]をタップし
ます。

③フォルダ内にメールがあ
ることが判る確認画面が表
示されるので 、[削除]を
タップします。

① 「メールボックス」表示状
態で、削除するフォルダを
長押しします。

②[フォルダ削除]をタップし
ます。

③フォルダにメール振り分
けが設定されていることが
判る確認画面が表示される
ので 、[削除]をタップします。

④選択したフォルダが削除
されます。

④選択したフォルダがメー
ルごと削除されます。

④選択したフォルダが削除
されます。
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■フォルダ削除（振り分け条件が設定されていて、且つメールがある場合）

５）フォルダ作成（つづき）

① 「メールボックス」表示状
態で、削除するフォルダを
長押しします。

②[フォルダ削除]をタップし
ます。

③メール振り分け設定およ
びメールがあることが判る
確認画面が表示されるの
で 、[削除]をタップします。

④選択したフォルダがメー
ルごと削除されます。
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■振り分け条件新規作成

６）振り分け条件設定

①「メールボックス」表示状
態で、[menu]をタップし、[そ
の他]をタップします。

②[振り分け設定] をタップ
します。

③[新規振り分けを追加す
る]をタップします。

④振り分け条件の名前を
入力します。

⑤振り分け条件を反映する
フォルダを選択します。

⑥メールを振り分けるため
の条件や、振り分けキー
ワードを設定します。

⑧振り分け条件が追加され
ます。

⑦振り分け条件を確認し、
[OK]をタップします。
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■振り分け条件名変更

６）振り分け条件設定（つづき）

①「メールボックス」表示状
態で、[menu]をタップし、[そ
の他]をタップします。

②[振り分け設定] をタップ
します。

③振り分け条件名を変更
する振り分け条件（この場
合は[会社]）をタップします。

④振り分け条件名部分を
タップします。

⑤変更したい振り分け条件
名を入力します。

⑥振り分け条件名が変更さ
れます。
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■振り分け条件削除

６）振り分け条件設定（つづき）

①「メールボックス」表示状
態で、[menu]をタップし、[そ
の他]をタップします。

②[振り分け設定] をタップ
します。

③振り分け条件の削除を
する振り分け条件名（この
場合は[家族]）を長押ししま
す。

④[振り分け削除] をタップ
します。

⑤確認画面が表示される
ので、 [削除]をタップします。

⑥振り分け条件が削除され
ます。
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■振り分け条件の優先順位変更

６）振り分け条件設定（つづき）

①「メールボックス」表示状
態で、[menu]をタップし、[そ
の他]をタップします。

②[振り分け設定] をタップ
します。

③優先順位を変更する振り
分け条件名（この場合は
[会社]）を長押しします。

④優先順位を上げる場合
は[1つ上へ]、下げる場合
は[1つ下へ] をタップします。

⑤優先順位が変更されま
す。
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■振り分け条件設定時の新規フォルダ作成

６）振り分け条件設定（つづき）

①「メールボックス」表示状
態で、[menu]をタップし、[そ
の他]をタップします。

②[振り分け設定] をタップ
します。

③振り分け条件設定時に
新しくフォルダを作成する
場合は、[フォルダ作成]を
タップします。

④フォルダ作成のための画
面が表示されます。

⑤作成するフォルダの名前
を入力し、[OK]をタップしま
す。

⑥フォルダが作成されます。
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■振り分け条件の実行

６）振り分け条件設定（つづき）

①「メールボックス」表示状
態で、[menu]をタップし、[そ
の他]をタップします。

②[振り分け設定] をタップ
します。

③[今すぐ実行]をタップしま
す。

④[OK]をタップし、設定され
た振り分け条件を実行しま
す。

■振り分け条件が設定されたフォルダが削除された場合

① 「メールボックス」表示状
態で、[menu]をタップし、[そ
の他]をタップします。

②[振り分け設定] をタップ
します。

③振り分け条件を設定した
そるだが削除された場合は、
振り分け条件がグレーに表
示されます。
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■EMnetメール作成

①「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[SMS作成]をタッ
プします。

① 「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[フォルダ作成] を
タップします。

① 「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[MMS作成]をタッ
プします。

７）各種menu

②フォルダ作成画面が表
示されます。

②EMnetメールの新規作成
画面が表示されます。

② SMSの新規作成画面が
表示されます。

③ ２）メールの送信方法
（■連絡先から選択作
成）に、EMnetメールの
作成方法の記載があり
ますので、ご確認くださ
い。

③ ２）メールの送信方法
（■連絡先から選択作
成）に、SMSの作成方法
の記載がありますので、
ご確認ください。

■SMS作成

■フォルダ作成

③ ５）フォルダ作成（■
フォルダ新規作成）に、
フォルダ作成方法の記
載がありますので、ご確
認ください。
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①「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[設定]をタップしま
す。

