
箱の中身をご確認ください

■	本体

■	ご利用にあたっての注意事項（本書）

■	取扱説明書（保証書含む）

•	 本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と
違う場合があります。

本製品をご利用いただくにあたって
•	本製品は、家庭用の一般用途を想定したものであり、極めて高
度な安全性または信頼性が要求される用途、直接生命、身体、
財産に対する重大な危険性を伴う用途は、製品の仕様に含ま
れません。
•	サービスエリア内でもGPS衛星または基地局の信号による
電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できませ
ん。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともありま
す。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が
途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
•	本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受され
る可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただ
し、CDMA方式は通信上の高い秘匿機能を備えております。）
•	本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出
しての使用はできません。
	（This	Product	is	designed	for	use	in	Japan	only	and	
cannot	be	used	in	any	other	country.）
•	本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検
査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的
に検査のためご提供いただく場合がございます。
•	「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用
されている本製品の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送
信いたします。
•	お子様がお使いになるときは、保護者の方が「ご利用にあたっ
ての注意事項」（本書）または「取扱説明書」をよくお読みにな
り、正しい使いかたをご指導ください。

免責事項について
•	地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、
第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過
失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に
関して、当社は一切責任を負いません。
•	本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記
録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関
して、当社は一切責任を負いません。
•	本書および取扱説明書の記載内容を守らないことにより生
じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
•	当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせ
による誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責
任を負いません。
•	本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容な
どが変化または消失することがありますが、これらにより
生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いませ
ん。

※	本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
	 発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
	 製造元：京セラ株式会社

安全上のご注意（必ずお守りください）
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温
になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・
発火・変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでくだ
さい。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分
ご注意ください。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、故障、傷害の原因となります。

外部から電源が供給されている状態の本製品・指定の充電用機器（別
売）に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があ
ります。

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることが
ありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用している
と、低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足
配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくだ
さい。故障・内部データの消失の原因となります。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの
異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の
充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くない
ことを確認してから電源を切り、auショップもしくはお客さまセン
ターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そ
のまま使用せず、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡
ください。

充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対
してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。また、正しい方向
で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。

■	本体について
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用く
ださい。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

ペットが本製品を噛みついたり、飲み込んだりしないようご注意くだ
さい。内蔵電池の漏液、発熱、破裂、発火の原因となります。

本製品は、犬（中型犬、体重10kg以上）以外のペットに使用しないで
ください。

ペットへ装着したまま本体への充電は行わないでください。

ペットに本製品装着時、嫌がる場合、皮毛や皮膚に異常を感じた場合
にはご使用を控えてください。

ペットの健康状態、嗜好、環境、年齢によって、本製品の利用が適さな
い場合もあります。ペットへのご利用にあたっては飼い主様の方でご
判断ください。また、犬の負担にならない位置に取り付けてください。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本製品を使用しないでくだ
さい。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の本
製品の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の本製品
の使用も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発す
る電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会
社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空
会社にお問い合わせください。

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子
機器に影響をあたえる場合があります。（影響を与えるおそれがある
機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報
知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーま
たは販売者に電波による影響についてご確認ください。）

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電
気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・
機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りくださ
い。
1.	植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着
されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび
植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および
使用してください。

2.	身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確
保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメー
カーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性が
ありますので、事前に本製品の電源を切ってください。

3.	医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
•	 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には
本製品を持ち込まないでください。

•	 病棟内では、本製品の電源をお切りください。
•	 ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本製
品の電源をお切りください。

•	 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めて
いる場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4.	医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み
型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）
は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなど
にご確認ください。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合が
あります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用
しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談
ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが
生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所 使用材料 表面処理
外装ケース PC樹脂 アクリル系UV硬化塗装

処理
ディスプレイパネル部 PMMA樹脂 化学硬化処理
設定キー／緊急ブザー PMMA樹脂 －

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン
カードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録
内容が消失される場合があります。

ストラップなどを持って、本製品を振り回さないでください。けがな
どの事故や破損の原因となります。

心臓の弱い方は、バイブレータ（振動）や音量の設定に注意してくださ
い。心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

本製品の吸着物にご注意ください。スピーカー部などには磁石を使用
しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付
着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、スピーカー部な
どに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。スピーカー部などに砂など
が入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故
障の原因となります。

