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この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、
紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を
行っています。
本冊子は、その一環として製作されております。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無
料でご利用いただけます。

EZwebからは
EZ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更
することがあります。

アクセス方法

お問い合わせ先番号   
お客さまセンター

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）

安心ケータイサポートセンター

一般電話／au電話から

        0120-925-919

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

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）

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

Pressing“zero” will connect you to an operator,
after calling“157” on your au cellphone.
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ごあいさつ
このたびは、「MARVERA」（以下、「本製品」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『取扱説明書』（本書）をお読みいただき、正しくお使いくだ
さい。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してく
ださい。『取扱説明書』を紛失されたときは、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。

操作説明について
■	取扱説明書（本書）
主な機能の主な操作のみ説明しています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、auホームページより『取
扱説明書詳細版』をご参照ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
•	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。
■オンラインマニュアル
auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成したオ
ンラインマニュアルもご用意しております。
・	本製品からは：待受画面でR→［auお客さまサポート］→［オンラ
インマニュアル］	 	
EZweb版	auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。
■	For	Those	Requiring	an	English	Instruction	
Manual	
英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You	can	download	the	English	version	of	the	Basic	Manual	
from	the	au	website	(available	from	approximately	one	month	
after	the	product	is	released).
『取扱説明書・抜粋（英語版）』をauホームページからダウンロードできま
す（発売後約1ヶ月後から）。
Download URL: http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/

安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正
しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポート
で症状をご確認ください。
•	本製品からは：待受画面でR→［auお客さまサポート］→［よくある
ご質問「au	Q&A	プラス」］
•	パソコンからは：http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

本製品をご利用いただくにあたって
•	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）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／
GSM方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております。）
•	本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説
明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容に
よって異なります。
•	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。
•	「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro	au	ICカード
02を携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話
の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
•	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ご注意く
ださい。
•	海外でご利用される場合は、その国／地域の法規制などの条件をあ
らかじめご確認ください。
•	お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』（本書）を
よくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。



ごあいさつ.................................................. ii
操作説明について...................................... ii
安全上のご注意.......................................... ii
本製品をご利用いただくにあたって.......... ii
.
目次............................................................ 1

はじめに

MARVERAでできること......................... 4
こんなときは・・・.......................................... 6
箱の中身を確認！....................................... 7
本書について............................................. 8
充電についてのご注意.............................. 9
防水／防塵ケータイの取扱上の.
ご注意..................................................... 10
マナーを守ろう....................................... 11
知っててよかった！.................................. 12
オンラインマニュアル...................................12
着信拒否........................................................12
災害用伝言板サービス.................................13
料金照会........................................................13
au.Q&A.プラス............................................13
遠隔ロック............................................... 14

安心ロック............................................... 15

ご利用の準備

各部の名称と機能.................................. 16
充電する................................................. 18
電源を入れる／切る............................... 20
Eメール・EZwebの初期設定を行う...... 21
電池パックを取り外す............................ 22
電池パックを取り付ける......................... 23
microSDメモリカードをセットする...... 24
microSDメモリカードを取り外す......... 25

基本操作

待受画面の見かた.................................. 26
メニューを利用する................................ 28
セルフメニューを利用する.................... 29
操作する機能を切り替える／.
終了する................................................. 30
基本的なキー操作を覚える................... 31
文字入力の方法を覚える....................... 33

電話をかける・受ける

電話をかけるいろいろな方法................ 36
電話をかける.......................................... 37
電話を受ける.......................................... 38
発信履歴／着信履歴を利用して.
電話をかける.......................................... 39
マナーモードを設定する........................ 40
簡易留守メモを利用する....................... 41
録音された簡易留守メモを再生する.... 42

アドレス帳／
プロフィール

アドレス帳に登録する............................ 43
アドレス帳から電話をかける................. 44
かかってきた電話の番号を登録する..... 45
受け取ったメールのアドレスを.
登録する................................................. 46
MARVERAの電話番号を.
プロフィールで確認する........................ 47
赤外線を使って.
プロフィールを交換する........................ 48

