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17-2

機能一覧

機能名 初期値 参照先

アプリ
セキュリティ設定 アプリにより異なる

16 章
機能設定 音量設定：レベル 3、バックライト設定：通常

設定連動、バイブ設定：ON

EMnet ／	
インターネット ブラウザ設定

文字サイズ：中（EMnet）／極小（インターネッ
ト）、スクロール単位：1 行、再生設定：再生
する、セキュリティ設定（Referer 送出：送出
する、Cookie 設定：有効にする、スクリプト
設定：実行する、認証情報保持：ブラウザ終了
で破棄、SSL 接続表示：表示する）

6-14 ページ

カメラ（静止画）

カメラ（静止画）

静止画モード：モバイルカメラ、画像サイ
ズ：W240 × H320（モバイルカメラ）／
W2048 × H1536（デジタルカメラ）、手ぶ
れ軽減：OFF、自分撮り設定：OFF、撮影シー
ン：OFF、連写モード：OFF、フレーム撮影：
OFF、アイコン表示切替：表示あり、露出補正：
± 0.0EV

7 章保存設定 保存先設定：本体、ファイル名設定：日時、自
動保存設定：OFF

撮影設定
画質：ファイン、画像効果：OFF、日付スタンプ：
OFF、モバイルライト：OFF、ホワイトバランス：
オート、色調調整：標準、タイマー撮影：OFF

機能設定
フォーカスモード：オート、グリッド線：
OFF、地域設定：自動、シャッター音：パター
ン 1、テンキーショートカット：ON

カメラ（動画）

カメラ（動画）
動画モード：ムービー L、自分撮り設定：
OFF、スクリーン表示切替：スクリーン小、 
アイコン表示切替：表示あり、音声録音：ON、
露出補正：± 0.0EV

7 章

保存設定 保存先設定：本体、ファイル名設定：日時、自
動保存設定：OFF

撮影設定

画質：ノーマル（ビデオカメラ／ムービー L）
／エコノミーに固定（ムービー M）、画像効果：
OFF、モバイルライト：OFF、ホワイトバラン
ス：オート、色調調整：標準、タイマー撮影：
OFF、エンコード：MPEG4（ムービー L）

機能設定
地域設定：自動、開始／終了音：パターン 1、
テンキーショートカット：ON、プレビュー設定：
ON（ビデオカメラ）

カメラ（バーコードリーダー） 露出補正：± 0.0EV 7-14 ページ
付
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17-3

機能名 初期値 参照先

メール

表示設定
文字サイズ：中、スクロール単位：1 行単位、
アドレス表示（メインディスプレイ：全て表示、
サブディスプレイ：全て表示）

5-20 ページ

メール作成設定
簡単宛先リスト：登録なし、メールグループ設
定：登録なし、署名設定：署名なし、初期メー
ルタイプ：SMS、メール切替通知：表示する

5-20 ページ

送信設定
確認画面設定：表示する、確認バイブ設定：
ON、配信レポート：確認しない、有効期限：－、
返信先設定：OFF、ローミング設定：OFF

5-21 ページ

受信設定

自動受信設定：ホームのみ、自動展開（画像ファ
イル：表示する、音ファイル：再生しない）、 
Eメール受信設定：全て、添付ファイル受信：
ON、添付ファイルサイズ：最大、SMS 拒否
アドレス（アドレスフィルター：OFF、拒否リ
スト：未登録）、迷惑メール設定（迷惑メール
振分：振分けない、振分先：フォルダ 19）

5-22 ページ

受信メール 自動削除設定：設定しない 5-15 ページ
送信メール 自動削除設定：設定する 5-15 ページ

ツール

アラーム

アラーム名：アラ－ム 1 ～ 7（内容は未登録）、
アラーム：OFF、アラーム時刻：未設定、アラー
ム音：パターン 1、アラーム音量：レベル 3、
バイブ設定：OFF、鳴動時間：60 秒、画像設
定：オリジナル、起動設定：1 回のみ、スヌー
ズ：OFF