通信中などの使用中は、本製品が熱くなることがありますので、長時
間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでくだ
さい。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。

耳元で緊急ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因
となります。

■	内蔵電池について
（本製品の内蔵電池はリチウムイオン電池です）
内蔵電池はご利用前には、十分充電されていません。充電してか
らお使いください。

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用く
ださい。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがあり
ますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失
明のおそれがありますのでこすらずに水で洗ったあと直ちに医師の
診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで
拭き取ってください。

内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能
が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・
発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、auショップ
などでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない
期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、
寿命は使用状態などにより異なります。

■	充電用機器について
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用く
ださい。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感
電などの原因となります。
•	ACアダプタ（別売）：AC100～240V
•	DCアダプタ（別売）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーラ
イタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完
全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。指定の充電用
機器（別売）が傷んでいるときや、コンセントまたはシガーライタソ
ケットの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

共通DCアダプタ03（別売）のヒューズが切れたときは、指定（定格
250V、1A）のヒューズと交換してください。指定以外のヒューズと
交換すると、発熱・発火の原因となります。（ヒューズの交換は、共通
DCアダプタ03（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）

指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷つけたり、加工したり、ね
じったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。ま
た、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の
原因となります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感
電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷に
よる感電などの原因となります。

お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコン
セントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないで
お手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感
電の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにな
らない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車
載機器の取扱説明書に従って設置してください。

長時間使用しない場合は指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコ
ンセントから抜いておいてください。感電・火災・故障の原因となりま
す。

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。
発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障の原因となります。
万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機器（別
売）の電源プラグを抜いてください。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用く
ださい。

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電用
機器（別売）を抜き差ししないでください。感電や故障の原因となりま
す。

充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた
台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブ
レータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだ
りしないでください。火災・故障の原因となります。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーラ
イタソケットから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。
ケーブルを引っ張るとケーブルが損傷するおそれがあります。

共通ACアダプタや共通DCアダプタは充電が完了したらすぐに抜い
てください。充電したまま車中に放置すると高温になり危険ですので
おやめください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談
ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが
生じる場合があります。

取り扱い上のお願い
性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読
みになって、正しくご使用ください。
■	本体、内蔵電池、充電用機器、周辺機器共通

●	本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰
まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意
ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板
などの破損、故障の原因となります。

	 また、外部機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の
原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

●	極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度	5℃～
35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）

	 －充電用機器	 －周辺機器

●	極端な高温･低温･多湿の場所では使用しないでください。特に夏場の車内な
どはご注意ください。（周囲温度	5℃～35℃、また湿度は35%～90%の範
囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能
です。）

	 －本製品本体

●	ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

●	接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接
触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端
子を変形させないでください。

●	お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布
などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。ディスプレイ
に水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。

	 またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消え
たり、色があせたりすることがあります。

●	一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与
える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

●	充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが
異常ではありません。

●	緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
万一の盗難、事故、トラブルなどによる損害については、当社は一切責任を
負いかねますのであらかじめご了承ください。

●	周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取り難い場合
があります。

●	本製品には、あらかじめ貼られているもの以外のシールなどを貼り付けない
でください。音が出なくなる場合があります。

■	本体について

●	ご使用前には必ずブザー音が鳴ることを確かめてください。

●	強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでくださ
い。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

●	キーやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などで強く押しつけな
いでください。傷の発生や破損の原因となる場合があります。

●	改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用
した場合は電波法に抵触します。

	 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、そ
の証として、「技適マーク 」が本製品内で表示できるようになっております。

	 技適マークの表示方法については『取扱説明書』の7ページをご参照ください。
	 本製品本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明など
が無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用する
と、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

●	本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっていま
す。また、改造することは電波法で禁止されています。

●	有機ELディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因となりま
す。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

●	公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。

●	磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけ
ると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。強い磁気を近
づけると誤動作の原因となります。

●	ポケットやかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い
部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生
や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

●	寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコン
の吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、
本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下
でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

●	ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布
やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

●	外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機
器のコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。

●	外部接続端子に外部機器を接続した状態で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。

●	通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をは
かるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで
本製品の回収をおこなっております。

