
 H12HWかんたん操作ガイド

_a はじめに
EM chipの取り付けかたや充電の方法について

_b お使いになる前に
H12HWの基本的な操作に使うキーや画面表示について

_c H12HWを使う
電話のかけかたや受けかた、電話帳やメール、カメラなどの機能の使
いかたについて

_d 他の機器と接続して使う
Bluetoothで他の機器と接続する方法、パソコンと接続してH12HW
をデータ通信機器として使う方法について

目　　次
このガイドでは、次の内容を説明しています。

 本ガイドで紹介していない機能や操作方法につきましては、取扱説明書
をお読みください。
•
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EM chipのお取扱いについて
EM chipは、お客様の電話番号や情報などが記録されたICカードです。H12HWをご使用になるには、まずEM chipを取り付け
る必要があります。

EM chipにラベルやシールなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。
IC部分は、いつもきれいな状態でご使用ください。
IC部分を破損したり、ショートさせたりしないでください。

•
•
•

IC部分

EM chipの取り付けかた
EM chipの取り付けは、H12HWの電源キー（ ）を約2秒以上押して、電源を切ってから行います。

__a

__b

電池カバーロックボタンを押し
ながら（a）、電池パックカバー
をbの方向に持ち上げて取り外
します。

① 電池パックカバーを取り
外す

本機の切り欠き部分と電池パッ
クの突起部分を利用して、矢印
の方向に持ち上げて取り外しま
す。

切り欠き部分突起部分

② 電池パックを取り外す

EM chipのIC部分を下にして、
EM chipの表面を押しながら、
矢印の方向へEM chipが固定さ
れるまでゆっくりと差し込みま
す。

切り欠き

③ EM chipを装着する

bと逆の手順で電池パックを取
り付けたあと、電池パックカバー
の下端の凸部分と本機の下端の
くぼみを合わせて、矢印の方向
に押して取り付けます。

④ 電池パックとカバーを取
り付ける

_a はじめに　１．EM chipについて
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付属のACアダプタを使って、H12HWを充電します。
お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。

H12HW充電端子

プラグ

家庭用ACコンセント

コネクタ

① 本機の充電端子にACアダプタのコネクタを差し込む
コネクタの矢印が刻印されている面を上にして差し込みます。

② ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込む
 充電が開始されます。電源を入れているときは、充電中、電池残量マークがアニメーション表示になります。充電が完了すると、電池残量マー
クに が表示され、アニメーション表示が停止します。

③ 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、本機からコネクタを抜く
 ACアダプタは、家庭用AC100～ 240Vの電源に対応しています。

ACアダプタのプラグは日本国内仕様です。

•

•

•

■

■

_a はじめに　2．充電のしかた
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各キーを押して操作できる主な機能は、次のとおりです。

ロックキーK

約2秒以上押して、キー
操作のロック／ロック
解除をします。

スクロールキー
 キーを押して次の機能を呼び
出します（お買い上げ時）。
上（ua）：カレンダー
下（da）：電話帳
右（ra）：発信履歴
左（la）：着信履歴
 メニュー画面などでカーソル
を動かします。

•

•

右ソフトキーB

EMnet（Googleモバイル® ）に
接続します。
クリアキーc

 操作を1つ前の状態に戻します。
 入力した文字などを消去します。
•
•
電源キー／終話キー 
 約2秒以上押して、H12HW
の電源をオン／オフします。
通話を終了します。

•

•

左ソフトキーV

メールメニューを表示します。

電話帳キー／文字キーm

電話帳を表示します。
 文字入力時に入力モードを切
り替えます。

•
•

通話キー 
電話をかけたり、かかってきた
電話を受けたりします。

メニューキー／決定キー ga

 メインメニューを表示します。
 メニュー画面などで項目を選
択します。

•
•

ダイヤルキー、#キー#、
＊キー*

電話番号を入力します。
 文字などの入力に使用しま
す。

•
•

カメラキー／
シャッターキーC

約2秒以上押して、
カメラを起動します。
カメラ起動中は、押す
と撮影できます。

音量上／下キー
+／-

音量を調節します。

● 本ガイドでは、操作するキーが見やすくなるように、一部のキーの印字を簡略化して記載しています。
〈例〉［実際のキー］!　→［本取扱説明書中のキー］1

自動キーパッドロックについて
H12HWは、一定時間キーを操作しなかった場合に、自動的にキー操作をロックする自動キーパッドロック機能を搭載しています。H12HWを
かばんに入れて持ち運ぶときなどの誤動作防止に便利です。キーパッドロック中は、待受画面に が表示されます。
自動キーパッドロックは、次の手順で設定します。
a 待受画面でga→8を押す
b  スクロールキー／決定キー（gja）で「 一般設定」→「 キーパッドロック時間」を選択する
c スクロールキー／決定キー（gja）でロックがかかるまでの時間を選択する
「5s」（5秒）、「15s」（15秒）、「30s」（30秒）から選択できます。「オフ」を選択すると、自動キーパッドロックは無効になります。

