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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 ･ 電池切れになっていませんか？（rP.36）

･T（電源キー）を2秒以上長押ししましたか？
･ USBケーブルを本機とACアダプタに接続し、電池充電中の画面が表示されてからT（電源
キー）を2秒以上長押ししてください（rP.36、P.37）。

充電できない ･ 付属のACアダプタをご使用の場合、USBケーブルが本機とACアダプタにしっかりと接続されて
いることを確認してください（rP.36）。
･ ACアダプタのプラグがしっかりと家庭用コンセントに差し込まれていることを確認してください
（rP.36）。
･ 本機およびACアダプタの端子が汚れていませんか？
汚れたときは、乾いたきれいな布、綿棒などで拭いてください。
･ 使用環境の温度が-10℃～40℃の範囲を超えると充電できない可能性があります。
･ 内蔵電池の寿命、または内蔵電池の異常の可能性があります。

電源を入れたときに「SIMカードが
ありません」というメッセージが表
示される

･ EM chip＜micro＞が正しく本機に取り付けられていますか？（rP.32）
･ 指定された正しいEM chip＜micro＞をお使いですか？
･ EM chip＜micro＞のIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか？
汚れたときは、乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。

操作中に電源が切れる ･ 本機の動作に負荷がかかった場合、電池を保護するため自動的に電源を切ります。USBケーブル
を本機とACアダプタに接続し、電池充電中の画面が表示されてからT（電源キー）を2秒以上
長押ししてください（rP.36、P.37）。
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電源を入れた後、通常の操作ができ
ない

･ 画面ロックがかかっていませんか？
T（電源キー）を押してディスプレイを点灯させてください。
･ 画面ロック解除画面が表示されていませんか？
画面ロックの解除セキュリティが「2Dロック解除」に設定されています。 を下方向に表示される
の位置までドラッグして、ロックを解除してください。

･ 顔認証画面が表示されていませんか？
画面ロックの解除セキュリティが「フェイスアンロック」に設定されています（rP.223）。顔
認証を行ってロックを解除してください。
･ パターンの入力画面が表示されていませんか？
画面ロックの解除セキュリティが「パターン」に設定されています（rP.223）。パターンを入
力してロックを解除してください。
･ 暗証番号の入力画面が表示されていませんか？
画面ロックの解除セキュリティが「暗証番号」に設定されています（rP.223）。暗証番号を入
力してロックを解除してください。
･ パスワードの入力画面が表示されていませんか？
画面ロックの解除セキュリティが「パスワード」に設定されています（rP.223）。パスワード
を入力してロックを解除してください。
･ ステータスバーに が表示されていませんか？
電源を切り、EM chip＜micro＞が正しく取り付けられていることを確認してください
（rP.32）。

現象 確認すること／対処方法
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電話がつながらない、またはメール
やインターネットが利用できない

･ ステータスバーに 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。
･ 電源を切り、EM chip＜micro＞が正しく取り付けられていることを確認してください
（rP.32）。
･ ネットワークに正しく接続されていることを確認してください（rP.149、P.160、P.166）。
･ 機内モードが設定されていませんか？
機内モード設定中にT（電源キー）を長押し→「機内モード」をタップして、設定を解除してく
ださい。

電話がかけられない ･ 市外局番を含んだ電話番号全桁を入力してかけていますか？
電話が着信しない ･ 転送電話（rP.84）や留守番電話（rP.85）を「常に転送」に設定していませんか？
メールが受信できない ･ ステータスバーに 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。
･ 電源を切り、EM chip＜micro＞が正しく取り付けられていることを確認してください
（rP.32）。
･ ネットワークに正しく接続されていることを確認してください（rP.149、P.160、P.166）。

通話の途中に途切れたり、切れたり
する

･ ステータスバーに 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。

キーやディスプレイに触れても、何
も反応しない

･ 画面ロックがかかっていませんか？
T（電源キー）を押してディスプレイを点灯させてからロックを解除してください
（rP.223）。

電話を着信したとき、名前が表示さ
れない

･ 電話番号は連絡先に登録されていますか？
連絡先を確認してください（rP.91）。

現象 確認すること／対処方法
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電話を着信したとき、画像および名
前などの登録されている内容が表示
されない

･ 電源を入れた直後に発生することがあります。電源を入れてしばらく時間が経過すると、正しく表
示されます。

使用できない機能がある ･ 内部ストレージのメモリがいっぱいではありませんか？
内部ストレージのメモリの空き容量を確認して、いっぱいであれば不要なデータを削除してくださ
い。