■	内蔵電池について

●	本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。

●	夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境で
は内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵
電池の寿命も短くなります。できるだけ、常温でお使いください。

●	初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に
充電してください。

●	内蔵電池は消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので
ご使用をおやめください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預か
りの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場
合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などに
よって異なります。

■	充電用機器について

●	ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセ
ントまたはシガーライタソケットから外してください。

●	指定の充電用機器（別売）の電源コードを、電源プラグに巻きつけないでく
ださい。感電・発熱・火災の原因となります。

●	充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたり
しないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

■	本製品の記録内容の控え作成のお願い

●	ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容
で、重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障
など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化
する場合があります。

ご利用にあたっての注意事項
-	はじめにお読みください	-

このたびは、「あんしんGPS」（以下、「本製品」もしくは
「本体」と表記します。）をお買い上げいただき、誠にあ
りがとうございました。
ご使用の前に、本製品に付属する『ご利用にあたっての
注意事項』（本書）または『取扱説明書』をお読みいただ
き、正しくお使いください。

■	ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使
いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

●	この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきた
い事項を記載しています。

●	各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■	表示の説明
この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険
が差し迫って生じることが想定される内容」を示
しています。

この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負うこと
が想定される内容」を示しています。

この表示は「人が傷害（※2）を負うことが想定され
る内容や物的損害（※3）の発生が想定される内容」
を示しています。

※1重傷	：	失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺
症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するもの
を指します。

※2傷害	：	治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低
温）・感電などを指します。

※3物的損害	：	家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■	図記号の説明

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけ
ないことを示す記号です。

必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を
示しています。

■	本体、充電用機器、周辺機器共通
必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用
した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光
の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでくだ
さい。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合
は、事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止してく
ださい。ガスに引火するおそれがあります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火
災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性
異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入らないようにし
てください。火災や故障の原因となります。

金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続
端子やコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感
電・発火・傷害・故障の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感
電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺
機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。
本製品の改造は電波法違反になります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破
裂・発熱・発火・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の
おそれがあります。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内
部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないでく
ださい。感電したり、破損部でけがをする場合があります。auショッ
プまたはお客さまセンターまでご連絡ください。

本製品の濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、
腐食が発生し、発熱による火災や故障の原因となります。

本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が本製
品などに入った場合には、ご使用をやめてください。そのまま使用
すると、発熱・発火・故障の原因となります。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらの操作
はしないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめ
ください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの
誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原
因となる場合があります。
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防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意
防水性能について
耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所（蛇口・
シャワーなど）でのご使用や、水中に長時間沈めることはおやめ
ください。また、規定以上の強い水流（6リットル／分以上の水
流：例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの
強さの水流）を直接当てないでください。本製品はIPX5相当の
防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や
超音波洗浄機などで洗わないでください。
本製品は水に浮きません。

耐熱性について
熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。
本製品は耐熱設計ではありません。

衝撃について
投げつけたり、無理な落としかたをするなど、故意に極度な衝撃
を与えた場合は壊れる可能性がありますのでご注意ください。
また本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生
します。
また、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでく
ださい。本製品が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因とな
ります。

■	水に濡れたときの水抜きについて
本製品を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、その
まま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえに
くくなる場合があります。
下記手順で水抜きを行ってください。

1	本製品表面の水分を繊維くずの
出ない乾いた清潔な布などでよ
く拭き取ってください。

2	振りかたについて
①	本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢
印方向に振ります。
※	振る際は周りに危険がないことを確認してください。
※	本製品が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜き
をしてください。

各20回以上

②	出てきた水分を拭き取ります。
※	スピーカー、外部接続端子部は特に水が抜けにくいた
め、押し付けるように各部分を下側にして拭き取って
ください。

③	乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。

3	繊維くずの出ない乾いた清潔な
布などに本製品を軽く押し当て、
スピーカー・外部接続端子部・
キー部などの隙間に入った水分
を拭き取ってください。

4	本製品から出た水分を十分に取り除いてから常温
で1時間以上放置して乾燥させてください。
水分が十分に取り除かれない場合、緊急ブザーなどの音圧
が低下することがあります。
上記手順を行ったあとでも、本製品に水分が残っている場合
があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。
また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありま
すのでご注意ください。