14-2 ページ

簡易留守録 留守録設定：OFF、応答時間設定：6 秒 14-4 ページ
メモ帳 ― 14-5 ページ
電卓 税率設定：5% 14-6 ページ
辞書 ― 14-7 ページ
キッチンタイマー 10 秒 14-22 ページ
ボイスレコーダー 保存先設定：本体 14-22 ページ
通話中番号メモ ― 14-23 ページ
世界時計 ― 14-24 ページ
画像編集 ― 7-20 ページ
バックアップ ― 14-26 ページ
ナビ設定 位置情報通知：ON（確認する） 14-28 ページ

スケジュール

カレンダー

スケジュール：未登録、アラーム：OFF（アラー
ム時刻：未設定、鳴動時間：60 秒、アラーム音：
パターン 1、アラーム音量：レベル 3、バイブ
設定：OFF、画像設定：オリジナル）、お知らせ君：
OFF、カレンダーロック：解除する、スタート
表示：1 ヶ月、文字色：白文字黒フチ

14-7 ページ

予定

予定：未登録、アラーム：OFF（アラーム時刻：
未設定、鳴動時間：60 秒、アラーム音：パター
ン 1、アラーム音量：レベル 3、バイブ設定：
OFF、画像設定：オリジナル）、お知らせ君：
OFF、予定ロック：解除する

14-16 ページ

時間割 時間割：未登録、時刻設定：未設定
背景色：OFF、文字色：白文字黒フチ 14-20 ページ

データフォルダ 表示切替 表示形式：サムネイル（3 × 3） 10 章

付
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17-4

機能名 初期値 参照先

メディアプレイヤー
プレイモード：全曲再生、サラウンド：OFF、
イコライザ：Flat、ボイスキャンセル：OFF、
出力先設定：スピーカー／イヤホン

9 章

デジタルTV

字幕：ON、音声切替え：主音声、明るさ：明
るさ 3、チャンネル設定：未登録、データ放送
設定（接続確認：確認する、セキュア通信確認：
確認する、メモリアクセス確認：確認しない、
製造番号通知：通知しない、保存先設定：本体）、
オフタイマー：OFF、録画ファイル保存先：本
体、音量設定：VOL12、出力先設定：スピーカー
／イヤホン、画質設定：ノーマル

8 章

アドレス帳
ユーザ情報：自局電話番号のみ、保存先設定：
本体、アドレス帳使用禁止：禁止しない、検索
切替：リスト表示

4 章

音・バイブ	
設定

通常モード

着信音：パターン 1、着信音量：レベル 3、鳴
動時間：5 秒、バイブ設定：パターン 1、サウ
ンド音量：レベル 3、受話音量：レベル 5、ス
ピーカー音量：レベル 5、ボタン確認音量：レ
ベル 1、ボタン確認音：オリジナル 1、効果音
量：レベル 1、効果音：オリジナル、電池アラー
ム音：ON

12-3 ページ
マナーモード	
（サイレント）

音量：サイレント、バイブ設定：パターン 1、
アラーム：サイレント、効果音：OFF、電池ア
ラーム音：OFF、簡易留守録：通常設定連動

マナーモード	
（アラーム）

音量：サイレント、バイブ設定：パターン 1、
アラーム（アラーム音量：通常設定連動、バイ
ブ設定：通常設定連動）、効果音：OFF、電池
アラーム音：OFF、簡易留守録：通常設定連動

マナーモード
（オリジナル	
マナー1～3）

音量：サイレント、バイブ設定：パターン 1、
アラーム：サイレント、効果音：OFF、電池ア
ラーム音：OFF、簡易留守録：ON

マナーモード設定 マナーモード切替：サイレント 12-3 ページ

付
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17-5

機能名 初期値 参照先

ディスプレイ
設定

待受表示
メインディスプレイ（壁紙：Water、ミニツー
ル：OFF、時計／カレンダー：1 行デジタル）、
サブディスプレイ：ノーマル

12-7 ページ

画面表示設定

画面デコ（アイコン）：SHIKI、画面デコ（ウィ
ンドウ）：SHIKI、着信イラスト：SHIKI、メー
ルアニメ：SHIKI、ダウンロード中：SHIKI、ウェ
イクアップ：ノーマル、シャットダウン：ノー
マル