目次

1



au電話を
使いこなそう！

メール

Eメールを送る........................................ 50
デコレーションメールを送る.................. 52
デコレーションアニメを送る.................. 54
Eメールを受け取る................................ 55
受信ボックス／送信ボックスの.
Eメールを確認する................................ 56
迷惑メールはお断り............................... 57
Cメールを送る....................................... 58
Cメールを受け取る................................ 59
受信ボックス／送信ボックスの.
Cメールを確認する................................ 60
緊急速報メールを利用する................... 61

EZweb／
PCサイトビューアー

EZwebでインターネットに.
アクセスする........................................... 62
auお客さまサポートを利用する............ 63
EZwebでできること............................. 64
お天気を調べる.............................................64
乗り換えを調べる..........................................65
お気に入りリストを利用する.................. 66
EZニュースEXを利用する.................... 67
EZナビを利用する................................. 68
安心ナビを利用する............................... 69
EZアプリを利用する.............................. 73
おサイフケータイⓇ（EZ.FeliCa）を.
利用する................................................. 74
PCサイトビューアーでサイトを見る..... 75

auの
ネットワークサービス

auのネットワークサービスについて..... 76
お留守番サービスを利用する............... 77
着信転送サービスを利用する............... 78
発信番号表示と.
番号通知リクエストを利用する.............. 79

ご利用いただく各種暗証番号・.
PINコードについて................................ 80
エリアを設定する................................... 81
グローバルパスポートを利用する......... 82
micro.au.ICカード02を.
取り外す・取り付ける............................... 83

カメラ

カメラで撮影するときのキー操作......... 84
フォトを撮影する.................................... 85
撮ったフォトをメールで送る.................. 86
大きなフォトを撮影する......................... 87
カメラの画面の見かた........................... 88
ムービーを録画する............................... 89

LISMO!

音楽・ビデオ・本をダウンロードする........ 90
LISMO!で音楽を楽しむ........................ 91
LISMO!でビデオを楽しむ..................... 92
LISMO!で本を楽しむ............................ 93

2

目
次



テレビ

テレビ（ワンセグ）の初期設定をする..... 94
テレビ（ワンセグ）を見る........................ 95
テレビ番組を録画する........................... 96

データフォルダ／
microSDメモリカード

データフォルダを利用する.................... 97
microSDメモリカードを利用する........ 99
microSDメモリカードを.
初期化する........................................... 100
microSDメモリカード内の.
データフォルダを利用する................. 101
バックアップデータを保存する........... 102

便利な機能

操作方法を調べる............................... 103
着信があったように見せかける.......... 104
アラームを利用する............................ 105
カレンダー／スケジュールを.
利用する.............................................. 106

ケータイアレンジを利用する.............. 107
Bluetooth®機能を利用する.............. 108

機能設定

機能設定の方法.................................. 109
着信音を変更する............................... 110
待受画面の壁紙を変更する................ 111
ロックNo.を変更する.......................... 112
PIN1コードを変更する....................... 113
MARVERAのソフトウェアを.
更新する.............................................. 114
ティーンズモードにする...................... 115

安全上のご注意／
防水・防塵・耐衝撃のご注意

安全上のご注意.
（必ずお守りください）......................... 117
取り扱い上のお願い.................................. 123
周辺機器のご紹介...................................... 126
Bluetooth®機能を.
ご使用の場合のお願い.............................. 127
免責事項について...................................... 128
防水・防塵・耐衝撃性能に.
関するご注意....................................... 129

付録／索引

故障とお考えになる前に..................... 133
アフターサービスについて................. 135
主な仕様.............................................. 137
名前から引く索引................................ 139
知的財産権について........................... 141

3

目
次



電話をかける・受ける
着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話
番号を利用して電話をかけることもでき
ます。

