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1はじめに

   ミュージックキー／マークキー

右ソフトボタン

OK キー

  電源／終話キー

の操作ガイド部右側の機能を有効にします。

画面から「ホームページ」にアクセスします。

ューから選択した機能を決定します。

画面からメインメニューにアクセスします。

画面から「ミュージック」画面にアクセスします。

プション項目のチェックボックスを選択します。

源のオン／オフや通話を終了するとき、着信拒

をしたいときに使用します。

キー

や文字を入力するときに使用します。

く押すと、マナーモード設定／解除の切替
 

各部の名称と機能

     TV 電話

    

スクロールキー

    左ソフトボタン

  通話キー

       クリアキー

 文字入力時にカーソルの前にある文字を   
削除します。

送話口

      

   

受話口

イン

     

 

キー

 

• メニューをスクロールするときに使用します。

• ブラウザ、電話帳、新規メール作成およびデータフォ

ルダにすばやくアクセスします。

• 画面の操作ガイド部左側の機能を有効にします。

• 待受画面からメインメニューにアクセスします。

• TV電話をかけます。

• 待受画面から「通話履歴」の発信履歴画面にアクセ

スします。

• 電話をかけるときや受けるときに使用します。

• 待受画面から「通話履歴」の発信履歴画面に

アクセスします。

• 画面

• 待受

• メニ

• 待受

• 待受

• オ

• 電
否

番号

数字

待受画面で長
ができます。

カメラ



各部の名称と機能
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池カバーロック
除ボタン

面カバー
正面と背面

アウトカメラ

ミュージック操作キー

ミュージック操作ボタンが解
除された状態のとき、本体を閉
じたままトラック再生、停止、
移動の操作ができます。

図に示すように  

注意：閉じる際は本体の上端を指で支えながらゆっくりと

　　　閉じてください。その際に指を挟まないようご注意

　　　下さい。

本体は静かに開きます。 

サブディスプレイ

電
解

背



各部の名称と機能
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1
は
じ
め
に

ックキー

開いた状態で、待受画面

通話中に押すと音量を調

とができます。

オファイル再生中に押す

調節することができます。

体を閉じた状態でメール

た際、このボタンを軽く押

メール件数をサブディス

に表示させます。（カメラ

じ）

体を閉じた際に長く押す

再生したオーディオファ

動／終了できます。

プ

穴

プはストラップ

穴に通します。
側面

音量キーカメラキー

ミュージ

• 本体を開いて待受画面で長く押すと、カメラが起動し

ます。

• 待受時に本体を閉じた状態で長押しすると、ボイスレ

コーダの録音を開始します。もう一度押すと録音を停

止します。

• 本体を閉じてオーディオプレーヤーを使用中にこのボ

タンを押すと、本体正面のミュージック操作キーの

ロック／ロックの解除を行います。

• 待受時に本体を閉じた状態でメールを受信した際、こ

のボタンを軽く押すと新着メール件数をサブディスプ

レイに表示させます。

• 本体を

または

節するこ

• オーディ

と音量を

• 待受時本

を受信し

すと新着

プレイ

キーと同

待受時本

と、 近

イルを起

この端子に AC アダプタ、イヤホン変換アダプタ、

イヤホンマイク、および USB ケーブルなどを接続

します。

ストラッ

取り付け

ストラッ

取り付け

外部接続端子



EM chip の使用方法
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る電池パックスロットに電池

す。カチッと音を立てて電池

位置に収まるまで電池パックを

ライドさせて本体に取り付け
 

EM chip の使用方法 
EM chip を取り付ける

 

1 カードスロットの差し込み口にカードを挿入し

ます。このとき、カードの向きが下図と同じに

なるようにしてください。EM chip の取り付け

や取り外しは、電源を切り、電池パックを取り

外してから行います。下図に示すようにスライ

ドさせます。

 

2 本体の後部にあ

パックを入れま

パックが適切な

押し下げます。

 

3 背面カバーをス

ます。



電池パックを充電する
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1
は
じ
め
に

ライドさせて取り出します。

充電する

電する前の注意事項

る前に、注意事項をよくお読み

池パックを充電するときは、 低 
充電してください。その後は

間は 2.5 時間程度です。

ク単体では充電できません。必ず

電池パックを取り付けた状態で充

てください。

いなくても電池パックは放電され

期間使用しなかった場合は、充電

使用するようにください。
EM chip を取り外す

必ず本体の電源を切った後で EM chip と電池パック

を取り外してください。電源を切らないと、本体が

破損する場合があります。

EM chip を取り外すには、次の手順に従います。
 

1 本体から背面カバーを取り外します。

 

2 電池パックを取り出します。

 

3 スロットからス

 

電池パックを

電池パックを充

電池パックを充電す

ください。

 注
 

• 初めて電

12 時間は

大充電時

• 電池パッ

本製品に

電を行っ

• 使用して

ます。長

してから



電池パックを充電する
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るには、次の手順に従います。

うに、本体の外部接続端子に AC 
クタを差し込みます。この際、

DC 側プラグの金属面が下側に

を確認してください。

プラグを家庭用AC コンセントに

電中は、電池残量のアイコン 
けます。電池残量のアイコンの

ら、電池パックの充電が完了し

す。

してください）
（金属面を下に
• 充電時間は周囲温度や電池パックの使用

期間によって異なります。

• 利用可能時間は充電／放電の繰り返しに

より徐々に短くなります。正しい手順で

バッテリを充電しても、利用可能時間が

短くなったら、同じ種類の電池パックに

交換してください。

• 電池パックに対して衝撃を与えたり、放

り投げたり、乱暴に扱ったりしないでく

ださい。液もれ、本体の損傷、過熱、爆

発、または発火する可能性があります。

• 本製品に付属の AC アダプタ、もしくは

指定の AC アダプタを使用してバッテ

リーを充電してください。

AC アダプタを使って充電する

AC アダプタを使って電池パックを充電する前に、

電池パックが本体に正しく取り付けられていること

を確認してください。

電池パックを充電す

 