12-9 ページ

ミニツール	
ウィンドウ コンテンツの選択：カレンダー 1-19 ページ

着信時表示 顔写真：ON、サブディスプレイ：OFF 12-10 ページ

文字設定
文字サイズ（操作画面：大、メール閲覧：中、
インターネット：極小、EMnet：中、文字入力：
中）、文字色：パターン 1

12-11 ページ

バックライト設定
省電力：15 秒、キーバックライト：5 秒、ディ
スプレイ（照明時間：5 秒、明るさ：明るさ 3）、
メディアプレイヤー：常時 ON

12-12 ページ

イルミネーション
設定

お知らせランプ（不在着信：カラー 1、メール：
カラー 2、配信レポート：カラー 3、着信通知
機能：カラー 4）、着信イルミネーション（音
声着信：カラー 1、メール受信：カラー 2、配
信レポート受信：カラー 3、着信通知機能：カ
ラー 4

12-13 ページ

事業者名表示 OFF 12-13 ページ

一般設定

時計設定
12h/24h 設定：24h、2都市時計設定（都市 1：
東京、都市 2：東京、メイン都市切替：都市 1、
サマータイム ON ／ OFF：OFF）

1-15 ページ、
14-24 ページ

サブメニュー履歴 表示する 12-14 ページ
マルチファンク
ションボタン

A：カレンダー、B：アドレス帳、
D：発信履歴、C：着信履歴 12-14 ページ

サイドキー マナーモード 12-14 ページ

セキュリティ
設定

端末操作ロック 本体クローズ：OFF、省電力：OFF、パワーオ
フ：OFF 13-2 ページ

機能ロック
アドレス帳：禁止しない、カレンダー：解除す
る、予定：解除する、通話履歴：解除する、メー
ル送受信履歴：解除する

13-3 ページ

シークレットモード 表示しない 13-3 ページ

メール拒否設定
SMS 拒否アドレス（アドレスフィルター：
OFF、拒否リスト：未登録）、迷惑メール設定（迷
惑メール振分：振分けない、振分先：フォルダ
19）

5-24 ページ

暗証番号変更
（端末暗証番号変更）1234 13-4 ページ

PIN 設定 PIN 設定：－、PIN 変更：－、PIN2 変更：－ 13-5 ページ
制限モード ウェブ規制：OFF 13-6 ページ

付
録

17



17-6

機能名 初期値 参照先

通話設定

付加サービス 国際設定（国際コード：0000000）、ローミ
ング設定：自動

14-29ページ、
14-30 ページ

通話時間・料金
累積通話時間：000：00：00、累積通話料金：
－円、前回の通話時間：000：00：00、前
回の通話料金：－円、通貨設定（単位：－円、レー
ト：1.0000000）、通話料金表示：ON