■

 _b お使いになる前に　１．各キーの基本的な機能
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電波受信状態の目安が表示されます。
電波が届いていないときは、待受画面に「圏外」と表
示され、電話やメールなどの通信機能が利用できませ
ん。電波状態の良い場所へ移動してください。

サービスエリア内で表示されます。

Bluetooth起動中に表示されます。

電池残量の目安が表示されます。
点滅時は、電池切れに近い状態です。直ちに充電

してください。

着信音が鳴るときに表示されます。

着信音や操作音などを一括設定するモード設定の種類
が表示されます。

未読メール／SMSがあるときに表示されます。

microSDカード装着中に表示されます。

アラーム設定中に表示されます。
日付／時刻が表示されます。

操作ガイド表示

インターネット接続中に表示されます。

電話の発着信中／通話中に表示されます。

操作ガイド表示項目は、左の図の各キーを押し
て操作します。

 _b お使いになる前に　2．基本的な画面表示＜待受画面＞
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H12HWのいろいろな機能は、メインメニューの各機能のアイコンから呼び出します。
メインメニューは、待受画面でga（決定キー）を押すと表示できます。

  ツール
アラームやカレンダーなどの機能を
呼び出します。

  メール
メール機能を呼び出します。

カーソルの位置のメニュー項目名が表示
されます。

   ミュージック
音楽再生機能を呼び出します。

   ブラウザ
ブラウザ機能を呼び出します。

   接続設定
Bluetoothやモデムなどの設定を呼
び出します。

  データフォルダ
画像などが保存できるデータフォル
ダを呼び出します。

  電話帳
電話帳を呼び出します。

  カメラ
カメラ機能を呼び出します。

    設定
各種設定を呼び出します。

自分の電話番号を確認するには
待受画面でga→0を続けて押します。 

■

 
_b お使いになる前に　3．基本的な画面表示＜メインメニュー＞
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 使用するキー 

電話をかける

1 ダイヤルキーで電話番号を入力する
誤った番号を入力したときは、cを押し
て消します。

2 を押す
電話がかかります。相手が出たら、通話できます。

TV電話をかける場合は、mを押します。

•

■

3 通話が終わったら、 を押す
電話が切れます。

電話を受ける
電話がかかってくると、通知画面や着信音
などでお知らせします。

1 を押す
電話に出て、通話できます。

2 通話が終わったら、 を押す
電話が切れます。

_c H12HWを使う　１．電話をかける／受ける

m c

ダイヤルキー
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 使用するキー 

電話帳に連絡先を登録する

1 待受画面でmを押す
電話帳画面が表示されます。

2 V（メニュー）を押し、「新規追加」を選択する

3 名前、電話番号（<携帯電話><勤務先番号><自宅の番号>）、
メールアドレス（<Eメール>）、FAX番号から入力する項目
を選択し、内容を入力する
<FAX番号＞欄に入力した電話番号には、電話をかけられません。