1 上の図に示すよ

アダプタのコネ

AC アダプタの

なっていること
 

2 AC アダプタの

差し込みます。
 

3 電池パックの充

 が点滅し続

点滅が止まった

たことを示しま



電池パックを充電する
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1
は
じ
め
に

で本体を閉じた状態で充電する

外側のサブディスプレイ右上の電

ークが点滅します。しばらくする

ディスプレイは自動的にオフにな

側面のキーに軽く触れると充電状

することができます。電池残量

点滅が止まると充電は完了です。

タは家庭用AC100-240Vの電源

ています。

プタのプラグは日本国内用です。
 

4 充電が完了したら、家庭用 AC コンセントから

AC アダプタのプラグを抜き、本体から AC ア
ダプタのコネクタを抜いた後に、キャップを閉

じます。

 注
 

• 電源がオフで本機を閉じた状態で充電す

ると、充電の割合を示す棒状のアイコン

が本体外面のサブディスプレイに点滅表

示されます。レベルが 大になり、点滅

が止まると充電が完了したことを示しま

す。

• 電源オフで本体を開いた状態で充電する

と、 初にロゴ画面が表示され、しばら

くするとメインディスプレイに筒状の充

電アニメーションが表示されます。アニ

メーションが動かなくなれば充電は完了

です。（本体が閉じている場合も、開いて

いる場合も、充電状態の表示はしばらく

するとオフになりますが、側面のキーを

軽く押すと再表示します。）

• 電源オン

と、本体

池残量マ

と、サブ

ります。

態を確認

マークの

• ACアダプ

に対応し

• AC アダ



待受画面
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ットワークとデータ通信の両方

ることができます。

ットワークでデータ通信中です。

在 WCDMA ネットワーク内に

。

ネットワークとデータ通信の両

することができます。

ットワークでデータ通信中です。

在 GSM サービスエリア内にあり

トワークと GPRS サービスエリ

利用することができます。

ビスエリアでデータ通信中です。

機能は有効ですが、他のデバイスが

することはできません。

 機能が有効になっていて、他のデ

機を検出することができます。

 でデータ転送をしています。

説    明

 

待受画面

アイコン 説    明
電波強度を示します。バーの数が多いほど

電波が強いことを示しています。

圏外（電波が届いていない）を示します。

ローミングサービスを使用しています。

アイコンバー

操作ガイド部

この部分に表示される
機能を実行できます。

デスクトップ

HSDPA ネ
を利用す

HSDPA ネ

電話は現

あります

WCDMA 
方を利用

WCDMA ネ

電話は現

ます。

GSM ネッ

アの両方を

GPRS サー

Bluetooth 
本機を検出

Bluetooth
バイスが本

Bluetooth

アイコン



待受画面
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1
は
じ
め
に

があります。

ッシュメールがあります。

ルがあります。

番メッセージがあります。

ドが有効です。

ードが有効です。

トモードが有効です。

アモードが有効です。

モードが有効です。

モードが有効です。

ンモードが有効です。

ド 1 が有効です。

ド 2 が有効です。

鳴動します。

ーターが有効です。

モードが有効です。

バイブレーターが有効です。

説    明

• ネットワークに接続している状態を示

します。

• 本機を介して PC がインターネットに接

続されています。

セキュリティで保護されているサイトに

接続しています。

着信中です。

着信した電話をすべて回線 1 に転送します。

現在、回線 2 が有効です。

着信した電話をすべて回線 2 に転送します。

アラームが有効です。

microSD カードが挿入されています。

microSD カードと本機の間でデータが転

送されています。

microSD カードが無効です。

アイコン 説    明
新着 SMS

新しいプ

新着メー

新着留守

標準モー

マナーモ

サイレン

アウトド

ドライブ

イヤホン

オフライ

個別モー

個別モー

着信音が

バイブレ

ミュート

着信音と

アイコン



機能を呼び出す
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メニューのアイコン

ブラウザ

バイルインター

ットの使用と設

を行います。

通話履歴

通話履歴を表示し

ます。

メール

ールまたは SMS
作成／表示します。

データフォルダ

本体／ microSD
カードに保存され

ているファイルを

表示します。

 電話帳

話番号やメール
ドレスを登録し
す。

設定

本製品の各種設定

をします。
 

機能を呼び出す

メインメニューから機能を呼び出す

 

1 待受画面で  を押します。

 

2 で目的の機能を選択し、  を押します。

電池残量を示します。目盛りが多いほど

バッテリーの残量が多いことを示します。

電池パックの残量が低下しています。充電

してください。

アイコン 説    明 メイン

エンターテイメント

カメラとミュージッ
クアプリケーション
を使用します。

モ

ネ

定

ミュージック

ミュージックとプ
レイリストアプリ
ケーションを使用
します。

メ

を

ツール

アラームやカレン
ダーを設定します。

電
ア
ま



機能を呼び出す
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1
は
じ
め
に

ショートカットキー

お買い上げ時のショートカットキーの役割を以下に

示します。

EMnet の Web サ
イトにアクセスし
ます。

通話履歴にアクセ

スします。

ミュージックにア

クセスします。

ブラウザにアクセ
スします。

電話帳にアクセス
します。

「メール編集」画面
にアクセスします。

データフォルダに
アクセスします。

通話履歴にアクセ
スします。

標準モードとマナー



2基本操作

します。

使用して電話番号を入力します。

「通話履歴」から番号を選択し

電話番号を選択します。詳細な操

ては、「電話帳」を参照してくださ

話をかけます。

話を終了します。

を入力した場合は、 を 1 回
ソルの左側にある数字を削除し
12
 

電源のオン／オフ
電源を入れる

 