2-7 ページ、
2-8 ページ

イヤホンマイク	
設定

自動応答（ON ／ OFF：OFF、時間指定：10 秒）、
発信先設定（発信先設定：OFF、電話番号：未
登録）

14-34 ページ

応答設定 オープン通話：OFF、エニーキーアンサー：
OFF 12-15 ページ

着信拒否
電話番号指定（拒否／許可：許可、拒否リスト
編集：未登録）、アドレス帳以外：許可、非通知：
許可、公衆電話：許可、通知不可：許可

12-15 ページ

電波オフモード OFF 12-16 ページ
発信者番号通知 番号通知 12-17 ページ

外部接続
Bluetooth

ON ／ OFF：OFF、登録済デバイス（登録済デ
バイス：未登録、信頼設定：OFF）、デバイス
設定（公開設定：公開、ハンズフリー設定：ハ
ンズフリーモード）

11-7 ページ

赤外線通信 ON ／ OFF：OFF 11-3 ページ
USB 接続設定：接続時確認、電池充電：ON 11-13 ページ

優先動作設定

操作中（メール受信：割り込み、配信レポート
受信：バックグラウンド）、ムービー録画中（メー
ル受信：割り込み、配信レポート受信：バック
グラウンド）、メディアプレイヤー：着信優先、
ボイスレコーダー（メール受信：割り込み、配
信レポート受信：バックグラウンド）、TV（メー
ル受信：割り込み、配信レポート受信：バック
グラウンド、アラーム通知：アラーム動作優先）

12-17 ページ

メモリ設定
メモリ容量確認 ― 12-18 ページ
メモリカード	
フォーマット ― 10-16 ページ

オプション
サービス

転送電話サービス ― 15-2 ページ
留守番電話サービス ― 15-4 ページ
割込通話サービス ― 15-5 ページ

通話履歴
発信履歴 ― 2-6 ページ
着信履歴 ― 2-7 ページ

文字入力

カスタムパレット（パレット登録：未登録、表
示設定：表示する）、単語設定（単語登録：未
登録）、入力方式：標準入力、文字サイズ：
中、入力予測（入力予測：ON、フレーズ予測：
ON）、定型文：未登録、クリップボード：未登録