4 入力が終わったらV（メニュー）を押し、「保存」を選択
する
連絡先の登録が完了します。

登録した電話帳から電話をかける
電話帳の登録内容を他の機能で利用できます。ここでは、電話
をかける方法について、説明します。

1 待受画面でmを押す
電話帳画面が表示されます。

2 電話をかけたい連絡先を選んで、 を押す
連絡先の相手に電話がかかります。

■

_c H12HWを使う　２．電話帳を使う

決定キー※
B

ダイヤルキー
文字入力にも使用
します。

スクロールキー※

※：スクロールキー
を押して項目を
選び、決定キー
で選択します。

V
m
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 使用するキー 

メールを送る

1 待受画面でVを押し、「新規メール作
成」を選択する
メール編集画面が表示されます。

各項目の入力が終わるたびに、メール編集
画面に戻ります。

2 「＜To＞」を選択→V（メニュー）を
押し、「編集」を選択する
「電話帳参照」を選択すると、電話帳から
送信先を選択できます。

3 メールアドレスを入力後、V（確定）→B（戻る）を押す

■

■

4 「<件名>」を選択して件名を入力後、gaを押す

5 「<内容>」→ の順に選択する

6 メールの本文を入力後、ga→B（戻る）を押す

7 V（メニュー）を押し、「送信」を選択する
メールが送信されます。

新着メールを読む
新着メールを受信すると、着信音が鳴り、
新着メールの通知画面が表示されます。

1 通知画面でV（表示）を押し、新着メールを選択する

_c H12HWを使う　３．メールを送る／新着メールを読む

V
m 決定キー※

ダイヤルキー
文字入力にも使用
します。

スクロールキー※

※：スクロールキー
を押して項目を
選び、決定キー
で選択します。

B
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 使用するキー 

カメラで画像を撮影する

1 待受画面でCを約２秒以上押す
カメラが起動し、撮影画面が表示されます。

2 Cを押す
画像が撮影され、自動的に保存されます。

続けて画像を撮影する場合は、B（戻る）を押します。

動画を撮影する場合は、撮影画面でraを押します。

音楽を聞く

1 メインメニューから （ミュージック）→「マイミュージッ
ク」の順に選択する

2 音楽ファイルを選択する
ファイルが再生されます。
停止するにはdaを押します。
音量を調節するには、+／-を押します。
B（最小）を押すと、バックグラウンド
再生となり、再生中に他の機能が使用でき
ます。待受画面でバックグラウンド再生中
は、-を約2秒以上押すと再生音が消え、
Kを押すと再生画面に戻ります。
付属のイヤホンマイクを接続すると、音楽
をステレオで聞くことができます。

■

■

■
■
■

■

※：スクロールキーを押して項目を選び、
決定キーで選択します。

決定キー※
+／-

スクロール
キー※

カメラの位置

B

C

C

K

_c H12HWを使う　４．カメラで撮影する／音楽を聞く
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他のBluetooth対応機器とワイヤレスで接続して、データの送
受信などができます。
Bluetooth接続の詳細につきましては、取扱説明書の「Bluetooth」
（P.10-2）をご参照ください。

Bluetoothを起動する

1 メインメニューから （接続設定）→
「Bluetooth」を選択する
Bluetooth設定画面が表示されます。

2 「Bluetoothオン／オフ」→「オン」を選択する
Bluetooth機能が起動します。画面上部には が表示されます。

Bluetooth対応機器を登録（ペアリング）する

1 Bluetooth設定画面で「新しいデバイ
スの検索」を選択する
検索された機器が表示されます。

•

2 V（メニュー）→「ペアリング」を選択する

3 4～ 16桁のBluetoothパスキーを入力し、V（確定）を
押す
登録する機器にパスキーを送信します。登録を完了するには、相手
の機器から同じパスキーを受信する必要があります。

4 B（いいえ）を押す
登録が完了します。

Bluetoothでデータを送信する
H12HW内の電話帳や画像などのデータをBluetooth対応機器
に送信できます。
＜例＞電話帳を送信する場合

1 送信したい電話帳を選んで、V（メニュー）→「Bluetooth
接続」を選択する
登録（ペアリング）済みのBluetoothデバイス一覧が表示されます。

2 V（メニュー）→「送信」を選択する
送信が完了します。

データの種類によって、送信の操作が異なる場合があります。
送信できるデータの種類や詳細につきましては、取扱説明書の
「データを送受信する」（P.10-6）をご参照ください。

■

_d 他の機器と接続して使う　１．Bluetoothで接続して使う
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H12HWをパソコンと接続して、パソコンでインターネットへ
の接続やメールの送受信などの通信ができます。
あらかじめ、パソコンにH12HWとの接続用ソフトとダイヤルアップ
接続用ソフトをインストールしておく必要があります。インストール
につきましては、取扱説明書の「USB接続」（P.10-8）、「ダイヤルアッ
プでインターネットに接続する」（P.10-13）をご参照ください。

 H12HWをパソコンに接続する 
付属のUSBケーブルでH12HWとパソコンを接続します。
接続後、パソコンの画面にH12HW操作画面が表示されます。
Bluetoothで接続することもできます。

H12HW操作画面

外部接続用端子

接続コネクタ

USB端子

USBコネクタ

USBケーブル（付属品）

•

•

通信する
USBケーブルで接続した場合は、次の操作で通信します。

1 メインメニューから （接続設定）→「モデム」を選択す
る

2 「USB経由」を選択する

3 パソコンとH12HWをUSBケーブルで接続する

4 パソコンのH12HW操作画面で「インターネットに接続す
る」をクリックする

5 接続設定アイコン（a）が選択された状態で、ダイヤルアッ
プアイコン（b）をクリックする
通信が開始されます。

b

a

_d 他の機器と接続して使う　２．パソコンと接続して通信する
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