1 本体を開きます。

 

2 メインディスプレイにイー・モバイルのロゴ

マークが表示されるまで、 を押し続けま

す。

電源を切る

 

1 本体のメインディスプレイが消灯するまで、 
 を押し続けます。

 

日付と時刻を設定する
 

1 「メインメニュー」>「設定」>「一般設定」>「日

付／時刻設定」を選択します。

 

2 日付と時刻を入力します。(24 時間制 )
 

3   を押して保存します。

 

電話をかける

電話をかける

 

1 電話番号を入力

• キーパッドを

• を押して

ます。

•「電話帳」から

作方法につい

い。

 

2 を押して電

 

3 を押して通

 注
 

誤った番号

押してカー

ます。



電話をかける
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2
基
本
操
作

クを接続している場合は、イヤ

ーを押して電話を切ります。

ときに電話を受ける

」>「自動応答」により、自動

設定できます。

法は、次のとおりです。

信して 5 秒後、自動的に電話がつ

着信の 20 秒後に、相手に設定済

送信します。

ジ：着信して20秒後にあらかじめ

メッセージを流して、相手の伝言

。

は次のとおりです。

、または を押して電話を切り

クを接続している場合は、イヤホ

を押して電話を切ります。
電話を受ける

「設定」>「通話設定」>「着信応答設定」により、

応答モードを設定できます。「本体オープン」、「エ

ニーキーアンサー 」と「通話キー」の三つのモード

があります。

 

1 電話を受ける方法は次のとおりです。

• 本体オープン：本体を開くことで、電話を受

けます。

• エニーキーアンサー：本体を開き、 と

以外のキーを押すことで電話を受けま

す。

• 通話キー：本体を開き、 を押して電話を

受けます。

• イヤホンマイクを接続している場合は、イヤ

ホンマイクキーを押して電話を受けます。

 

2 電話を切る方法は次のとおりです。

• 本体を閉じる、または を押して電話を切

ります。

• イヤホンマイ

ホンマイクキ

 自動応答が有効の

「設定」>「通話設定

応答の応答モードを

 

1 電話を受ける方

• 即時応答：着

ながります。

• 定型文：電話

みの SMS を

• 録音メッセー

設定した応答

を録音します

 

2 電話を切る方法

• 本体を閉じる

ます。

• イヤホンマイ

ンマイクキー



マナーモードを有効にする
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り替える

、 を押します。

を選択します。

大文字数

現在の入力モード（漢
字 / カナ / 英字 / 数
字）
現在の入力モード（全
角／半角） ※漢字モー
ドの時は、全角固定の
ため表示されません。

SMS：残りの入力可能な
文字数が表示されます。

その他：入力文字数が表
示されます。
自局電話番号

お客様の電話番号を確認します。

 

1 「メインメニュー」>「設定」を選択します。

 

2 を押して「通話設定」>「自局電話番号」

を選択します。

 

マナーモードを有効にする 
マナーモードが有効な場合、本製品は着信音や警告

音を消音またはバイブレータにする状態となりま

す。

 

1  待受画面で  を 2 秒以上押す。

• 待受画面で  の長押しで標準モードとマ

ナーモードを切り替えることができます。

 

文字の入力
文字入力画面

入力モードを切

 

1 文字入力画面で

 

2 「入力モード」



電話帳
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2
基
本
操
作

絵文字」には、過去に入力した

されます。

字を選択します。

記号または絵文字入力画面を終

を本体及び EM chip それぞれ登

であり、個別に使用することがで

連絡先として、電話番号とメール

 1,000 件まで、保存することがで

号を 8 件まで、短縮ダイヤルに割

きます。

る

ー」>「電話帳」を選択します。

本体」を選択します。
 

3 入力モードを選択して を押します。

 注
 

• 選択できる入力モードは、文字入力を行う

画面により異なります。例えば、E メール

アドレスの入力画面では左ソフトボタンで

文字種変更は行えません。

• を押しても、入力モードを切り替え

ることができます。

• 全角と半角を切り替えるには「設定」>
「全角」／「半角」を選択します。また、

漢字入力モード以外では、 を長く押

すことで全角と半角を切り替えることが

できます。

記号／絵文字を入力する

 

1 文字入力画面で を押して、記号入力画面を

表示します。

• 記号と絵文字を切り替えるには を押します。

•「 近入力した

絵文字が表示

 

2 記号または絵文

 

3 を押して

了します。

 

電話帳
• 本製品では、電話帳

録することが可能

きます。

• 本体の電話帳には

アドレスの登録を

きます。

• 頻繁に使用する番

り当てることがで

連絡先を作成す

 

1 「メインメニュ

 

2 を押して「



電話帳
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」を選択して、編集した電話帳

て電話帳を作成する

番号を、新規もしくは既存の電

ー」>「通話履歴」を選択しま

話記録を選択します。

保存」を選択します。

電話の連絡先登録を選択し、他

してから、「設定」>「保存」を

存：EM chip の連絡先登録を選

報を入力してから、「設定」>
します。

ムに追加：登録済みの連絡先に対

号を追加してから、「設定」>
します。
 

3 「設定」>「新規追加」を選択します。

 

4 編集したい項目で を押して、情報を入力しま

す。編集が終わったら を押して保存します。

 

5 基本的な情報を入力したら、 を押して詳細

な情報を設定します。

 

6 「設定」>「保存」を選択して保存します。

電話帳を編集する

 

1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。

 

2 を押して「本体」または「EM chip」を選択

します。

 

3 編集する連絡先を検索して を押します。

 

4 編集する項目を選択してから 押すか、「設定」

>「編集」を選択して、編集を開始します。新

しい情報を入力したら、 を押して編集を終

了します。

 