連絡先をアドレス帳で管理する
最大1,000件の連絡先を登録できます。
1件のアドレス帳には、複数の電話番号
やEメールアドレスなどを登録できます。

メールを送る・受け取る
EメールやCメールを送受信できます。.
デコレーションメールや、デコレーション.
アニメといった、カラフルで楽しいメール
も送受信できます。

インターネットを見る
EZwebでは、簡単にインターネットを楽
しめます。PCサイトビューアーでは、パ
ソコン向けのWEBサイトを快適に見るこ
とができます。

写真を撮る
最大8M（3,264×2,448ドット）の静
止画（フォト）を撮影できます。最大VGA
（640×480ドット）の動画（ムービー）も
撮影できます。

音楽・ビデオ・本を楽しむ
着うたフル®などの楽曲を聴くことができ
ます。ビデオや電子書籍を再生して楽し
むこともできます。

▶P. 50

▶P. 62、▶P. 75 ▶P. 84 ▶P. 90

▶P. 36 ▶P. 43

MARVERAでできること
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テレビを見る
テレビ（ワンセグ）を見ることができま
す。番組を録画することもできます。

ゲームで遊ぶ
本格的なゲームから、お手軽なゲームま
で、いろいろなジャンルのEZアプリの
ゲームをダウンロードして遊べます。

ニュースをチェックする
テレビの速報テロップと同じタイミング
で、速報ニュースをチェックできます。

他にも便利な機能がいっぱい！
・.セルフメニュー▶P. 29

・.マナーモード▶P. 40

・.簡易留守メモ▶P. 41

・.プロフィール▶P. 47

・.緊急速報メール▶P. 61

・.EZナビ▶P. 68

・.安心ナビ▶P. 69

・.おサイフケータイ®（EZ.FeliCa）▶P. 74

・.お留守番サービス▶P. 77

・.着信転送サービス▶P. 78

・.発信番号表示サービス▶P. 79

・.番号通知リクエストサービス▶P. 79

・.グローバル機能▶P. 81、▶P. 82

・.フェイク着信▶P. 104

・.アラーム▶P. 105

・.カレンダー／スケジュール▶P. 106

・.ケータイアレンジ▶P. 107

・.Bluetooth®機能▶P. 108

・.ティーンズモード▶P. 115

※.本書では、主な機能の主な操作のみ説明して
います。より詳しい説明については、「取扱説
明書詳細版」をご参照ください。. .
「取扱説明書詳細版」はauホームページから
ダウンロードできます。

▶P. 94

▶P. 67

▶P. 73

ⒸJUNICHI.NARUSAWA

好みに合わせて設定を変更する       
待受画面に表示される壁紙や着信音な
どを好みに合わせて変更できます。

▶P. 110、▶P. 111
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電
話
機
能

メ
ー
ル
機
能

調
べ
る

機
能
を
使
う

折り返し電話をかける
（着信履歴）

▶P. 39

情報を検索したい
（EZweb）

▶P. 62

天気予報を知りたい
（EZweb）

▶P. 64

ニュースをチェックする
（EZニュースEX）

▶P. 67

自分の連絡先を教える
（赤外線送信）

▶P. 48

音楽を聴く、
ビデオを見る
（LISMO!）
▶P. 90～92

テレビ（ワンセグ）を�
見る

▶P.94～ 96

電話に出られないとき
（簡易留守メモ）

▶P. 41

連絡先をアドレス帳に
登録する

▶P. 43

Eメールを送受信する

▶P. 50、▶P. 55

受け取ったメール
アドレスを登録する

▶P. 46

迷惑メールを
防止したい

▶P. 57

着信音などを
鳴らさないようにする
（マナーモード）
▶P. 40

通信料を確認する
（auお客さまサポート）

▶P. 63

乗り換えを確認する
（EZweb）

▶P. 65

操作方法をケータイで
調べる
（オンラインマニュアル）
▶P. 12

大きなフォトを撮る
（カメラ）

▶P. 87

電子書籍を読む
（LISMO!）

▶P. 93

microSD
メモリカードを使う

▶P. 99

着信を拒否したい

▶P. 12

通話中の受話音量を
調節する

▶P. 37

デコレーションメール
を送る

▶P. 52

撮影したフォトを
Eメールで送る

▶P. 86

Cメールを送受信する

▶P. 58、▶P. 59

こんなときは・・・
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機
能
設
定
の
変
更

も
し
も
の
と
き
に

すべて
そろっているか
確認してね！

●取扱説明書（本書）

•.指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
•.本文中で使用している携帯電話のイラストはイ
メージです。実際の製品と違う場合があります。

