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6

赤外線ポート

ストラップホ

ール

外部接続端子

スピーカー

カメラ

電池カバー

内蔵アンテナ

部分

充電ランプ

レシーバ（受

話口）

ディスプレイ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

赤外線でアドレス帳などを送受信する

ときに使用します。

ストラップを装着できます。

付属のUSBケーブルやACアダプタを接

続します。

着信音や再生した音楽などがここから

流れます。

静止画や動画を撮影するときに使用し

ます。

通話中、通信中に内蔵アンテナ部分に

触れますと、通話品質に影響します。

携帯電話を使用時に内蔵アンテナ部分

に触れますと、アンテナの電波感度が

弱まる可能性があります。

充電中は赤色点灯し、充電が完了する

と消灯します。メール／SMSの受信や

電話の着信があったとき点滅します。

通話相手の音声がここから聞こえます。
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左ソフトキー

文字キー

通話キー

ダイヤルキー

＊キー

11

12

13

14

15

待受画面からメールメニューを呼び出す

ことができます。画面左下の項目を実行

するときにも使用します。また、待受画

面で長押し（約1秒以上）すると、メー

ル新規作成の画面が表示されます。

待受画面からカメラ機能を呼び出すこ

とができます。文字入力画面で入力文

字種類を選択できます。また、待受画

面で長押し（約1秒以上）すると、動画

撮影画面が表示されます。

電話をかけるときや受けるときに使用

します。待受画面から電話番号を入力

する画面を表示します。

電話番号や文字を入力するときなどに

使用します。待受画面で        ～       

を長押し（約1秒以上）すると、短縮

ダイヤルに設定された相手に電話がか

かります。

＊、＋、Pを入力します（キーを繰り

返し押すと切り替わります）。文字入

力画面で、絵文字リストや記号リスト

などを表示したり、濁点／半濁点を入

力したりすることができます。

スクロールキ

ー

右ソフトキー

メニュー／決

定キー

16

17

18

メニューのカーソルの移動、画面をス

クロールするときなどに使用します。

キーの各方向に割り当てられた機能を

呼び出します。（P.1-8）

また、待受画面で     を長押し（約1秒

以上）すると、アラーム一覧画面が表

示されます。    を長押し（約1秒以上）

すると、アドレス帳新規登録画面が表

示されます。    を長押し（約1秒以上）

すると、受信メール画面が表示されま

す。    を長押し（約1秒以上）すると、

送信メール画面が表示されます。

待受画面からEMnetに接続します。画

面右下の項目を実行するときにも使用

します。また、待受画面で長押し（1秒

以上）すると、EMnetメニューが表示さ

れます。

待受画面からメインメニューを表示さ

せるときに使用します。メニュー項目

などの選択の決定に使用します。また、

待受画面で長押し（約1秒以上）すると、

誤動作防止を設定／解除します。



1 -3

11

はじめに

EM chipの取り付け方／取り外し方EM chipの取り付け方／取り外し方

EM chipの取り付けや取り外しは、電源を切り、ACアダ

プタ、USBケーブルを抜き、電池パックを取り外してか

ら行います。

EM chipのIC部分を下にして、矢印の方向へEM chipが固定

されるまでゆっくり差し込みます。

EM chipの取り付け方EM chipの取り付け方

EM
 chip

ショートカッ

トキー

クリア／バッ

クキー

電源／終話キ

ー

#キー

マイク（送話

口）

19

20

21

22

23

待受画面でショートカットキーを押す

と、機能を直接呼び出すことができま

す。

入力した電話番号、文字などを削除す

るときや、操作を１つ前の状態に戻す

ときなどに使用します。待受画面から

簡易留守録画面を表示します。また、

待受画面で長押し（約1秒以上）する

と、簡易留守録を設定／解除します。

通話を終了するときや操作を終了して、

待受画面に戻すときに使用します。ま

た、待受画面で長押し（約1秒以上）

すると、電源OFFします。

電源OFFの状態で、長押し（1秒以上）

すると、電源ONします。

｢#」を入力します。待受画面で長押し

（約1秒以上）すると、マナーモード

に切り替わります。文字入力時の改行

に使用します。文字確定前にキーに割

り当てられた文字を逆順に表示します。

通話相手に自分の音声をここから送り

ます。
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ACアダプタで充電するACアダプタで充電する

指定のACアダプタを使用して充電します。

11  ACアダプタのコネクタ－の取り付け向きを確

    認したら、本機の外部接続端子に差し込みま

    す。

22  家庭用ACコンセントにプラグを差し込みま

    す。

充電ランプが赤色で点灯し、充電が始まります。充電中、

充電マークが点滅します。

充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。同時に、充

電マークの点滅が停止します。

電池パックと充電器のお取り扱い電池パックと充電器のお取り扱い

矢印の方向へEM chipをゆっくりと引き抜きます。

EM chipの取り外し方EM chipの取り外し方

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていませ

ん。必ず充電してからお使いください。

充電には、必ず本機付属または指定のACアダプタをご使

用ください。