5 「設定」>「保存

を保存します。

通話履歴を使っ

通話履歴にある電話

話帳に登録します。

 

1 「メインメニュ

す。

 

2 を押して通

 

3 「設定」>「番号

• 本体に保存：

の情報を入力

選択します。

• EM chip に保

択し、他の情

「保存」を選択

• 既存のアイテ

して、電話番

「保存」を選択
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 注
 

既存のアイテムに追加する際に、既に連絡先

に登録されている番号の場合は、既に登録さ

れている電話番号を書き換えるかどうかを

確認するメッセージが表示されます。

電話帳の検索

 

1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。

 

2 を押して「本体」または「EM chip」を選択

します。

 

3 「設定」>「検索」を選択します。

 

4 検索する電話帳の読みを入力するか、 初の文

字を入力することで、該当する電話帳が表示さ

れます。

 注
 

検索を開始した画面が、「本体」「EM chip」
のどちらであっても、検索結果は両方の電

話帳で一致した内容が表示されます。

電話をかける

 

1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。

 

2 を押して「本体」または「EM chip」を選択

します。

 

3 電話帳を選択して「設定」>「発信」>「電話発

信」または「TV 電話」を選択して、電話をか

けることができます。また、「発信前編集」を

選択して電話をかける前に番号を編集すること

もできます。

メールを作成する

 

1 「メインメニュー」>「電話帳」を選択します。

 

2 を押して「本体」または「EM chip」を選

択します。
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送信

説明

ールアドレス

するメールアドレス

信するメールアドレス

件名

内容
 

3 電話帳を選択して「設定」>「メッセージの作

成」を選択します。次に、「メール」または

「SMS」を選択して、メッセージを作成します。

ただし、選択した電話帳にメールアドレスが存

在しない場合は、メールを作成することはでき

ません。

 

メール
メールまたは SMS を利用して、メッセージを送受

信できます。

メールの作成と

項目 説明

メール メールでは、メール機能に対応した

イー・モバイル携帯電話もしくは他社

の携帯電話やパソコンとの間で、文字

や画像、ミュージックなどのデータを

送受信できます。

SMS SMS では、SMS に対応するイー・モバ

イル携帯電話同士でメッセージを送受

信できます。

アイコン

宛先のメ

CC 送信

BCC 送

メールの

メールの
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cc のメールアドレスを追加しま

は、受信者側には表示されませ

面で、「宛先」、「Cc」、または

て を押します。

を入力します。

を押してメールアドレスを

す。

ら、「設定」 > 「電話帳参照」 > を
先を検索します。（→ P17）

連絡先を選択します。

ら、「設定」>「グループ参照」

。 を押してグループを選択しま

ると「メール編集」画面に戻り
 

1 「メインメニュー」>「メール」>「新規メール作

成」を選択します。
 

2 「メール編集」画面で、「宛先」、「Cc」、および

「Bcc」のアドレスを入力します。（→ P19）
 

3 「件名」を選択して件名を入力し、 を押しま

す。

 

4 「内容」を選択して、本文および添付ファイル

を編集します。（→ P20）
 

5 「メール編集」画面に戻り、「設定」を選択します。

• 送信：メールを送信します。

• 下書きフォルダに保存：メールを「下書き」

フォルダに保存します。

• テンプレートに追加：メールをテンプレート

として「テンプレート」フォルダに保存しま

す。

• 送信設定：メールの送信に関する設定を変更し

ます。

• サイズ：現在のメールのサイズを表示します。

 宛先リストの編集

宛先、Cc、および B
す。 Bcc のアドレス

ん。

 

1 「メール編集」画

「Bcc」を選択し

 

2 宛先のアドレス

• 宛先リストで

直接入力しま

• 宛先リストか

選択して連絡

  を押して

• 宛先リストか

を選択します

す。

 

3 「戻る」を選択す

ます。
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て「データフォルダ」の画像ファ

を選択できます。

て「データフォルダ」の音楽ファ

ます。

ある場合は を選択し、 を押

り替えます。

を追加するには、「メール編集」

」 > 「ページ挿入」 を選択しま

を押して現在のページの再生

す。

するには、「設定」>「プレ

択します。

します。

ジ内に添付できるのは動画ファ

声ファイルのどちらかのみです。

方は添付できません。
 注
 

•「電話帳参照」で連絡先を検索する際は、

メールアドレスが登録されているすべて

の連絡先情報を検索できます。

•「グループ参照」で連絡先を追加する際に、

連絡先にメールアドレスが登録されていな

いと、その連絡先は宛先のアドレスに追加

できません。

•「宛先」、「Cc」および「Bcc」画面で「設定」

を選択し、「宛先に設定」、「Cc に設定」ま

たは「Bcc に設定」を選択すると、選択し

たアドレスの送信設定を変更できます。

•「宛先」、「Cc」および「Bcc」画面で「設

定」を選択し、「削除」または「全て削除」

を選択すると、1 つまたは全てのメールア

ドレスを削除できます。

 メールの編集

 

1 「メール編集」画面で、「内容」を選択して を

押します。

 

2  を選択してメール本文を編集します。

 

3  を選択し

イルまたは動画

 

4  を選択し

イルを選択でき

 

5 複数のページが

してページを切

• 新しいページ

画面で「設定

す。

 

6   を選択し、

時間を調整しま

• メールを確認

ビュー」を選

 

7 「戻る」を選択

 注
 

• 同一ペー

イルか音

同時に両
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• ファイル形式やサイズによっては、添付

できない場合があります。

• 著作権の設定されているファイルは送信

できません。

メールの受信

メールを受信すると、通知メッセージが表示されます。

メールを受信すると、本機には次のように表示され

ます。

 

1 通知メッセージが表示されている時に、 を押

してメールの「受信箱」を開きます。

 

2 を押して表示するメールを選択し、 を

押します。

メールの返信

 