●microSDメモリカード
●ACアダプタ
●イヤホン変換アダプタ

以下のものは同梱されていません。

●イヤホン
●卓上ホルダ
●microUSBケーブル

保証書

電池パック

本体

機能設定の方法

▶P. 109

待受画面の
壁紙を変える

▶P. 111

アラームを使う

▶P. 105

電話をなくしたときに
備える
（遠隔ロック）
▶P. 14

子供の居場所を� �
確認する
（安心ナビ）
▶P. 69

防水・防塵・耐衝撃�
について

▶P. 10、▶P. 129

着信音を変える

▶P. 110

ケータイの設定を
まとめて変える
（ケータイアレンジ）
▶P. 107

ティーンズモードを�
設定する

▶P. 115

着信があったように
見せかける
（フェイク着信）
▶P. 104

ロックNo.や
PIN1コードを変える

▶P. 112、▶P. 113

緊急速報メール
について

▶P. 61

箱の中身を確認！
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「フォトサイズ」を選んでcを押
し、続けて「1M」を選んでcを
押す操作を表しています。

◀・・・ ◀
・・・

◀ ・・・

◀・・・

uまたはdを押すとき...............j
lまたはrを押すとき...............s
u、d、l、rを押すとき...........a

l r

d

u

+

NCF
123
456
789
*0#

c
& %
L R

Tw

フォトサイズ

1M

サブメニュー

◎.本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ホワイト」の
お買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキー
や画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略してい
る場合があります。

◎.本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

◎.本書では、画面最下行に表示された内容をc／&／%

を押して実行する場合、c（発信）のようにカッコ内に内容を
表記します。ただし、c（OK）／c（選択）／c（設定）／c

（決定）／c（確定）の場合は省略してcのみ表記していま
す。

◎.本書では、メニューやサブメニューの項目などで選ぶ操作を
次のように記載している場合があります。

◎.本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合が
あります。また、画面の上下を省略している場合があります。

◎.各機能のお買い上げ時の設定については、「取扱説明書詳細
版」をご参照ください。

. 「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードで
きます。

◎.本書では「mic roSD™メモリカード（市販品）」および
「microSDHC™メモリカード（市販品）」の名称を「microSD
メモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

◎.本製品は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、
区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプ
ラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

本書について
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POINT1 POINT2 POINT3

電池パックを長持ちさせるには？
充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか？
電池パックは消耗品です。充電のしかたによっては、電池パック
が劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電
方法で、電池パックを長持ちさせましょう。
※電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ1年です。
　電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池パックをお買い
求めください。

昨日充電したのに
　もう電池が
　　ないよ〜！？

　.（要充電）になってから充電しましょう。
頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿
命が短くなります。

そろそろ
充電〜

充電は「残量1」になってから

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。
本製品本体や電池パックを落とさないよう
にご注意ください。長時間置いておく場合
は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。

充電は
涼しい
場所で！

日なたに置かない・落とさない

充電用機器（別売）は、au指定のものを使
用してください。指定外の充電用機器で
充電すると、本体が壊れたり、電池パック
が劣化することがあります。

JUST FIT〜♪

充電用機器にも気をつけよう

※卓上ホルダ（別売）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。

充電についてのご注意
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本製品は、IPX5/8の防水性能、
IP5Xの防塵性能を持っています
が、ご利用方法によっては、水濡れ
などが故障の原因となる場合があ
ります。