静止画、動画、音楽などのファイル
が表示されない

･ 内部ストレージにファイルが保存されていますか？
あらかじめパソコンから内部ストレージにファイルをコピーしてください（rP.185）。

音楽ファイルを再生中にキーを押し
ても応答しない

･ 画面ロックがかかっていませんか？
T（電源キー）を押してディスプレイを点灯させてからロックを解除してください
（rP.223）。

メディアデバイス（MTP）／カメラ
（PTP）を利用できない

･ ステータスバーに が表示されていませんか？
USBテザリング設定中です。USBテザリングの設定を解除してください（rP.168）。

本機／アクセサリーが温かい ･ 充電中は本機およびACアダプタが温かくなる可能性がありますが、手で触れることのできる温度
であれば異常ではありません。ただし、長時間触れたまま使用していると低温やけどになるおそれ
があります。

本機の待受時間および通話／通信時
間が短い

･ 気温、充電条件、電波の強さ、設定などにより異なりますので、ご確認ください。

タッチパネルが誤動作するときがあ
る

･ 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。
お客さまによってはタッチパネルが過敏に反応することがありますので、その場合は高感度モード
をOFFにしてご利用ください（rP.233）。

現象 確認すること／対処方法
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ソフトウェアの更新
本機のソフトウェアの更新が必要かどうかをチェックして、必要な場
合はモバイルネットワーク接続またはWi-Fi接続を利用してサーバー
からソフトウェアをダウンロードして更新できます。
･ ソフトウェア更新には通信料がかかります。通信料はご契約内容に
よって異なります。
･ 本機は、ソフトウェアのアップデートや、サーバーとの接続を維持
する通信など一部自動的に通信を行う仕様となっております。
･ 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、内蔵電池が十分に充電されているか、本機を
ACアダプタに接続した状態で実行してください。電池残量が不十
分な場合は、更新に失敗したり、更新が開始できなかったりするこ
とがあります。
･ ソフトウェア更新中は、電源を切ったり、EM chip＜micro＞を
取り外したりしないでください。更新に失敗する場合があります。
･ 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。
･ ソフトウェア更新の内容によっては、「データの初期化」
（rP.232）が必要になる場合があります。本操作により、はじ
めて電源を入れる前の初期状態にリセットされるため、ダウン
ロードしたアプリケーションを含む本機内のすべてのデータが消
去されます。

こんなときはご使用になれません

が表示されてい
るとき

サービスエリア外か電波が届きにくい場所で
す。受信電波の強さを示すバーが1本以上表
示される場所に移動してください。

画面ロックが設定さ
れているとき

誤操作防止のため画面ロックが設定されてい
ます（rP.223）。画面ロックを解除しない
と本機を操作できません。ただし、画面ロッ
ク中でもかかってきた電話に出ることはでき
ます。

「機内モード」が設
定されているとき

「機内モード」が設定されていると、すべて
の電波の発信が制限されます（rP.57）。

電池残量がわずかな
旨のメッセージ、ま
たは電池が空である
ことを警告するメッ
セージが表示された
とき

電池残量が不足しているか、なくなっていま
す。内蔵電池を充電してください
（rP.36）。
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･ ソフトウェア更新の前には、すべてのデータのバックアップを確実
に行ってください。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータ
はそのまま残りますが、本機の状況（故障、破損、水濡れなど）に
よってはデータが失われる可能性があります。データ消失に関して
は、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
･ 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。

お知らせ

･ 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（rP.255）までご連絡ください。ま
た、失敗した状態によっては修理対応が必要となる場合がありま
す。その際には所定の修理費用が発生する場合がありますのでご了
承ください。

サーバーに新しいソフトウェアがある場合は、ステータスバーに
が表示されます。

1 通知パネルを開く→該当するソフトウェアをタッ
プ

2 画面の指示に従ってダウンロード

3 ダウンロードが完了したら「今すぐインストール」

新しいソフトウェアがあるかどうかを手動で確認します。

1 ホーム画面で「設定」

2 「端末情報」→「システムアップデート」→「オン
ライン更新」
ソフトウェアバージョンのチェックが開始されます。
■ サーバーに新しいソフトウェアがない場合
ソフトウェアが最新版である旨のメッセージが表示されま
す。Bをタップし、そのままお使いください。