1 「メールフォルダ」の「受信箱」で、 を押し

てメールを選択します

 

2 「設定」>「メールで返信」または「SMS で返

信」を選択します。

 

3 「メール編集」画面でメールを編集し、 を押

します。

 

SMS
SMS の作成と送信

 

1 「メインメニュー」>「メール」>「新規 SMS 作

成」を選択します。

 

2 「SMS 編集」画面で、本文を入力します。

 

3 SMS を編集した後に、 を押して「番号編集」

画面を開きます。

• 電話番号を入力します。



SMS

22

、次のように表示されます。

ージが表示されている時に、 を

受信箱」を開きます。

S を選択し、 を押します。

信箱」、「下書き」および「送信

保存できる SMS は合計 500 件

ォルダ」の空き容量がないとき

SMS が着信すると、 が点滅

ダイアログボックスが表示され

の場合は、不要なメールを削除

があります。
•「設定」>「電話帳」を選択して「検索」画面

を開き、選択します。複数選択する場合は繰

り返します。

• グループを選択するには「設定」>「グループ」

を選択します。

 

4 「番号編集」画面で、 を押すか、「設定」>
「送信」を選択します。

• SMS を保存するには「設定」>「保存」を選

択します。

SMS を受信する

SMS を受信すると、SMS 通知メッセージが 初に表

示されます。

SMS を受信すると

 

1 SMS通知メッセ

押して SMS の「

 

2 表示された SM

 注
 

• 本体（「受

済み」）に

です。

•「SMS フ

に新しい

し、通知

ます。こ

する必要
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」>「ブラウザ」を選択します。

URL 直接入力」を選択し、 を

す。

RL にアクセスします。

ダ

から「データフォルダ」を選択

ァイルが保存されている場所を

ァイルを選択し、次に を押

。

SMS を返信する

 

1 SMS の「受信箱」で、 を押して SMS を選択

します。

 

2 「設定」>「返信」を選択します。

 

3 「SMS 編集」画面で SMS を編集します。

 

ブラウザ
EMnet

 

1 「メインメニュー」>「ブラウザ」を選択します。

 

2  を押して「EMnet」を選択し、予め設定され

たウェブページへアクセスします。
 

3 を押してリンクを選択し を押してアク

セスします。

 

4 ウェブページ閲覧中に、「設定」を選択して各種

操作を実行できます。

URL 直接入力

 

1 「メインメニュー

 

2 を押して「

押します。

 

3 URL を入力しま

 

4 を押して  U
 

データフォル
ファイルの表示

 

1 メインメニュー

します。

 

2 を押してフ

選択します。

 

3 を押してフ

して表示します
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本体表示言語を英語に設定する
 

1 「メインメニュー」>「設定」>「一般設定」>
「Phone language」を選択します。

 

2  を押して「English」を選択します。
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1主な仕様

44.5mm x 37.8mm x 5.7mm

 仕    様
C 100V ～ 240V

大 0.2A
.0V/650mA

 59.6mm × 61mm × 28mm

180cm

 仕    様
（

 

H11HW

 注
 

連続待受時間、連続通話時間は使用環境、電波

状況などにより変動します。

 

電池パック

 

AC アダプタ

項目  仕    様
サイズ

W × H × D）

「折りたたみ時のサイズ」 
約 49.5mm x 97.8mm x 17.5mm

重量 約 105g（電池パックを含む）

連続待受時間 約 380 時間

連続通話時間 約 190 分 
充電時間 約 2.5 時間

項目  仕    様
電圧 3.7V

電池パック リチウムイオン

容量 850mAh

サイズ

（W × H × D）

約

項目

電源 A

入力電流

出力電圧／電流 5

サイズ

（W × H × D）

約

コードの長さ 約

項目
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1Getting to Know Your Phone
 

Your Phone

     V-P calls
       Music key/option key

Scroll key

    Left function key

    Send key

       Clear key
 To delete a character before the cursor in the   
editing mode.

Microphone

      Right function key

   OK key

Earpiece

Camera

       Power/End key

 

 the current profile.

key
 Press and hold it to switch to the meeting profile from

• Press this key to scroll through a menu.
• To quick access Browser, Contacts, Edit MMS and My 

Files.

• To activate the function indicated at the left of the 
prompt bar on the screen. 

• To access the main menu in standby mode.

• To make a video call.
• To access the Call Log screen in the standby 

mode. 

• To make or answer a call.
• To access the Call Log screen in the standby 

mode. 

• To activate the function indicated at the right of the 
prompt bar on the screen.

• To access EMnet in standby mode. 

• To start the selected function in the menu. 
• To access the main menu in standby mode.

• To access the Music screen.
• To select the check box of the option item.

• To end an ongoing call or reject an incoming call. 
• To return to the Home screen. 
• Press and hold this key to power on or power off  

the phone.

Number keys
Used to enter number or characters.
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Front View and Back View

Side View 

Camera

Battery cover

External screen

Battery latch

Music Touch Key

  

 

To play, stop, next/last track 
when audio files are played 
folded and the music touch key 
are unlocked. 

     Gently open the flip  
     as shown in the picture.

Attention: When closing the mobile phone, use both 
hands and with a finger supporting the upper flip to 
avoid fingers getting caught by the upper flip.

Volume keysCamera key

Music key

• Press and hold to activate the camera in the 
standby mode.

• Press and hold to lock/unlock the music touch 
key when audio files are played.

• In standby mode or in conversation, 
press these keys to adjust volume.

• Press these keys to adjust the loud-
speaker volume when playing audio 
files.

In standby mode, press and hold 
this key to access the latest music 
playing screen.

Through this interface, connect the mobile 
phone  with charger, headset, and data cable.

