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本機では、イー・モバイル携帯電話専用のネット接続サ

ービス「EMnet」とパソコン用のインターネット情報画

面を閲覧することができます。

EMnetでは、天気やニュースなどの情報の他、音楽／動

画などを提供しています。

本書では、EMnetとインターネットの情報画面を総称し

て「ウェブページ」と呼びます。

インターネットに接続したときに最初に表示するウェブ

ページを「ホームページ」と呼びます。

6 -2

66

EMnet／インターネットについてEMnet／インターネットについて

EMnet／インターネット

EMnet／インターネットをご利用になEMnet／インターネットをご利用にな
る前にる前に

   EMnetのご利用には、お申し込みが必要です。

   本機でパソコン用のインターネット情報画面を閲覧す

   る場合、表示に時間がかかったり、正しく表示されな

   かったりすることがございます。

   ブックマークを最大50件登録することができます。

   ｢ブックマーク」の中に10個のフォルダを作成できま

   す。

   サイズの大きな画像は表示できない場合があります。

   本機のブラウザが表示できないサイズの大きなページ

   を表示しようとした場合、ブラウザが再起動し、自動

   的にホームページに接続します。

■  お知らせ
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   本機には、認証機関から発行された電子証明書があら

   かじめ設定されています。

   セキュリティで保護されたウェブページを表示する場

   合は、お客様の自己責任においてSSL／TLSをご利用く

   ださい。

   お客様のSSL／TLSのご利用について、イー・モバイル

   は、SSL／TLSの使用に関するいかなる損害に対しても

   一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

■  お知らせ

EMnet／インターネット

SSL（Secure Socket Layer）およびTLS（Transport Layer 

Security）はデータを暗号化して送受信するための通信方

式です。SSL／TLSを使用してインターネットに接続する

と、個人情報やクレジットカード番号、企業秘密などを

安全に送信することができ、盗聴、改ざん、なりすまし

などのネット上の危険から保護します。SSL／TLSによる

通信を行うには、認証機関から発行された電子証明書が

必要です。

SSL／TLSについてSSL／TLSについて

ウェブページから読み出された情報は、一時的に「キャ

ッシュ」と呼ばれるメモリに保存されます。一度閲覧し

たウェブページを表示すると、キャッシュに保存されて

いる情報が表示されるため、すばやく表示することがで

きます。

キャッシュに保存されている情報は、メモリが一杯にな

ると古い情報から順に削除されます。

キャッシュについてキャッシュについて

･  最新の内容を表示するには、情報の更新が必要です。

･  キャッシュを無効にすることができます。（P.6-11）

･  ブラウザを終了させるとキャッシュに保存されている

   情報が消去されます。

■  お知らせ
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入力欄や選択項目が表示された場合は、次のように操作

します。

下記画面は一例です。実際の画面とは異なります。

①チェックボックスを選択する

□にカーソルを移動し    （選択）を押すと、     に変わ

り、選択されていることを示します。

②文字を入力する

入力欄にカーソルを移動し    （選択）を押し、文字を入

力して    （OK）を押します。

③ラジオボタンを選択する

文字の入力と項目の選択について文字の入力と項目の選択について

ページのスクロールページのスクロール

ウェブページが画面に収まりきらないときは、画面の右

または下にスクロールバーが表示されます。      または 

      を押すと、続きの画面を表示できます｡

カーソルの移動カーソルの移動

画面内に選択可能な項目がある場合は、     または      

を押してカーソルを項目部分へ移動し、   （選択）を押

します｡

前のページに戻る／次のページに進む前のページに戻る／次のページに進む

以前に閲覧したウェブページがキャッシュメモリに保存

されている場合は、前のページに戻ったり、次のページ

に進んだりすることができます。

    （メニュー）を押し、「戻る」を選択すると、前の

ページに戻ります。または、      （クリア／バック）を

押すと、前のページに戻ります。

    （メニュー）を押し、「進む」を選択すると、次の

ページに進みます。

ウェブページの操作のしかたウェブページの操作のしかた
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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