3 章

ショートカットメニュー
メール作成、メールボックス、メインメニュー、
メディアプレイヤー、カレンダー、時間割、国語
辞書、英和辞書、和英辞書、電卓

14-30 ページ

付
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17-7

故障かな？と思ったら

現象 確認すること／対処方法

電源が入らない
・ 電池パックは正しく取り付けられていますか？（1-11 ペー

ジ）
・ 電池切れになっていませんか？（1-10 ページ）

「充電器との接続を確認してくださ
い」と表示され、充電できない

・ 充電端子や外部接続端子、電池パックの端子などが汚れて
いませんか？乾いた綿棒などで清掃してください。

電源を入れたあと、通常の操作がで
きない

・ PIN 認証画面が表示されていませんか？
 「PIN 設定」（13-5 ページ）が「有効にする」に設定され

ています。PIN コードを入力してください。
・ 「 」、「端末操作ロック」と表示されていませんか？
 端末操作ロック（13-2 ページ）が設定されています。端

末暗証番号（1-20 ページ）を入力してください。
・ 「有効な EM chip を挿入してください」と表示されていま

せんか？
 電源を切り、EM chip が正しく取り付けられていることを

確認してください（1-2 ページ）。

電話がつながらない、またはメール
やウェブが利用できない

・ 「 」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の
届きにくい場所にいませんか？

 電波の届く場所に移動してかけ直してください。
・ 内蔵アンテナ部分（1-5 ページ）を手などで覆っていませ

んか？
・ 「 」、「電波オフモード」と表示されていませんか？
 電波オフモードを解除してください（12-16 ページ）。

電話がかけられない

・ 市外局番からかけていますか？
・ 「現在電話がかかりにくくなっております」と表示されてい

ませんか？
 回線が混み合っています。しばらくたってからもう一度か

けなおしてください。
・ 「発信先固定」（13-6 ページ）を「ON」に設定していませ

んか？

電話が着信しない
・ 着信拒否を設定していませんか？（12-15 ページ）
・ 転送電話サービス（15-2 ページ）や留守番電話サービス

（15-4 ページ）で「呼出なし」に設定していませんか？

メールが送信できない ・ 「発信先固定」（13-6 ページ）を「ON」に設定していませ
んか？

メールが受信できない
・ 「 」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の

届きにくい場所にいませんか？
 電波の届く場所に移動してください。

通話の途中に途切れたり、切れたり
する

・ 「 」が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の
届きにくい場所にいませんか？

 電波の届く場所に移動してください。
・ 内蔵アンテナ部分（1-5 ページ）を手などで覆っていませ

んか？

ボタンを押しても、何も反応しない

・ 「 」、「端末操作ロック」と表示されていませんか？
 端末操作ロック（13-2 ページ）が設定されています。端

末暗証番号（1-20 ページ）を入力してください。
・ 本体を閉じた状態で操作し、サブディスプレイに「 」が

表示されていませんか？
 ホールド（13-9 ページ）が設定されています。本体を閉

じた状態で、R を長く（約1秒以上）押して、ホールドを
解除してください。

付
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17-8

ソフトウェア更新
本機のソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要な場合にはネットワークを利
用して更新できます。
● イー・モバイルサービスエリア内でソフトウェア更新を行った場合、通信料はかかりません。た

だし、ローミングサービスエリア内で行った場合は、通信料がかかります。
● ソフトウェア更新には時間がかかることがあります。
● ソフトウェア更新は、電池が十分に充電されている状態で実行してください。また、更新中には

電池パックを取り外さないでください。
● ソフトウェア更新は電波状態の良い環境で、移動せずに実行してください。
● ソフトウェア更新中は他の機能を操作できません。また、他の機能が起動しているときはソフト

ウェア更新を行うことができません。
● ソフトウェア更新は、本機に登録されたアドレス帳、画像、サウンドなどを残したまま行うこと

ができますが、本機の状態（故障・破損・水漏れなど）によってはデータの保護ができない場合が
あります。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。

l ソフトウェア更新に失敗した場合、本機を使用できなくなることがあります。 
お問い合わせ先（17-23ページ）までご連絡ください。

ソフトウェアを更新する

メインメニュー u ツール u ソフトウェア更新

	 	「YES」→@（2回）
l 以降の操作は画面の指示に従ってください。

付
録
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絵文字一覧
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ピクチャ一覧
お買い上げ時に登録されている、Eメール本文に挿入して送信できる画像は以下のとおりです（5-7
ページ）。

キラキラライン ぷんぷん

星空 つかれた

おめでとう やったー！

ありがとう がんばれ！

ごめんね OK

好き びっくり

メモリ容量一覧

データフォルダ

データフォルダ 最大約 50Mバイト

アプリ

アプリカタログ 最大約 10Mバイト

メール

受信メール 最大約 15Mバイト
最大 1,500 件

送信メール、未送信ボックス 最大約 7.5Mバイト
最大 300 件

下書き 最大約 1.5Mバイト
最大 60 件
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EMnet ／インターネット

ブックマーク、画面メモ それぞれ最大 50 件
アクセス履歴 最大 20 件

メロディ一覧
お買い上げ時に登録されているメロディは以下のとおりです。

タイトル 作曲者名
アラベスク第1番 DEBUSSY CLAUDE ACHILL
トゥーランドット PUCCINI GIACOMO
いつか王子様が CHURCHILL FRANK E
エンターテイナー JOPLIN SCOTT
アロハオエ ハワイ民謡
黒電話 東芝オリジナル
ニュース速報 東芝オリジナル
電子音1 東芝オリジナル
電子音2 東芝オリジナル
電子音3 東芝オリジナル
電子音4 東芝オリジナル
お電話です 東芝オリジナル
メールご覧ください 東芝オリジナル
Phone	Call 東芝オリジナル
You've	got	mail! 東芝オリジナル
目覚まし時計 東芝オリジナル
鳩時計 東芝オリジナル

主な仕様

本体

周波数範囲 1750 ～ 1880MHz、1920 ～ 2170MHz
連続通話時間 約 160 分
連続待受時間 約 350 時間
充電時間 約 120 分
折りたたみ時のサイズ	
（W	×	H	×	D） 約 50×約 104×約 17.9mm

最大出力 0.25W
質量 約 130g（電池パック装着時）

● 上記は、電池パック装着時の数値です。
● 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状

態から算出した平均的な計算値です。
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● 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、本体をサブディスプレイが見え
るように閉じた状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的
な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での
待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（ローミングサービス
利用中、充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。