Strap hole
Put the strap through 
the strap hole.External connect interface
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How to Use the EM chip 
Loading the EM chip

 

1 Position the card at the card slot entrance, mak-
ing sure it is facing the same way as shown in 
the diagram below, with the notched corner at 
the bottom right. Then slide in as shown.

 

2 Fit the battery into the battery slot on back of the 
phone. Press the battery down until it clicks into 
place.

 

3 Slide the back cover to the phone.

Unloading the EM chip

Only unload the EM chip and the battery after power-
ing off your phone. Otherwise, your phone may be 
damaged.

To unload the EM chip, do as follows:

 

1 Unload the back cover out of the phone.
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2 Take out the battery.

 

3 Press the EM chip with one finger and slide it out 
of the slot.

 

Charging the Battery
Before Charing the Battery

Before charging the battery, read the precautions 
carefully.

 Note
 

• When you charge the battery for the first time, 
please charge it for a minimum of 12 hours.

• The battery discharges even while not being 
used. If you haven't used it for a long time, 
please recharge it first.

• The charging time depends on the environ-
mental temperature and the age of the bat-
tery.

• The battery can be recharged but eventually 
wears out. If the battery lasts for a shorter 
time period than usual after being charged 
normally, replace it with a battery of the same 
type.

• Do not strike, toss or cause any kind of vio-
lent shock to the battery, otherwise liquid 
leakage, body damage, overheating, explo-
sion or fire may occur.

• Charge the battery by using the charger sup-
plied with your phone.

Charging with a Cable Charger

Before charging the battery with a cable charger, 
ensure that the battery has been properly loaded into 
your phone.

U550.book  Page 4  Monday, March 10, 2008  8:51 PM



Charging the Battery

5

1G
etting to K

now
 Your Phone

To charge the battery, do as follows:

 

1 Insert the plug of the charger into the connector 
of the phone as shown in the preceding figure. 
Before inserting the plug, ensure that the arrow 
on the charger output jack points to the front side 
of the phone.
 

2 Plug in the connector of the charger to a power 
socket.
 

3 When the battery is being charged, the charging 
indicator blinks continuously.When the charging 
indicator stops blinking, it indicates that the bat-
tery is full.

 

4 After being charged, unplug the power adapter 
from the power socket, unplug the charger from 
the mobile phone, and then close the protection 
cover.

 Note
 

• During charging with power is off and the flip 
closed,  a cylider icon indicating the power 
level of the battery will appear on the screen 
and will blink, continuously. When the cylinder 
is filled and stops blinking, it indicates that the 
charging is completed. 

•  When charging the mobile phone with it 
closed and is powered on, the battery icon is 
blinking on the upper right corner of the exter-
nal display. After a while, the external display 
is automatically off. You can check the charg-
ing status by softly touching a side key. When 
the battery icon stops blinking, the charging is 
complete.
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Home Screen

Icon Description
Indicates signal strength. The more the ver-
tical bars appear, the stronger the signal is.

No network signal.

You are using the roaming service.

Icon bar

Prompt bar
To display the operations 
currently available.

Both HSDPA networks and  data services 
are available.

Performing data services in HADPS net-
work.

The phone is currently in a WCDMA net-
work.

Both WCDMA networks and  data services 
are available.

Performing data services in WCDMA net-
work.

The phone is currently in a GSM network.

Both GSM and GPRS networks are avail-
able.

Performing data services in GPRS network.

Icon Description
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The Bluetooth function is enabled but the 
mobile phone cannot be discovered by other 
devices.

The Bluetooth function is enabled and the 
mobile phone can be discovered by other 
devices.

Performing Bluetooth transmitting.

• Indicates network connection state. 

• Your PC connects to the Internet through 
your phone.

Indicates security connection state of the 
network.
The phone is in a call.

Forwarding all incoming voice calls to line 1.

Call line 2 is enabled currently.

Forwarding all incoming voice calls to line 2.

Alarm clock is enabled.

Icon Description
SD card is inserted.

SD card is transferring data to the phone.

SD card is invalid.

You have new text messages.

You have new PUSH messages.

You have new multimedia messages.

You have new voice mail.
The Normal profile is activated. 

The Meeting profile is activated. 

The Silent profile is activated. 

The Activity profile is activated. 

The Car profile is activated. 

The Headset profile is activated. 

The Offline profile is activated. 

The My profile1 profile is activated. 

The My profile2 profile is activated. 

Icon Description
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Accessing the function screen
Accessing the Function Screen 
Through the Main Menu

 

1 In home screen, press .

 

2 Select the function and press  to access.

Ringtone is enabled.

Vibration is enabled.

Mute mode is enabled.

Ringtone and vibration are enabled.

Indicates battery power level. The more the 
bars, the higher the battery prower level.

Low battery.

Icon Description
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Accessing the Function Screen 
Through the Shortcut Keys

The description about default short-cut keys in 
standby screen is as follows:

Main Menu Icons & Meaning

 Entertainment

Use Camera & 
Music Applications

      Browser

Mobile Internet 
Use & Settings

      Call Log

Use Call Log Appli-
cation

       Music

Use Music & Playl-
ist Applications

    Messaging

Create/view MMS 
or SMS...

      My Files

Open files saved 
on phone/micro 
card

Origaniser 
&Tools

Set Alarm or Cal-
endar entries...

      Contacts

Save entries to call 
or send message...

       Settings

Adjust/customize 
phone settings

Main Menu Icons & Meaning

Access the EMnet 
website.

Access Call Log. Access Music.

Access Browser. Access Contacts. Access the Edit 
MMS screen.

Access My Files. Access Call Log. Switch between 
the Normal and 
Meeting profiles.
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Powering On/Off
Powering On

 

1 Gently open the filp.
 

2 Press and hold  until the mobile phone is 
powered on.

Powering Off

 

1 Press and hold  until the mobile phone is 
powered off.

 

Setting the date and time
 

1 Select Settings > Phone settings > Date and 
time.
 

2 Enter the date and time.(24-hour format)
 

3 Press  to save.

 

Calls
Making a Voice Call

 

1 Enter a phone number.

• Enter a phone number through the keypad in 
the home screen.