電池パックの取り付け／取り外しは、必ず本機の電源を

切り、ACアダプタ、USBケーブルを抜き、手で持って行

ってください。電源を切らずに電池パックを取り外した

電池パックについて電池パックについて

家庭用ACコンセント

外部接続端子

接続コネクタ－

プラグ

EM
 chip

場合、本機が破損することがあります。
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ディスプレイディスプレイ
33  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、本機からAC

    アダプタのコネクタを抜きます。

   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。

■  お知らせ 1

2

3

4

5

6

7

GSMサービス圏内／3Gサービス圏内

電波受信状態

電波の状態を4段階で表示します。

    ：強     ：中     ：弱     ：微弱

圏外

着信中／通話中

未読メールあり／メール受信中／メー

ル送信中／受信メールフォルダ容量不

足時

パケット通信可能／パケット通信中

SSL対応サイト接続中

セキュリティで保護されているサイト

へ接続中に表示します。

全転送設定中

 ローミング中

アイコン 説明

／

／

／

／

／
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8

9

10

11

12

13

microSDカード装着中／使用中／フォー

マット中

音楽ファイル再生中／音楽ファイル再

生保留中

USB接続中

Bluetooth 通信可能／Bluetooth 送信中／

Bluetooth 受信中／接続待機中

Bluetooth イヤホンマイク接続中

赤外線通信中

マナーモード設定中

電池パックの残量（電池レベル）の目

安が4段階で表示されます。

    ：十分残っています。   ：少なくな

っています。

    ：残りわずかです。   ：充電してく

                                     ださい。

充電中

アイコン 説明

／

／

／

／ ／
14

15

16

17

18

19

20

21

日付／時刻表示

簡易留守録ON

留守番電話メッセージあり

アラーム設定中

誤動作防止設定中

自動応答設定中

イヤホンマイク装着中

シークレットモードON

アイコン 説明
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メインメニューの項目メインメニューの項目

本機の各操作は、「メインメニュー」から行います。

11  待受画面で     を押します。
メインメニューが表示されます。

22          でカーソルを移動し、    を押すと、選

    択されたメニューの画面が表示されます。

メインメニューから機能を呼び出すメインメニューから機能を呼び出す

機能の呼び出しかた機能の呼び出しかた
メール カレンダー EMnet

    （または       ）

EMnetメニューを

表示します。

ツール

    （または       ）

アラームなど便利

な機能が利用でき

ます。

外部接続

    （または       ）

Bluetooth やUSB通

信などの設定を行

うことができま

す。

設定

    （または       ）

本機の各種機能の

設定を行うことが

できます。

    （または       ）

メールメニューを

表示します。

カメラ

    （または       ）

静止画や動画を撮

影できます。

マルチメディア

    （または       ）

オーディオプレイ

ヤー、ビデオプレ

イヤー、ボイスレ

コーダー、ストリ

ーミングの再生が

できます。

赤外線通信

    （または       ）

赤外線通信の利用

ができます。

    （または       ）

カレンダーメニュ

ーを表示します。

データフォルダ

   （または       ）

データフォルダ内

の画像やメロディ

などの各種ファイ

ルを管理できます。

アドレス帳

   （または       ）

アドレス帳一覧を

表示します。

ユーザ情報

   （または       ）

本機の情報を編集

することができま

す。
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ショートカット機能を使って機能を呼び出すショートカット機能を使って機能を呼び出す

待受画面でキーを押して対応する機能を直接呼び出すこ

とができます。

メールメニューを表

示します。

ホームページに接続

します。

静止画や動画を撮影

できます。

ショートカット機能

が利用できます。

カレンダーメニュー

を表示します。

着信履歴一覧を表示

します。

発信履歴一覧を表示

します。

アドレス帳一覧を表

示します。

ショートカットキーを使って機能を呼び出すショートカットキーを使って機能を呼び出す

11   待ち受け画面で      を押すと、ショートカッ

    トリスト画面が表示されます。

22   呼び出したい機能を選択し、  （選択）を押

    します。

■ショートカットキーの順番を移動する

｢メインメニュー」、「電話番号入力」を除き、1から0

までの機能の順番を変更することができます。

11  ショートカットリストから、1から0までのい

    ずれかを選択し、  （メニュー）→「移動」

    の順に選択します。

22        で選択された機能の順番を変更します。

33      （決定）を押します。
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■他の機能をショートカットリストに設定する