● 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通
話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。 
なお、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。利用可能時間が短くなっ
たら新しい電池パックをお買い求めください。

● モバイルライトを使用した撮影のご利用が多い場合、連続通話時間および連続待受時間は短くな
ります。

● アプリを起動させた状態では、著しく通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
● メインディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用（EMnetご利用時など）が多い場合は、

連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
● 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素がある場合もありますので、あ

らかじめご了承ください。

AC アダプタ

入力電圧 AC100 ～ 240V、 50 ／ 60Hz
充電可能温度 5 ～ 35℃

用語集

用　語 説　明

EM	chip
本機に取り付けて使います。EM chip 内にはお客様の電話番号や契約している携
帯電話機の情報などが記憶されています。また、アドレス帳などを保存すること
ができます。携帯電話機を変更する際も同じ EM chip を継続して利用することに
より、その情報を新しい携帯電話機へ引き継ぐことができます。

PIN
Personal Identification Number（個人識別番号）の略で、本機で EM chip を
使うために必要な暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあった場合でも、
第三者が携帯電話を使えないようにできます。

Eメール 長い文字メッセージや静止画・動画・メロディを添付して送受信できる機能です。
SMS 携帯電話同士で短い文字メッセージを送受信できる機能です。

SSL
「EMnet」や「インターネット」でデータを暗号化して送受信する通信方法です。
プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号などを安全に送受信でき、盗
聴・改ざん・なりすましなどの危険を防ぎます。SSL 通信ではサーバー証明書を
利用します。

サーバー証明書
情報画面が信頼できることを示す電子的な証明書です。SSL 通信（暗号化された
通信）に必要な情報、サーバーの情報、また、そのサーバーが本物であると証明
した認証機関の電子的な署名がされています。

キャッシュ 「EMnet」や「インターネット」で表示された情報画面などのデータを一時的に記
憶しておく場所です。

Cookie Cookie とはサービスセンターと本機の間でやりとりするユーザ情報やアクセス履
歴などの情報です。

アプリ 「EMnet」や「インターネット」を通じてアクセスしたアプリ提供画面から、ゲー
ムや 3D 画像などのいろいろなアプリケーションをダウンロードして楽しめます。

HSDPA High Speed Downlink Packet Access の略で、携帯電話のデータ通信を高速
化した通信規格です。
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17-22

保証とアフターサービス

保証について
お買い上げいただいた場合には、保証書が添付されています。保証書に「お買上げ日｣ および ｢販売店」
の記載がされているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。 ｢お買上
げ日｣ や ｢販売店｣ の記載が無い場合、改ざんのある場合は保証対象外となりますのでご注意ください。
保証内容については、保証書に記載されています。

l 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために
お客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますの
であらかじめご了承ください。

修理を依頼される場合
「故障かな?と思ったら」（17-7ページ）をお読みになり、もう一度お調べください。それでも正常に
戻らない場合には、お問い合わせ先（17-23ページ）までご連絡ください。
● 保証期間中の修理
 保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
● 保証期間経過後の修理
 修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

※ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

l 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更するこ
とがありますので、あらかじめご了承ください。

l 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合があり
ますので、大切なアドレス帳などは控えを取っておかれることをおすすめしま
す。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（アドレス帳やデータフォ
ルダの内容など）や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当
社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

l 本製品を分解、改造すると電波法にふれることがあります。また、改造された場合
は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

l アフターサービスについてご不明な場合は、お問い合わせ先（17-23ページ）ま
でご連絡ください。

修理用部品について
本製品および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は、生産終了後6年間です。補修用性能部品
とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
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17-23

お問い合わせ先
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までご連絡くだ
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
一般電話から：0120-736-157（無料）

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）
アクセス方法：メインメニュー u 設定 u カスタマーセンター接続

受付時間　9：00～ 21：00（年中無休）
ホームページ　http://emobile.jp/
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