〇にカーソルを移動し    （選択）を押すと、  に変わり、

選択されていることを示します。

④プルダウンメニューを選択する

カーソルを選択欄に移動し    （選択）を押すと、セレク

トメニューが表示されます。選択する項目にカーソルを

移動し、   （選択）を押します。

⑤ボタンを押す

カーソルをボタンに移動し、   （選択）を押します。ボ

タンに記載されている動作を実行します。

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。

EMnetに接続するEMnetに接続する

ウェブページへの接続ウェブページへの接続
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よく利用するウェブページのURL情報を「ブックマーク」

に登録しておくと、登録したウェブページを簡単に表示

させることができます。

お買い上げ時は、イー・モバイルの「EMnetサービス」

が登録されています。

ブックマークを登録するブックマークを登録する

ブックマークを最大50件登録することができます。

11   登録したいウェブページを表示中に    （メ

    ニュー）を押し、｢ブックマーク」→「登録」

    を選択します。

22  自動的にウェブページがブックマークに登録 

    されます。

ブックマークブックマーク

11  ｢メインメニュー」→「EMnet」→「アクセ 

    ス履歴」の順に選択します。

22   アクセス履歴を選択し、  （選択）を押しま

    す。

アクセス履歴から接続するアクセス履歴から接続する

   URL履歴、アクセス履歴は、それぞれ新しい順に最大

   10件まで保存されます。

   ウェブページを表示中に    （メニュー）を押し、

 「URL入力」→「直接入力」／「URL履歴」の操作でも

   接続できます。

■  お知らせ
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11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブック

    マーク」の順に選択すると、ブックマーク画

    面が表示されます。

22   カーソルを接続したいブックマークに移動

    し、  （選択）を押します。

ブックマークからウェブページに接続するブックマークからウェブページに接続する

11  ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブック

    マーク」の順に選択すると、ブックマーク画

    面が表示されます。

■1件削除する

11        で削除したいブックマークを選択します。

22       （メニュー）を押し、「削除」→「１件削

    除」を選択します。

33  削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■複数選択して削除する

11       （メニュー）を押し、「削除」→「選択削

    除」の順に選択します。

ブックマークを削除するブックマークを削除する
   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブックマーク」の

   順に選択すると、ブックマーク画面が表示されます。

   ブックマーク画面で、   （メニュー）を押し、「新規

   登録」を選択すると、タイトルとURLを直接入力して

   ブックマークを登録することができます。

   ブックマークの登録情報を変更したい場合、ブックマ

   ーク画面で     （メニュー）を押し、「編集」を選択

   して編集します。

   タイトルは最大半角30文字または全角15文字まで、

   URLは半角アルファベット（小文字、大文字）、半角

   数字、半角記号を最大1024文字まで入力できます。

■  お知らせ
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最新の情報に更新する最新の情報に更新する

ウェブページの情報が正常に表示されなかった場合や、

最新の情報を表示する場合は、ウェブページを更新しま

す。

11   ウェブページ閲覧画面で    （メニュー）を 

    押し、「更新」を選択します。

文字コードを変更する文字コードを変更する

ウェブページの文字が正しく表示されない場合は、文字

コードを変更することで正しく表示される場合がありま

す。

11   ウェブページ閲覧画面で    （メニュー）を

    押し、「文字コード変換」を選択します。

22   文字コードの形式を選択します。

ウェブページ閲覧中の各種操作ウェブページ閲覧中の各種操作
22  削除したいブックマークを選択して    （選

    択）を押します。選択を取り消す場合、もう

    一度    （選択）を押します。

33      （削除）を押します。

44   削除の確認画面で、「はい」を選択します。

■全件削除する

11       （メニュー）を押し、「削除」→「全件削

    除」の順に選択します。

22   削除の確認画面で、「はい」を選択します。

33   端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。
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閲覧画面にURLのリンクが含まれている場合は、それを