■ サーバーに新しいソフトウェアがある場合
「ソフトウェアを更新する」（rP.246）の操作2に進みま
す。

ソフトウェアを更新する

手動でソフトウェアを確認／更新する
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仕様

■ システム情報

■ 電源

※1：充電完了までの時間は、周囲の温度や内蔵電池の使用期間など
によって異なります。

※2：使用環境や電波状況などにより変動します。Wi-Fi子機1台を
接続した場合の連続通信時間です。

･ 内蔵電池の利用可能時間は、充電／放電の繰り返しにより徐々に短
くなります。

■ ディスプレイ

■ LTE／W-CDMA／GSM／EDGEモジュール

■ 外装

■ 環境条件

■ インカメラ

主な仕様

プロセッサ HiSilicon K3V2, 1.5 GHz quad core
メモリ ROM：32GB

RAM：1GB
プラットフォーム AndroidTM 4.1

内蔵電池 リチウムイオンポリマー電池、2350mAh
充電時間※1 ACアダプタ使用時：約210分

USB充電：約360分
連続待受時間※2

（LTE/3G）
約270時間／約310時間

連続通話時間※2 約760分
連続通信時間
（テザリング）※2

（LTE/3G）

約480分／約480分

方式 タッチパネル付4.7インチHD（IPS TFT）
解像度 1280×720（約1600万色）

通信方式および
帯域

LTE：1800MHz
W-CDMA：1700MHz／2100MHz
GSM／GPRS／EDGE：900MHz／
1800MHz／1900MHz

アンテナ 内蔵

サイズ 約67（W）×137（H）×8.6（最厚部9.2）（D）mm
質量 約122g

動作温度範囲 -10～40℃
保管温度範囲 -30～70℃

タイプ 約130万画素CMOSカメラ
ファイル
形式（拡
張子）

静止画 jpg
動画 mp4
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■ アウトカメラ

■ ビデオ／オーディオ／画像

･ 上記のファイル形式でも利用できない場合があります。
■ 外部接続

解像度 静止画 1.3メガ：1280×960
1メガ：1280×800
0.9メガ：1280×720
0.3メガ：640×480

動画 HD：1280×720
VGA：640×480
QVGA：320×240
MMS：176×144

デジタルズーム 最大4.0倍
動画のフレーム
レート

15～30fps（撮影環境の明るさにより変動し
ます）

タイプ 約1300万画素CMOSカメラ
ファイル
形式（拡
張子）

静止画 jpg
動画 mp4

解像度 静止画 13メガ：4160×3120
10メガ：4160×2368
8メガ：3264×2448
6メガ：3264×1840
5メガ：2592×1952
3.8メガ：2592×1456
0.3メガ：640×480

動画 Full HD：1920×1088
HD：1280×720
QHD：960×544
VGA：640×480
QVGA：320×240
MMS：176×144

デジタルズーム 最大4.0倍
動画のフレーム
レート

15～30fps（撮影環境の明るさにより変動し
ます）

ビデオ H.263、H.264、MPEG-4、RV8-10、
WMV9、VP8、3gp、mp4、rmvb/rm、asf

オーディオ MP3、MIDI、AMR-NB、AMR-WB、AAC、
AAC+、eAAC+、 AC-3、 PCM、 OGG、 
WMA2-9、 RA、 wav、 flac

画像 JPEG、PNG、BMP、GIF

Bluetooth® 標準規格Ver.4.0＋EDR準拠
Power Class1
HFP、HSP、PBAP、OPP、A2DP、
AVRCP、HID、PAN、FTP server、
SPP

無線LAN 規格 IEEE802.11b/g/n
通信速度
（最大）

IEEE802.11b：11 Mbps
IEEE802.11g：54 Mbps
IEEE802.11n：72 Mbps
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保証とアフターサービス

お買い上げいただくと、保証書が添付されています。保証書に「お買
い上げ日」および「販売店」の記載がされているかをご確認のうえ、
内容をよくお読みになって大切に保管してください。
「お買い上げ日」や「販売店」の記載がない場合や、納品書または領
収書等にて「お買い上げ日」や「販売店」が特定できる書類がない場
合、改ざんのある場合に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。

お知らせ

･ 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸
したためにお客さま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。

本書の「故障かな？と思ったら」（rP.241）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（rP.255）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致します。
･ 保証期間経過後の修理
修理によって使用できる場合は、お客さまのご要望により有料にて
修理致します。

お知らせ

･ 本機は付属品を含め、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。
･ 故障または修理により、お客さまが登録・設定した内容が消失・変
化する場合がありますので、連絡先など大切なデータは控えを取っ
ておかれることをおすすめします。
･ 故障または修理の際に、本機に登録した情報内容または設定した内
容が消失・変化した場合、その損害について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。
･ 本機を分解･改造すると電波法に触れることがあります。また、改造
された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
･ 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
（rP.255）までご連絡ください。

保証について

修理について
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本機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。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するた
めに、お客さまが不要となってお持ちになる電話機端末・電池・充電
器を、ブランド・メーカー問わず下記マークのあるお店で回収し、リ
サイクルを行っています。
●回収した電話機端末・電池・充電器はリサイクルするためご返却
できません。

●プライバシー保護のため、電話機端末に記憶されているお客さま
の情報（連絡先、通信履歴、メールなど）は事前に消去してくだ
さい。

修理用部品について 携帯電話・PHS端末のリサイクルについて
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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

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：+81-3-6831-3333（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うえ、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/



取扱説明書 
GL07S

発売元：イー・アクセス株式会社

(製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.)

発行年月：2014年2月　第1.6版

取
扱
説
明
書

G
L07S


	付録
	故障かな？と思ったら
	ソフトウェアの更新
	仕様
	保証とアフターサービス
	索引
	お問い合わせ先