① 「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[新着確認]をタッ
プします。

７）各種menu（つづき）

② 新着確認を実施します。

■新着確認

■設定

②P.39から、EMnetメール
の設定について、詳細説明
します。

① 「設定」を表示している
状態で、画面下までスク
ロールさせ、[WEB設定] を
タップします。

②APNが「EMnet」に設定さ
れていない場合は上記画
面が表示されるので、[OK]
をタップします。

■設定（WEB設定）

③APNが「EMnet」以外に設
定されている場合は、上記
画面が表示されるので、
[OK]をタップします。

③ 「新着メール通知」画面
が表示されます。※新着
メールがない場合は「0」と
表示されます。

③APN設定画面で [EMnet]
をタップして設定したあと、
[戻る]キーをタップし、再度
[WEB設定] をタップします。

④「WEB設定」のログイン画
面が表示されます。
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① 「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[その他]をタップし
ます。

① 「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[その他]をタップし
ます。

① 「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[その他]をタップし
ます。

７）各種menu（つづき）

②[振り分け設定]をタップし
ます。

②[検索]をタップします。

■その他（振り分け設定）

■その他（ヘルプ）

■その他（検索）

②[ヘルプ]をタップします。

②検索窓が表示され、検索
する文章を入力することが
できます。

③デベロッパーズページに
接続され、マニュアルや
FAQが利用できます。（イン
ターネット接続をします）

③ P.30からの、「６）振り分
け条件設定」を参照して
ください。
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■EMnetメールの設定

７）各種menu（つづき）

設定
「ソフトウェアのバージョン」

ソフトウェアのバージョンが確認できます。

表示の設定
「スレッド表示」

フォルダ表示／スレッド表示の形式を選択できます。

「メッセージ作成を表示」

メールボックスにメッセージ作成ボタンを表示します。

「送信・保存・破棄を表示」

送信・保存・破棄ボタンを表示します。

「送信確認」

送信時に確認します。

「文字サイズ」

（極少／小／標準／大／特大）から選択できます。

SMSの設定
「原文の引用」

（常に確認する／常に引用する／常に引用しない）から選択できます。

「受取確認通知」

送信メッセージの受取確認を要求することができます。

「SIMカードのメッセージ」

SIMカードに保存したSMSメッセージを管理することができます。

MMSの設定
「原文の引用」

（常に確認する／常に引用する／常に引用しない）から選択できます。

「自動で取得」

メッセージを自動で取得します。

「ローミング時に自動取得」

ローミング中にメッセージを自動で取得します。

「Wi-Fiテザリング時に取得」

Wi-Fiテザリング時にメッセージの取得をするかを設定できます。

通知設定
「通知」

ステータスバーに通知メッセージを表示するかどうかを設定できます。

「着信音を選択」

着信音を選択できます。

「バイブレーション」

メッセージ通知時にバイブレーションで通知するか設定できます。

「バイブレーションパターン」

メッセージ通知時のバイブレーションパターンを（短い／普通／長い）から選択できます。

その他の設定

「SDカードに保存」

メッセージをSDカードに保存するかを設定できます。

「メッセージをインポート」

SDカードからメッセージをインポートします。

「メッセージをエクスポート」

SDカードにメッセージをエクスポートします。

「送受信履歴を削除」

メッセージの送受信履歴を削除することができます。

「WEB設定」

WEB設定画面を表示します。インターネットにアクセスします。

フォルダ設定
「メール振り分け」

（常に確認する／常に引用する／常に引用しない）から選択できます。

「ごみ箱自動削除」

（自動削除しない／1日後／5日後／10日後／30日後／90日後／180日後）に設定できます。
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■添付ファイルの表示

■文字サイズの変更

①フォルダ表示の場合の
添付ファイル表示です。

②対応していない添付ファ
イル形式の場合、ファイル
名が表示されます。

①EMnetメールを立ち上げ
た後、[menu]キーをタップし
て、[設定]をタップします。

②設定から、[文字サイズ]
をタップします。

③文字サイズ選択画面が
表示されるので、表示させ
たい文字サイズをタップし
ます。（画面は（特大））

④選択した文字サイズで
メッセージが表示されます。

①´スレッド表示の場合の
添付ファイル表示です。

７）各種menu（つづき）

②´対応していない添付
ファイル形式の場合、ファイ
ル名が表示されます。

●文字サイズ「極少」 ●文字サイズ「小」 ●文字サイズ「標準」 ●文字サイズ「大」
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■絞込み検索

７）各種menu（つづき）

①「受信トレイ」表示時に、
［menu］キーをタップし、［絞
込み］をタップします。

③検索対象を決定するた
め、赤枠で囲まれている部
分をタップします。

④絞込みを行う検索対象を
選択します。（この場合は
「アドレス」で絞込み）

⑤次に、検索条件を決定す
るため、赤枠で囲まれてい
る部分をタップします。

⑥絞込みを行う検索条件を
選択します。（この場合は
「含む」で絞込み）

⑦絞込条件が設定されま
す。

⑧絞込み条件を確認し、
[OK]をタップします。

⑨絞込み条件と一致した
メッセージが抽出されます。

⑩絞込み有効時、[menu]を
タップすると、さらに絞り込
んだり、絞込みを解除する
ことができます。

⑪絞込みを解除したい場合、
［絞込みを解除］をタップし
ます。

⑫絞込みが解除されます。

②絞込み検索メニューが表
示されます。
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アイコン アイコンの意味