利用してアクセスすることができます。

ウェブページ閲覧画面でリンクを選択し、  （選

択）を押します。

閲覧画面のリンクを利用する閲覧画面のリンクを利用する

ディスプレイ設定ディスプレイ設定

■文字サイズ設定

｢メインメニュー」→「設定」→「ディスプレイ設定」→

｢文字サイズ」→「一括」の設定が「OFF」のとき、ウェ

ブページ閲覧画面の文字サイズを「ブラウザ設定」から

変更することができます。

11  ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ  

    ザ設定」→「ディスプレイ設定」→「文字サ

    イズ」の順に選択します。

22  ｢大」／「中」／「小」を選択し、  （選択）

    を押します。

33      （登録）を押します。

ブラウザの設定ブラウザの設定

閲覧中のウェブページをホームページとして設定するこ

とができます。

11   ウェブページ閲覧画面で    （メニュー）を

    押し、「ホーム変更」を選択します。

   本機では、「shift JIS」「JIS」「EUC」「UTF-8」

   ｢ASCII」の文字コードに対応しています。

   お買い上げ時は「自動認識」に設定されています。

■  お知らせ

閲覧中のウェブページをホームページとして閲覧中のウェブページをホームページとして
設定する設定する
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セキュリティ設定セキュリティ設定

■Referer（リファラ）送信を設定する

別の情報画面に移動するときに、リンク元の情報画面

（Refererページ）を送信するかどうかを設定できます。

Referer送信を「ON」に設定すると、ブラウザから送出さ

れるRefererページを検査し、不正ページからの要求が拒

否されます。

11  ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウザ

    設定」→「セキュリティ設定」→「Referer送

    出」の順に選択します。

22  ｢ON」／「OFF」を選択し、  （選択）を押し

    ます。

33      （登録）を押します。

■画像再生設定

ウェブページ閲覧画面の画像を表示するかどうかを設定

することができます。

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「ディスプレイ設定」→「画像再

    生設定」の順に選択します。

22   ｢ON」／「OFF」を選択し、 （選択）を押し

    ます。

33      （登録）を押します。

ウェブページに接続するときのタイムアウト時間（秒）

を設定します。

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「タイムアウト設定」の順に選択

    します。

タイムアウト設定タイムアウト設定

22   ｢30秒」／「60秒」を選択し、  （選択）を

    押します。
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■Cookieを削除する

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「セキュリティ設定」→「Cookie

    を削除」の順に選択します。

22   削除の確認画面で、「はい」を選択します。

33   端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。

■キャッシュを設定する

ウェブページで表示された情報画面などのデータを一時

的に記憶するかどうかを設定します。

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「セキュリティ設定」→「キャッ

    シュ」の順に選択します。

22   ｢ON」／「OFF」を選択し、  （選択）を押し

    ます。

33     （登録）を押します。

■Cookieを設定する

Cookieを有効にすると、サイトに接続したときの設定情

報がCookieとして保存されるため、次回接続時に保存さ

れているお客様専用の環境を利用できます｡

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「セキュリティ設定」→「Cookie

    設定」の順に選択します。

22   ｢有効にする」／「無効にする」を選択し、        

        （選択）を押します。

33        （登録）を押します。

   Cookieを無効にすると、ショッピングサイトなど一部の

   ウェブサービスが正常に機能しなくなる場合がござい

   ます。

■  お知らせ
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■スクリプト設定を行う

情報画面でスクリプト（プログラム）を実行するかどう

かを設定できます。

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「セキュリティ設定」→「スクリ

    プト設定」の順に選択します。

22   ｢ON」／「OFF」を選択し、  （選択）を押  

     します。

33          （登録）を押します。

■SSL接続表示設定を行う

SSL通信が開始/終了される時に確認画面を表示するかの

設定ができます。

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「セキュリティ設定」→「SSL接

    続表示」の順に選択します。

22  ｢ON」／「OFF」を選択し、  （選択）を押し

    ます。

33      （登録）を押します。

■ルート証明書を表示する

本機に登録されている電子証明書を表示できます。

11  ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「セキュリティ設定」→「ルート

    証明書表示」の順に選択します。

22  ルート証明書一覧画面で確認したい証明書を

    選択し、  （詳細）を押します。
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■認証情報を設定する

認証情報を保持するかの設定ができます。

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「セキュリティ設定」→「認証情

    報保持」の順に選択します。

22   ｢ブラウザ終了で破棄」／「ON」／「OFF」

    を選択し、  （選択）を押します。

33       （登録）を押します。

設定リセット設定リセット

下記の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

   ブラウザの各種設定

   ホームページ

11   ｢メインメニュー」→「EMnet」→「ブラウ

    ザ設定」→「設定リセット」の順に選択しま

    す。

22   端末暗証番号（P.1-17）を入力し、  （OK）

    を押します。
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