• Press , and choose a number from Call 
Log.

• Select a number in Contacts.

 

2 Press  to dial out.
 

3 Press  to end the call.

 Note
 

To delete a wrong number, press  once 
to delete the digit to the left of the cursor.
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Answing a voice call

You can set the answer mode. Select  Settings > 
Call settings > Answer mode, and then select 
Open flip, Any key or Send key.

 

1 Answer a call:

• Open flip: You can answer a call when you 
open the flip.

• Any key: Open the flip, press any key except 

 and  to answer a call.

• Send key: Open the flip, press  to answer 
a call.

• If the headset is plugged in, press the headset 
key to answer a call.

 

2 End a call:

• Close the flip or press  to end a call.

• If the headset is plugged in, press the headset 
key to end a call.

You can set the auto answer mode to select Set-
tings > Call settings > Auto answer.

• Immediate answer: Your mobile phone answers the 
call after 5 seconds alerting automatically.

• Message: Your mobile phone sends the predefined 
SMS to the calling party after 20 seconds alerting.

• Recorded message: The mobile phone plays the 10 
seconds record after 20 seconds alerting, and then 
records the calling party's message.          

My number

Your mobile phone automatically displays your num-
ber from the EM chip. 

 

1 Select Settings > Call settings > My number.
 

2 Into the My number screen, press  to view 
the selected number.

U550.book  Page 11  Monday, March 10, 2008  8:51 PM



Turn meeting profile on

12

 

Turn meeting profile on 
When meeting profile is active all mobile phone 
sounds are muted and mobile phone vibrates for 
incoming calls.

 

1 Press and hold  to the meeting prifile from 
the current profile.

 

Text Input
MMS Text Input Interface

Switching Input Modes

Text entry modes may be limited in some text entry 
fields or windows.

 

1 In a text entry window, press .
 

2 Select Input mode.

Current Entry Mode

Full-pitch/Half-pitch alpha-
numerics 

Character Count: 

Remaining number of 
enterable characters 
appears, regardless of input 
mode. 

Supports a maximum 
number
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3 Select an input mode and press .

 Note
 

• Press  to switch between input methods, 
including Kanji, Kana, Abc, ABC, abc, and 
numbers.

• To switch between full pitch and half pitch, 
select Options > Full Pitch/Half Pitch. 
Except the Kanji input mode, you can press 

and hold  to switch between full pitch 
and half pitch.

Symbols/Pictogram
 

1 In a text entry window, press  to display sym-
bols.

• Press  to switch between symbols and pic-
tograms.

• The selected symbols and pictographs are dis-
played in the history view.

 

2 Select symbols or pictographs.

 

3 Press  to exit from the symbols or picto-
graphs window.

 

Contacts
You can save phone numbers, and Email addresses 
for up to 1,000 entries in contacts of the phone; EM 
chip contacts capacity varies with cards. You can also 
assign eight frequently-used numbers to speed dial-
ing keys.

Creating Contacts
 

1 Select Contacts in the main menu.
 

2 Press  to select Phone or EM chip.
 

3 Select Options > New.
 

4 Select a field, press  to edit the field, enter 
the information as required, and then press  
to save it.
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• After entering basic information, press   to 
set advanced information when you create a 
contact in your phone. 

 

5 Select Options > Save to save it.

Editing Contacts

 

1 Select Contacts in the main menu.
 

2 Press  to select Phone or EM chip.
 

3 Search the contact and press .
 

4 Select the field and press to be edited. Enter 
new information and press  to save it.
 

5 Select Options > Save to save the edited con-
tact. 

Creating a Contact Through Call Logs

Save phone numbers from Call Log to new or exist-
ing Contact entries.

 

1 Select Call Log in the main menu.
 

2 Press  to select a record.
 

3 Select Options > Save number.

• Save to phone: Select a phone contact entry, 
enter other information.

• Save to EM chip: Select a EM chip contact 
entry, enter other information.

• Append to existing: Search the number and 
select the number.

 

4 Select Options > Save.

 Note
 

If the contact entry is alreay saved, you are 
notified whether to replace the current num-
ber.

Finding a Contact
 

1 Select Contacts in the main menu.
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2 Press  to select Phone or EM chip.
 

3 Select Options > Search.
 

4 Enter the contact name reading or enter the first 
letter of contact name you are searching for. The 
contact will be displayed. 

 Note
 

The search result will include all matched 
contacts from both the phone and EM chip 
memories, no matter from which screen 
(Phone or EM chip) you start searching.

Making a Call
 

1 Select Contacts in the main menu.
 

2  Press  to select Phone or EM chip.
 

3  Select a contact and select Options > Call. 
Then, you can select Voice call or Video call to 
make a call. Alternatively, you can select Edit 
before call to edit the number before making the 
call.

Creating a Message
 

1 Select Contacts in the main menu.
 

2  Press  to select Phone or EM chip.
 

3  Select a contact and select Options > Create 
message. Then, you can select MMS or SMS to 
create a message. If the current contact does 
not have an Email address, you cannot create a 
MMS.

 

Mutimedia Message
Send messages via MMS or SMS.

Item Description
MMS Through MMS, you can send data such 

as text, image, and music between two 
handsets that support the MMS function.

SMS Through SMS, you can send text mes-
sages.
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Sending a MMS  

1 Select Messaging > Write MMS in the main 
menu.
 

2 In Edit MMS, enter the addresses of To, Cc, and 
Bcc.( → P17)
 

3 Select Subject to enter text as subject, and then 
press .
 

4 Select Content to edit the pages. ( → P17)
 

5 Return to the Edit MMS screen, and select 
Options

• Send: To send the multimedia message. 