EMnetメール：メール送信／メール受信の失敗

SMS：SMS送信失敗

EMnetメール：送信完了

SMS:送信完了

EMnetメール：開封通知受信（送信メールに開封通知設定
を行なっている場合のみ有効です）とメール着信通知（手
動受信設定にしている場合のみ。この状態では本文はま
だダウンロードしていません）。

EMnetメール：返信済み

SMS:返信済み

EMnetメール：転送済み

SMS:転送済み

EMnetメール：返信済み・転送済み

SMS:返信済み・転送済み

EMnetメール：保護（削除しようとすると、警告を表示）

SMS：保護（削除しようとすると、警告を表示）

EMnetメール：添付ファイル付き

EMnetメール：新着受信通知

SMS:新着受信通知

EMnetメール：メール送信／メール受信の失敗

※画面 上部のステータスバーに表示

EMnetメール：未読メール数（緑の丸の中に数字で表示）

SMS：未読メール数（緑の丸の中に数字で表示）

EMnetメール：メール総数（灰色の丸の中に数字で表示）

SMS：メール総数（灰色の丸の中に数字で表示）

７）各種menu（つづき）
■アイコンの説明
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８）Ver.1.2.2での追加機能

•本ページ以降で、Ver.1.2.2で追加された機
能と動作制限について説明します。

•本ページ以降の操作マニュアルはS42HWを
用いて説明しています。
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■Wi-Fi接続中のEMnetメール（MMS）送受信機能

８）Ver.1.2.2での追加機能

①EMnetメールを起動
し、設定を開きます。

②設定から［Wi-Fi使
用時に取得］を選択し
ます。

■機能の補足

◆Wi-Fi接続中の受信について：

上記設定を行うことにより、Wi-Fi接続中でも、

EMnetメールの受信が可能になりました。

◆制限事項：

本機能は、S31HTには非対応となります。

また、設定メニューに「Wi-Fi使用中に取得」は表示されません。

★注意事項：

Wi-Fi接続中のEMnetメール送受信は、３G回線を利用しますので、

パケット通信料が発生します。

③Wi-Fi接続中でも、
EMnetメールを送受信
することが可能です。
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■SDカードに保存したEMnetメールデータの端末間移動制限

８）Ver.1.2.2での追加機能

①［SDカードに保存］
を設定している場合、
右記の制限事項が発
生します。

■EMnetメール エクスポートデータの端末間移動制限

◆SDカードの差し替え制限：

★ （Ver1.2.1までのEMnetメールを利用している場合）

「SDカードに保存」にチェックした状態のAndroid OS ２．３．４

以降の端末からSDカードを取り外し、S31HT/S31HW/S41HW

に挿入すると、EMnetメールデータが壊れることがあります。

★（Ver1.2.2～）

異機種間のSDカード差し替えにより、EMnetメールデータが壊

れることはありませんが、EMnetメールデータの移行は、同一

機種間のみ可能となります。

①エクスポートした
EMnetメールデータに
ついて、右記の制限
事項が発生します。

◆制限事項：

Android OS ２．３．４以降の端末からエクスポートした

EMnetメールデータは、 Android OS ２．３．３以前

（S31HT/S31HW/S41HW）へインポートすることができません。
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９）Ver.1.3での追加機能

•本ページ以降で、Ver.1.3で追加された機能
について説明します。

•本ページ以降の操作マニュアルはS51SEを
用いて説明しています。
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① 待ち受け画面にEMnet
メールアイコンが表示され
ていることを確認します。

②EMnetメールの 新版を、
P4から記載されている方法
を参考に、ダウンロード/イ
ンストールします。

■EMnetメールアプリアイコンの変更

■EMnetメール/emobileメールのドメイン切り替え

９）Ver.1.3での追加機能

③ダウンロード/インストー
ルが完了すると、待ち受け
画面のアイコンが変更され
ます。

★ ～ Ver.1.2.5までのアイコン

★ Ver.1.3からのアイコン

EMnetメール/emobileメールのドメイン切り替えについての補足

[1]各ドメインでのメール受信について

→EMnetメールアプリでは、設定を切り替えることにより夫々のドメイン宛てのメールを受信することができますが、

同時に2つのドメインからのメールを受信することはできません。

設定でドメインを切り替えて、夫々のドメインからのメールを受信してください。

①「メールボックス」が表示
されている状態で[menu」を
タップし、[設定]をタップしま
す。

② [ドメイン」をタップし、受
信したいドメインをタップし
ます。

③[戻る]をタップして、メー
ルボックスに戻ります

④「メールボックス」部分に、
現在のドメインが表示され
ます。[EMnet]から[emobile]
にドメイン変更されています。


