
_a	お使いになる前に

充電のしかた
付属のACアダプタとUSBケーブルを使用して充電します。
a、b、cの順に接続してください。
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。

ACアダプタの
USBコネクタ

USBプラグ

充電端子

USBケーブル

microUSBプラグ

c b a

電源を入れる

1	電源キー（T）を長押し
お買い上げ後はじめて電源を入れたときは、初期設定を行います。裏面「②初期設定」に進んでください。
ホーム画面が表示されるまでに、1分以上かかる場合があります。
反応がない場合は充電が不十分な可能性がありますので、再度充電してください。

•

•
•

お買い上げ品の確認
お買い上げ品には、S41HWと付属品が同梱されています。
次の製品がすべてそろっていることをご確認ください。
S41HW本体• 電池パック• ACアダプタ•
USBケーブル• S41HWかんたんガイド（本書）• 保証書（本体、ACアダプタ）•
ご利用いただくにあたって• microSDカード（試供品、装着済み）• 電池カバー（ブルー、ゴールド）

（試供品）
•

■

各部の名称と機能
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タッチパネルの使いかた
タッチパネルは、指で直接触れて操作します。触れかたによってさまざまな操作ができます。
下記以外の操作方法など詳細については、取扱説明書をご参照ください。
本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操作する仕様となっています。
タップ
項目やアイコンに軽く触れて、指を離します。

■ スライド
画面に軽く触れたまま、目的の方向になぞります。

■

スワイプ
画面を指ですばやくはらうように操作します。

■ ドラッグ
アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置ま
でなぞります。

■

•
•

EM chipと電池パックの取り付けかた
電池カバーやEM	chipの取り付け／取り外しなどのときに無理な力を加えると、破損の原因となりま
すのでご注意ください。
電池パックの取り付け／取り外しは、必ず電源を切ってから行ってください。•

_a

_b （－）（＋）の印字

1	電池カバーを取り外す

電池カバーをaの方向にパチッ
と音がするまでスライドさせた
後、bの方向に持ち上げて取り
外します。

切り欠き

IC部分

2	EM	chipを取り付ける

�EM�chipのIC部分を下にして、
EM�chipの表面を押しながら、矢
印の方向にEM�chipが固定される
までゆっくりと差し込みます。
EM�chipの取り付け／取り外
しのときは、IC部分に触れた
り、傷つけたりしないように
ご注意ください。

•

3	電池パックと電池カバーを取り
付ける

電池パックの（－）（＋）の印字面を上
にして、本機と電池パックの金属端子
を合わせてはめ込んだ後、操作1と逆
の手順で電池カバーを取り付けます。
電池カバーの取り付けは、操作1
のイラストのように、少し手前で
電池カバーをはめてから上方向に
スライドさせてください。

•

a 内蔵アンテナ部分
アンテナ付近を手で覆うと、通話、通信品質
に影響を及ぼす場合があります。

b 受話口
通話相手の声がここから聞こえます。

c ディスプレイ（タッチパネル）
指で直接触れて操作します。

d メニューM
各画面でメニューを表示するときに使用します。

e 戻るB
前画面に戻るか、メニューまたは通知パネル
を閉じます。

f 送話口
通話相手に自分の音声を送ったり、録音に使
用したりします。
カバーの内側に内蔵されています。

g ホームキーJ
ホーム画面に戻ります。
長押しすると、最近使用したアプリケーショ
ンが表示されます。

h 近接センサー
通話中に顔などが近付いたことを感知して、赤
く点滅します。

i インカメラ
自分を撮影するときなどに使用します。

j 調光センサー
周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明
るさを調整します。
近接センサーと一部兼用となっています。

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

k 音量上／下キー +／ -
着信音量や通話音量、音楽の再生音量などを
調節します。

l 検索s
クイック検索ボックスを起動します。本機内
やウェブページの情報を検索できます。
長押しすると、音声検索ができます。

m アウトカメラ
静止画や動画の撮影時などに使用します。

n 電池カバー
電池カバーを外してEM�chip、microSDカー
ド、電池パックの取り付け／取り外しをしま
す。

o スピーカー
着信音や再生した音楽などがここから流れま
す。

p イヤホンマイク端子
イヤホンマイクを接続します。

q 電源キーT
本機の電源が切れた状態で長押しすると、電
源が入ります。
本機の電源を入れた状態で長押しすると、マ
ナーモードや機内モードを設定したり、電源
を切ったりできます。
本機の電源を入れた状態で押すたびにディス
プレイを点灯／消灯します。消灯時は画面ロッ
クがかかります。

r microUSB端子／充電端子
付属のUSBケーブルを接続します。

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

※�本機は、microSDカードを取り付けた状態で使用してください。microSDカードを取り付けていないと、
一部使用できない機能があります。microSDカードの取り付けかた／取り外しかたは、取扱説明書をご
参照ください。