• Save to drafts: Save the MMS to Drafts folder.

• Add to template: Save the MMS as a template 
to Templates folder.

• Send setting: To set parameters relates to 
sending multimedia messages.

• Size: View the size the current MMS

Icon Description

Email address of the MMS recipient

Email address of the MMS that copies to

Email address of the MMS that blind 
copies to

Subject of the MMS

Content of the MMS
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◆ Editing Recipient List
Add Email addresses of To, Cc, and Bcc. The bcc 
address cannot be viewed by others.

 

1 In Edit MMS, select To,  Cc, or Bcc, and then 
press . 
 

2 Enter addresses of recipients.

• Select an entry from the recipients list, and 

then press  to enter an Email address. 

• Select a position from the recipients list,  and 
then select Options > Contact to search a 
contact. Search a contact in this screen             

( → P14). Press  to select the contact.

• Select a position from the recipients list,  and 
then select Options > Group. Select the group 
to be added.

 

3 Select Back to return to the Edit MMS screen.

 Note
 

• When searching contacts through Con-
tacts, you can search all contacts informa-
tion contains Email address.

• When adding contacts through Group, if 
the contact does not have Email address, 
the contact cannot be added to the recipi-
ent's address.

• The adding addresses of contacts con-
tains Recipients, Cc, and Bcc screens, 
select Options, and then you can select 
Set To, Set Cc, Set Bcc to change the 
sending mode of the selected address.

◆ Editing a MMS
 

1 In Edit MMS, select Content, and then press 
.

 

2 Select  to access the text entry field, and 
then edit text.
 

3 Select to enter the image-editing field and 
then you can select images or video files in My 
Files.

U550.book  Page 17  Monday, March 10, 2008  8:51 PM



Mutimedia Message

18

 

4 Select to enter the music-editing field and 
then you can select audio files in My Files.
 

5 Access the field indicated by  and press  
to select one from different pages if there are 
more pages. 

• To add a new page, select Options > Insert 
page in Edit MMS.

 

6 Access the field indicated by and press  
to adjust the playing time of the current page.

• Select Options > Perview to preview the 
MMS.

 

7 Select Back.

 Note
 

• If the video file is chosen in the image-
editing field, you cannot edit the music-
editing field any more.

• Some files may not be attached depend-
ing on the file format or size.

• Some copyrighted files may not be sent.

Receiving a MMS

When a MMS is received, the mobile phone displays 
as follows:

 

1 In this infomation window, press  to access 
the Inbox of MMS.
 

2 Press  to select the MMS to be viewed,and 
then press .

Replying a MMS

 

1 In Inbox of MMS,press  to select the MMS.
 

2 Select Options > Reply MMS or Reply SMS. 
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3 Press  to access the Edit MMS screen to edit 
the MMS. 
 

4 Select Options > Send.

 

SMS
Creating and sending a SMS

 

1 Select Messaging > Write SMS in the main 
menu.
 

2 In the Edit SMS screen, enter a message. 
 

3 After editing the message, press  to access 
the Edit numbers screen.

• Enter a phone number.

• Select Options > Contacts to access the 
Search screen, and then select one or multiple 
phone numbers. ( → P14) 

• Select Options > Group to select a group.

 

4 In the Edit SMS screen, press  or select 
Options > Send.

• Select Options > Save to save the message.

Receiving a SMS

When a SMS is received, the mobile phone displays 
as follows:

 

1 In this infomation window, press  to access 
the Inbox of SMS
 

2 Press  to select a SMS to be viewed, and 
then press .
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 Note
 

When the Inbox is full and a new SMS is 

received, the  starts blinking and a 
prompt dialog box is displayed. You need to 
delete some messages to receive the new 
message.

Replying a SMS

 

1 In Inbox in SMS, press  to select the SMS.
 

2 Select Options > Reply. 
 

3 Press  to access the Edit SMS screen to edit 
the SMS. 
 

4 Select Options > Send.

 

Browser
Browsing EMnet

 

1 Select Browser in the main menu.

 

2 Press  to select EMnet to access pre-defined 
webpages.
 

3 Press  to select a highlighted connection, 
and then press  to access.
 

4 When browsing web pages, you can select 
Options to perform operations.

Entering Web Address

 

1 Select Browser in main menu.
 

2 Press  to select Enter URL, and then press 
.

 

3 Enter the web address.
 

4 Press  to access the web address.
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My Files
Viewing files

 

1 Select My Files in the main menu.
 

2 Press  to select the saving location of the 
folder, and then press  to access.
 

3 Press  to select a file, and then press  to 
view. 

 

English Display
 

1 Select 設定 > 一般設定 > Phone language.
 

2 Press  to select English.
 

3 Press  to save.
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r

50 mAh

pprox. 44.5 mm × 37.8 mm × 
.7 mm

 Specification
C 100 V-240 V
.2A MAX

.0 V / 650 mA

pprox.  59.6 mm × 61 mm × 
8 mm

pprox.  180 cm

 Specification
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H11HW

 Note
 

The standy time and talk time may vary by 
environment.

 

Battery

 

AC Charge

Item  Specification
Dimensions

(W × H × D)

Approx(Closed). 

49.5 mm × 97.8 mm ×  17.5 mm
Weight Approx. 105 g (including the bat-

tery)
Continuous 
standy time

Approx. 380 hours

Continuous talk 
time

Approx. 190 minutes

Charge time Approx.  2.5 hours

Item  Specification
Voltage 3.7 V
Battery Li-ion

Capacity 8
Dimensions

(W × H × D）

A
5

Item
Power Source A
Input Current 0
Output Voltage/
Current

5

Dimensions

(W × H × D)

A
2

Cord Length A

Item
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