｢メインメニュー」、「電話番号入力」を除き、1から0ま

でに対応している機能を編集することができます。

11  ショートカットリストから、1から0までのい

    ずれかを選択し、  （メニュー）→「変更」

    の順に選択します。

22   機能リストから設定したい機能を選択し、 

    （決定）を押します。
     選択された機能に下位機能が含まれている場合、該

     当機能を選択し、  （選択）を押します。下位機能か

     ら設定したい機能を選択し、   （決定）

■初期設定に戻す

ショートカットリストから、1から0までのいずれかを選

択し、   （メニュー）→「初期設定に戻す」の順に選択

します。ショートカットリストに設定した機能をお買い

上げ時の状態にリセットします。

を押します。
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11  本機を開いた状態にします。

22          を長く押します。
しばらくすると、起動画面が表示されたあと、「待受画

面」が表示されます。

電源を入れる電源を入れる

電源を入れる／切る電源を入れる／切る

電源を切る電源を切る

電話をかける電話をかける

11         を長く押します。

22  終了画面が表示されたあと、ディスプレイが

    消灯します。

電話を受ける電話を受ける

11  電波状態を確認してください。

22  待受画面で電話番号を入力します。
     （同一市内への通話でも、必ず市外局番を入力して

     からダイヤルしてください）

     入力した電話番号を訂正したい場合は、      でカー

     ソルを消したい番号の右側に移動し、       を押しま

     す。       を長く押すと、待ち受け画面に戻ります。

33  電話番号を確認し、      を押します。

44  通話を終了する場合は、     を押します。

電話機能電話機能

11  電話がかかってきたとき、      を押すと、電

    話がつながります。

22  通話を終了するときは、      を押します。
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①現在の文字入力モード

②入力可能な最大文字数／バイト数

③入力文字数／バイト数

文字の入力方法文字の入力方法

文字の入力画面文字の入力画面

利用できる文字入力モードは、以下のとおりです。

文字入力モードの切替文字入力モードの切替

かな漢

カナ

ａＡ

１２

＃＠

顔文字

絵文字

ｶﾅ

aA

12

#@

ひらがなと漢字

全角カタカナ

全角アルファベット

全角数字

全角記号

顔文字の入力

絵文字の入力

半角カタカナ

半角アルファベット

半角数字

半角記号

11  文字入力画面で      を押します。

22   文字入力モードを選択し、   （選択）を押し

    ます。

    入力モード表示の先頭の数字をダイヤルキーで押し、

     選択することもできます。
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アドレス帳の基本的な登録方法アドレス帳の基本的な登録方法

よく電話をかけたり、メールのやりとりをする相手の名

前や電話番号、メールアドレスなどをアドレス帳に登録

しておくと、簡単な操作で相手と連絡することができま

す。

また、連絡先別に着信音を指定したり、カテゴリ別に管

理したりといろいろな項目を登録できます。

本機のアドレス帳には、下記の2種類があります。

11    ｢本体」のメモリを使用するアドレス帳

22   ｢EM chip」のメモリを使用するアドレス帳

電話番号やメールアドレスなどの連絡先を本体アドレス

帳に最大1,000件、EM chipに最大50件登録できます。

アドレス帳アドレス帳

11  待受画面で     を押します。または、「メイ

    ンメニュー」→「アドレス帳」→「アドレス

    帳」の順に選択します。

    アドレス帳一覧画面が表示されます。

22      （メニュー）を押し、「新規登録」を選択

    します。

    アドレス帳の新規登録画面が表示されます。

33        で入力または設定したい項目にカーソル

    を移動します。

44      （選択）を押すと、選択された項目の入力

    または設定画面が表示されます。

55  必要な項目を設定してから、   （登録）を押

    します。
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11    待ち受け画面で      か      を押します。ま