S41HWかんたんガイド

_a お使いになる前に

_b 初期設定

_c ホーム画面の見かた

_d キーボード（入力方法）の変更

_e Pocket WiFiウィジェット
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。�
取扱説明書（PDFファイル）は、イー ･モバイルのホームページからご覧いただけます。
http://emobile.jp/
使い方や設定方法などはFAQ（よくあるご質問）にも掲載されています。�
http://faq.emobile.jp

•

•

目　　次
このガイドでは、次の内容を説明しています。



__b	初期設定

_d	キーボード（入力方法）の変更

_e	Pocket WiFiウィジェット

__c	ホーム画面の見かた
はじめて電源を入れたときは、初期設定としてGoogleアカウントなどの設定を行います。電源を入
れてしばらくすると、Androidのマークが表示されます。
ここでは、EM�chipが取り付けられた状態で、はじめて電源を入れたときの初期設定を説明します。
Googleアカウントを設定すると、「Gmail」や「マーケット」などGoogleが提供するオンラインサービ
スを利用できます。初期設定でGoogleアカウントの設定をスキップした場合、「Gmail」や「マーケット」
などをはじめて起動したときにGoogleアカウント設定画面が表示されます。
通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
※�スマートフォンは最新のソフトウェアやアプリケーションを確認するための通信、データの同期をするた
めの通信など、一部自動的に通信を行う仕様となっています。�
データを自動で同期することで常に最新のデータを確認したり、より便利にご利用いただくことができま
すが、自動で通信が行われた場合もデータ通信料が発生します。

設定前の確認
1	Androidのマークをタップ

�「言語変更」を選択すると、画面に表示される言語を変更でき
ます。お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。
•

Googleアカウントの設定
1	アカウントを設定

Googleアカウントをお持ちでない場合
「作成」を選択してアカウントを作成できます。
	Googleアカウントをすでにお持ちの場合
「ログイン」を選択して、お持ちのアカウントを入力し、「ログイン」を
選択します。
	Googleアカウントを後で設定する場合
「スキップ」を選択します。

■

■

■

Googleアカウント
設定画面

Google位置情報サービスの利用設定／データのバックアップ設定
1	Googleの位置情報サービスの利用を設定

2	「次へ」をタップ
Googleアカウントの設定をスキップした場合は、初期設定が
完了し、ホーム画面が表示されます。

3	データのバックアップ※を行うかどうかを設定
※�Googleが提供する各種サービス、またサードパーティのアプリケーショ
ンの設定やデータなどを、クラウドにバックアップすることができます。
ただし、バックアップ機能については、各アプリケーションの開発元に
お問い合わせください。

4	「次へ」をタップ

5	「セットアップを完了」をタップ

•

初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。

•
•

•

【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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Wi-Fiテザリングを利用する
本機を無線LANのポータブルアクセスポイントに設定して、Wi-Fiテザリングを利用することができ
ます。設定を行うと、他の通信機器から本機の3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続
できるようになります。
通信にはパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大5台までです。

1	ホーム画面でPocket	WiFiアイコンをタップ
Pocket�WiFiが有効になると、アイコンが になり、ステータスバーには が表示されます。

ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を確認するには
お買い上げ時、ネットワークSSIDは「PocketWiFi」、セキュリティ（パスワード）は「WPA2	PSK」	
（8桁の数字）が設定されています。
Pocket�WiFiを有効にすると、設定アイコンを選択できます。

1	ホーム画面で設定アイコンをタップ
2	「Pocket	WiFiのセキュリティ設定」をタップ
3	ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を確認する

ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を変更し、「保存」を選択すると設定を変更できます。
データの初期化を行うと、パスワードは変更されます。

•
•

•

•
•

Pocket WiFi
アイコン

設定アイコン

Pocket WiFi
アイコン

設定アイコン

文字を入力するには、画面にキーボードを表示し、キーボードのキーをタップします。キーボードに
はAndroidキーボードとFSKAREN（エフエスカレン）の2種類があり、変更で	
きます。

1	文字入力欄をロングタッチ

2	「入力方法」→「Androidキーボード」／「FSKAREN」を選択	
お買い上げ時は、FSKARENに設定されています。
日本語を入力する場合は、FSKARENをご利用ください。
Androidキーボードでは日本語を入力できません。

•
•
•

キーボード変更画面キーボード変更画面

ホーム画面は、アプリケーションを使用するためのスタートポイントです。ホーム画面をカスタマイ
ズして、アプリケーションやショートカット、ウィジェット、フォルダのアイコンを表示させること
ができます。詳細については、取扱説明書をご参照ください。
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a
a ウィジェット
ウィジェットの起動や操作を行います。

b アプリケーション
アプリケーション画面を表示します。

c ステータスバー
通知アイコンやステータスアイコンを表示します。

d ショートカット
アプリケーションを起動したり、本機の設定項目を表示したりします。

e 拡張ホーム画面
タップすると、拡張ホーム画面がサムネイル表示されます。

※�実際の画面とは�
異なる場合があります。

画面ロックがかかったときは
本機を操作しない状態が一定時間続くと、画面ロックがかかります。ロックを解除するには、� �
電源キー（T）またはホームキー（J）を押して画面を点灯させ、 を右方向にドラッグしてください。

■