■	充電のときは
オプション品は防水／防塵性能を有しておりません。充電時、お
よび充電後には次の点をご確認ください。
•	本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子
回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
•	本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合
は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから充電してく
ださい。
•	濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原因
となります。
•	指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、
シャワー室、台所、洗面所などの水回りでは使用しないでください。火災・
感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに
持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

歩数計／自転車判定について
•	歩数計は「車・バイク」、「荷物」、「ペット」モード設定時では使
用できません。
•	見張り中は、歩数計は停止します。
•	自転車に乗っているときの加速度センサーの平均的な振動量
から推定していますので、路面状況や本製品を置く位置など
の環境によっては、正しく記録されないことがあります。
•	自転車や乗り物と判断するまでに時間がかかることがあるた
め、数分間の短い乗車については記録されないことがあります。
•	本製品をズボンのポケットに入れた状態などで自転車に乗っ
た場合、自転車と記録されないことがあります。
•	自転車を押して歩いた場合は歩行動作になりますので、自転
車とは記録されません。また、本製品を自転車のカゴに入れた
状態で自転車を押して歩いた場合は、自転車と記録されるこ
とがあります。
•	次のような場合、正確に歩行を測定できないことがあります。
-	 本製品が不規則に動くとき
-	 体に当たってはねるかばんの中など
-	 首や腰、かばんからぶら下げたとき
-	 不規則な歩行をしたとき
-	 すり足歩行、サンダル、草履などの履物での歩行
-	 混雑した街を歩くなどの歩行の乱れ
-	 上下運動や振動の多いところで使用したとき
-	 立ったり、座ったりする動作
-	 歩行以外のスポーツ
-	 階段や急斜面の昇り降り
-	 乗り物（自転車、自動車、電車、バスなど）に乗車中の振動
•	振動する台の上や連続する振動が伝わるような場所に置く
と、歩数としてカウントされる場合があります。
•	歩き始めは歩行かどうかの判断を行うため、10歩程度（5秒
以上）の歩行を検出するまで、カウントを始めません。カウン
ト開始時に、それまでに取得した歩数も合わせて表示します。
•	日付が変更されると、前日までのデータを記録し、歩数カウン
トをゼロから開始します。
•	計測した歩数や歩行距離、消費カロリーはあくまでも目安で
す。基礎代謝量は含みません。ただし、あんしんGPSアプリでス
マートフォンに通知する消費カロリーには、基礎代謝も通知さ
れます。
•	本製品は歩数とカロリーは1時間単位、基礎代謝は1日1件記
録し、過去14日分のデータを保持します。
•	運動条件によっては、ジョギングが歩行になる場合がありま
す。また、歩行がジョギングになる場合もあります。

本製品はIPX5※1相当、IPX8※2相当の防水性能およびIP5X※3

相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。
また、アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G	Method	
516.6:Shock-Procedure	Ⅳ※4に準拠した落下試験を実施して
いますが、全ての衝撃に対して保証するものではございません。
具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささ
ずに濡れた手で持ったり、お風呂やキッチンなど水がある場
所でもお使いいただけます。
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事
項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みに
なってからご使用ください。記載されている内容を守らずに
ご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発
熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。
※1	IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から

約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方
向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を
保つことです。

※2	IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静か
に本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部
に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

※3	IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置
に電話機を8時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電
話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

※4	アメリカ国防総省が制定したMIL-STD-810G	Method	516.6:	
Shock-Procedure	Ⅳに準拠した落下試験（高さ1.22mから合板
（ラワン材）に本製品を26方向で落下させる）を実施しています。

	 日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げ
つけたり、無理な落とし方をするなど、過度な衝撃を与えた場合は
壊れる可能性がありますのでご注意ください。また、本製品の性能
に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべ
ての状況での動作を保証するものではありません。お客様の
取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象
外となります。

ご使用にあたっての重要事項

●	石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
●	海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
●	水以外の液体（アルコールなど）に浸けないでください。
●	砂浜などの上に直に置かないでください。スピーカーなど
に砂などが入り音が小さくなったり、本製品内に砂などが
混入すると発熱や故障の原因となります。

●	水中で使用しないでください。
●	お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しない
でください。