    たは「メインメニュー」→「アドレス帳」→

    ｢通話履歴」の順に選択します。

22         で「着信」／「 発信」／「全件」を選

    択します。

33  カーソルを保存したい電話番号に移動します。

■新規登録

11     （メニュー）を押し、｢アドレス帳登録」→

    ｢新規登録｣の順に選択します。自動的に電話

    番号が入力され、アドレス帳登録画面が表示

    されます。

22   必要な項目を設定してから、  （登録）を押

    します。

通話履歴の電話番号を登録する通話履歴の電話番号を登録する

メール作成／送信するメール作成／送信する

11    待受画面で      を押します。または、「メ

    インメニュー」→「メール」の順に選択しま

    す。

22    ｢新規作成」を選択すると、メール作成画

    面が表示されます。

33    ｢アドレス追加」欄を選択し、宛先を指定

    します。アドレスを直接入力したり、アドレ

    ス帳／送受信履歴から選択することができま

    す。

44    ｢件名入力」欄を選択し、件名を入力しま

    す。

メールメール

本機では、メールまたはSMSを利用してメッセージの送

受信ができます。
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基本操作

55    ｢添付ファイル」欄を選択し、添付ファイ

    ルを指定します。

66  「本文入力」欄を選択し、本文を入力します。

77          （送信）を押す、または    （メニュー） 

    を押し、「送信」を選択します。

11    待受画面で      を押します。または、「メイ

    ンメニュー」→「メール」の順に選択します。

22  ｢SMS新規作成」を選択します。

33  ｢アドレス追加」欄を選択し、宛先を指定し

    ます。相手の電話番号を直接入力したり、ア

    ドレス帳／送受信履歴／通話履歴から選択す

    ることができます。

44  ｢本文入力」欄を選択し、本文を入力します。

55        （送信）を押す、または      (メニュー) を

    押し、「送信」を選択します。

SMS作成／送信するSMS作成／送信する

11    待ち受け画面で      を押します。

22    ｢受信メール」を選択します。

33    受信メール表示がフォルダ表示の場合は、確

     認したいメール／SMSが保存してあるフォル

    ダを開き、メール／SMSを選択します。

     受信メール表示がリスト表示の場合は、確認したい

     メール／SMSを選択します。

44       （表示）を押すと、メール／SMSの本文が

    表示されます。

メール／SMSの内容を確認するメール／SMSの内容を確認する
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11  待ち受け画面で      を押します。

22  ｢受信メール」を選択します。

33   受信メール表示がフォルダ表示の場合は、返

    信したいメール／SMSが保存してあるフォル

    ダを開き、メール／SMSを選択します。
     受信メール表示がリスト表示の場合は、返信したい

     メール／SMSを選択します。

44      （返信）を押す、または      (メニュー)を

    押し、「返信」を選択します。

55  受信SMSに返信する場合、「返信」／「引用

    返信」を選択することができます。
     ｢返信」: 新たに本文を入力し、送信者へ返信します。

     ｢引用返信」: 受信SMSの本文を引用し、送信者へ返

     信します。

受信したメール／SMSに返信する受信したメール／SMSに返信する     受信メールに返信する場合、「返信」／「引

    用返信」／ ｢全員に返信」／「全員に引用返

    信」を選択することができます。
     ｢返信」: 新たに本文を入力し、送信者へ返信します。

     ｢引用返信」: 受信メールの本文を引用し、送信者へ

     返信します。

     ｢全員に返信」: 新たに本文を入力し、全員へ返信し

     ます。

     ｢全員に引用返信」: 受信メールの本文を引用し、全

     員へ返信します。

66       （送信）を押す、または    （メニュー）

    を押し、「送信」を選択すると、メール／

    SMSが送信されます。

   受信メール／SMSの表示中に     （メニュー）を押し、

 「返信」を選択しても、同様の操作ができます。

■  お知らせ
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EMnetをお申し込みいただいている場合は、待受画面で

      を押すと、ワンタッチで「ホームページ」に接続で

きます。または、「メインメニュー」→「EMnet」→

「ホーム」の順に選択すると、「ホームページ」に接続

できます。

画面に表示する言語を選択します。

日本語に設定されている場合:

11  ｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプレ

    イ設定」→「Language」の順に選択します。

EMnetに接続するEMnetに接続する

EMnet／インターネットEMnet／インターネット

Language＜言語選択＞Language＜言語選択＞

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「URL入

    力」→「直接入力」の順に選択します。

22   URLを入力します。

33       （OK）を押します。

URLを直接入力して接続するURLを直接入力して接続する

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「URL入

    力」→「URL履歴」の順に選択します。

22   URL履歴を選択し、  （選択）を押します。

33       （OK）を押します。

URLの履歴から接続するURLの履歴から接続する
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    項目

日本語

English

説明

言語表示を日本語に設定します。

言語表示を英語に設定します。

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お

気軽に下記お問い合わせ窓口にご連絡ください。電話番

号はお間違いのないようおかけください。

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）

海外から：＋81-3-6831-3333（有料）

受付時間9：00～21：00（年中無休）

ホームページhttp://emobile.jp/

22  設定したい言語を選択し、  （選択）を押し

    ます。

When the display language is English:

11  Select 「Main Menu」→「Settings」→

  「Display Settings」→「言語選択」.

22  Select the desired language and press  

  （Select）.
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