石けん・
洗剤・入浴剤

海水 プール 温泉 砂・泥

快適にお使いいただくために

●	水濡れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があり
ます。よく振って水を抜いてください。特に外部接続端子
部、スピーカー、キー部内の水を抜いてください。

●	水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用に
はさしつかえありませんが、濡れては困るもののそばには置
かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれ
がありますのでご注意ください。

■	利用シーン別注意事項
＜雨の中＞
雨の中、傘をささずに濡れた手で持って使用できます。
•	雨とは、「やや強い雨」の場合（1時間の雨量が20mm未満まで）を指し
ます。
＜シャワー＞
シャワーを浴びた濡れた手で持って使用できます。
•	耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしな
いでください。

＜洗う＞
やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約
10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
•	耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈め
たりしないでください。
•	洗うときはブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
•	洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
•	石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでく
ださい。

＜お風呂＞
お風呂で使用できます。
•	濡れた手で使用できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計
ではありません。
•	お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありま
せん。
•	温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。ま
た、水中で使用しないでください。故障の原因となります。
•	急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風
呂場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち
込んでください。
•	ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で
放置してください。
•	高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
•	ACアダプタ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでください。

＜プールサイド＞
•	プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で
使用しないでください。
•	プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかっ
た場合には速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際に
ブラシなどは使用しないでください。
※	やや弱めの流水（6リットル／分以下）

＜キッチン＞
キッチンなど水を使う場所でも使用できます。
•	石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸け
たりしないでください。
•	熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
•	コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置か
ないでください。

■	共通注意事項
水以外が付着した場合
万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまっ
た場合、すぐに水で洗い流してください。
やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約
10cm離れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
汚れた場合、ブラシなどは使用せず手で洗ってください。

水に濡れた後は
水濡れ後は水抜きをし、乾いた清潔な布で水を拭き取ってく
ださい。
寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することが
あります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。
水滴が付着したまま放置しないでください。
（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。）

充電について
本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
オプション品は防水性能を有しておりません。
USB異常のメッセージが表示された場合は、直ちに外部接続
端子からUSBケーブルを外してください。

アフターサービスについて
■	修理を依頼されるときは
修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまで
お問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定
に基づき修理いたします。

保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要
望により、有償修理いたします。

•	メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがあ
りますので、控えておいてください。なお、メモリの内容な
どが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきまし
ては、当社では一切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。
•	auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回
収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却するこ
とはできません。

■	補修用性能部品について
当社は本製品本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、
製造終了後4年間保有しております。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。

■	保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」
などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切
に保管してください。

預かり修理
•	お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）によ
る損害や故障の場合は補償の対象となりません。
•	外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換
は割引の対象となりません。

主な仕様

ディスプレイ
約0.9インチ
128×36ドット（白色有機EL）

充電時間（目安）
共通ACアダプタ04（別売）約180分
共通DCアダプタ03（別売）約180分

質量 約33g
連続待受時間 約380時間
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

約53mm×41mm×14.3mm

•	 仕様は予告なく変更することがあります。
•	 連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状
態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■	商標について
本書に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録
商標です。

緊急地震速報について
緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周
辺のエリアの端末に一斉にお知らせするサービスです。お買い
上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「音あり・バイブあり」に
設定されています。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況
に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動
をお願いいたします。
•	最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以
上）が予測される地域をお知らせするものです。
•	地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッ
チし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震に
よる強い揺れ（S波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、可能
な限り素早くお知らせします。
•	震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わな
いことがあります。
•	日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれませ
ん）。
•	緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。
•	当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による
情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰す
べからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責
任を負いません。
•	気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁
ホームページをご参照ください。
	 http://www.jma.go.jp/（パソコン用）
•	通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
•	電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない
場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地
震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度
受信することはできません。
•	テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震
速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到
達時刻に差異が生じる場合があります。
•	お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合が
あります。
•	緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすること
はできません。
•	緊急地震速報を受信した場合は、メッセージが表示され、設定
により警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。

見張り設定について
•	立体駐車場や駐輪場内において、本製品に振動が加わり続け
ると、車両が移動したものと判断されることがあります。
•	自転車を持ち上げて移動すると移動検知ではなく、振動検知
する場合があります。
•	車両の徐行による移動では乗り物と判断できないため、振動・
移動検知のいずれも検出されない場合があります。
•	エンジンがかかっていない状態（ニュートラル）で自動車を押
すと、本製品への振動が加わらないため、振動・移動検知のい
ずれも検出されない場合があります。

周辺機器のご紹介
■	共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）※1

■	共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）
■	共通ACアダプタ03	ネイビー（0301PBA）（別売）
■	共通ACアダプタ03	グリーン（0301PGA）（別売）
■	共通ACアダプタ03	ピンク（0301PPA）（別売）
■	共通ACアダプタ03	ブルー（0301PLA）（別売）
■	共通ACアダプタ04（0401PWA）（別売）
■	AC	Adapter	JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）（別売）
■	AC	Adapter	JUPITRIS（レッド）（L02P001R）（別売）
■	AC	Adapter	JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）（別売）
■	AC	Adapter	JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）（別売）
■	AC	Adapter	JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）（別売）
■	AC	Adapter	AO（0204PLA）（別売）※1

■	AC	Adapter	MOMO（0204PPA）（別売）※1

■	AC	Adapter	SHIRO（0204PWA）（別売）※1

■	AC	Adapter	REST（LS1P002A）（別売）※1

■	AC	Adapter	CHARGY（LS1P001A）（別売）※1

■	AC	Adapter	WORLD	OF	ALICE（LS1P004A）（別売）※1

■	AC	Adapter	KiiRoll（L01P005A）（別売）※1

■	ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）※1

■	ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）
■	microUSBケーブル01（0301HVA）（別売）※2

■	microUSBケーブル01	ネイビー（0301HBA）（別売）※2

■	microUSBケーブル01	グリーン（0301HGA）（別売）※2

■	microUSBケーブル01	ピンク（0301HPA）（別売）※2

■	microUSBケーブル01	ブルー（0301HLA）（別売）※2

■	18芯-microUSB変換アダプタ01（0301QYA）（別売）
■	共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）※1

■	共通DCアダプタ03（0301PEA）（別売）
■	auキャリングケースFブラック（0105FCA）
※1	本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01
（0301QYA）（別売）と接続する必要があります。

※2	パソコンに接続し、充電のみ対応しています。
•	最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ
（http://www.au.kddi.com/）にてご確認いただくか、お客さ
まセンターまでお問い合わせください。
•	本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入い
ただけます。http://auonlineshop.kddi.com/

故障とお考えになる前に
故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。ご確認に
必要な手順については『取扱説明書』をご参照ください。

こんなときは ご確認ください
電源が	
入らない

充電されていますか？
電源キーを2秒以上長押ししていますか。
周囲温度が低温になりすぎていませんか？

電源が勝手に
切れる

電池が切れていませんか？

「圏外」が	
表示される

サービスエリア外か、電波の弱いところにい
ませんか？

充電が	
できない

充電用機器は正しく接続されていますか？
周囲温度が高温や低温になりすぎていませんか？

キー操作が	
できない

電源は入っていますか？
電源を切り、もう一度電源を入れ直してみて
ください。

測位が正しく
行われない

GPS衛星または基地局の信号による電波の
受信状況が悪い場所でご利用の場合は、位置
情報が測位できない場合や位置精度が低くな
ることがあります。

内蔵電池を	
利用できる	
時間が短い

内蔵電池が寿命となっていませんか？
「圏外」が表示される場所での使用が多くあり
ませんか？
周囲温度が低温になりすぎていませんか？

どのキーを押
しても操作で
きなくなった

電源キーを11秒以上長押ししてみてくださ
い。画面が消灯し、再起動します。

※本製品からは、お問い合わせできません。他のau電話からおかけください。
　Inquiries cannot be made from this product.

au電話からは※

局番なしの113番
一般電話からは

        0077-7-113

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、
操作方法について（通話料無料）

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

        0120-977-033（沖縄を除く地域）
        0120-977-699（沖縄）

一般電話からは

        0077-7-111
au電話からは※

局番なしの157番

総合・料金について（通話料無料）

Pressing“zero” will connect you to an operator, after calling“157” 
on your au cellphone.

お客さまセンター

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様が不要と
なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、
ブランド・メーカーを問わず マークのある
お店で回収し、リサイクルを行っています。

お問い合わせ番号