●�常温の水道水以外は、� �
かけたり浸けたりしないでください。

●�カバー類はしっかりと閉じ、� �
背面カバーは確実に取り付けて� �
ご利用ください。

※�万一、水以外（海水・アルコールなど）
が付着してしまった場合、すぐにや
や弱めの水流の常温水道水で洗い
流してください。

よく読んで
確認してネ！

キッチン
●アルコール・石けん・洗剤など常温の水
道水以外のものをかけたり浸けたりし
ないでください。

●熱湯をかけたり浸けたりしないでくだ
さい。耐熱設計ではありません。

●砂・泥などにご注意ください。受話口・
送話口・スピーカー・ヒンジ部などから
入り故障の原因となります。

●海水やプールの水をかけたり浸けたり
しないでください。
●海やプールの中での使用はおやめください。
●砂浜などの上に置かないでください。

●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などに
は浸けないでください。

●長時間の持ち込みはおやめください。

砂・泥

海・プール  温泉・お風呂（シャワー）

防水／防塵ケータイの取扱上の�ご注意
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●こんな場所では、使用禁止！
•.自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため法律で禁
止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せ
られる場合があります。
•.航空機内での携帯電話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。

●周りの人への配慮も大切！
•.満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメー
カーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電

源を切っておきましょう。
•.病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めて
いる場所では、その指示に従いましょう。

●使う場所や声の大きさに気をつけて！
•.映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもち
ろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マ
ナーモードを利用しましょう。
•.街中では、通行の邪魔にならない場所で使
いましょう。
•.新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷
惑のかからない場所へ移動しましょう。
•.通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
•.携帯電話のカメラを使って撮影などする際
は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波
が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に
使いましょう。

マナーを守ろう
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オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法
を簡単に探すことができます。
EZweb版.auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

auポータルから接続する
待受画面でRを押し、「auお客さまサポート」を選びcを押します。
「オンラインマニュアル」を選びcを押します。

QRコードを読み取って接続する
待受画面で%を押し、aで. .
「バーコードリーダー＆メーカー」を選びcを押します。
「バーコード読込み」を選びcを押します。

M機能から接続する
待受画面でc#3を押し、
「はい」を選びcを押します。

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録する
と、着信を自動的にシャットアウトできます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、
公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を細かく設
定できます。

待受画面でc43を押し、.
ロックNo.を入力してcを押します。
着信を拒否したい相手先の種類を選びcを押し、
相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの.
内容を設定します。

着信拒否

左のバーコード（QRコード）にカメラをかざすと、
読取結果が表示されます。

URLを選びcを押し、
「URLへジャンプ」を選びcを押して、
cを押します。

知っててよかった！
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災害用伝言板サービス 料金照会

待受画面でc11を押し、
「はい」を選びcを押します。
EZwebに接続され、
「確認する」メニューが表示されます。
「通話料・通信料照会」を選んで
cを押します。

au Q&A プラス

待受画面でRを押し、「auお客さまサポート」を選び
cを押します。
「よくあるご質問「au.Q&A.プラス」」を選びcを押しま
す。

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された
災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。

登録された安否情報は、EZwebや
インターネットで全国から閲覧できます。
また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、
安否情報を送信することもできます。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

私は無事よ！

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の
やりとりができる便利なauオリジナルサイトです。

EZwebに接続して、
今月の概算通話料金や
利用内訳が簡単に照会できます。
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1
設定画面から遠隔ロック
の設定を選びます。

au電話をなくしてしまったら・・・
登録した電話（電話番号）からなくした
au電話に、設定した条件で電話をかけます。

慌てない、
　　慌てない…

「10分間に3回」と設定した場合、10分の
間に3回、なくしたau電話に電話をかけます。

待受画面で
c414を
押し、ロックNo.を
入力してcを押します。

遠隔操作をする電話番号を
登録します。

ロック操作の条件（時間／回数）
を設定します。

「指定時間」
最初の着信から設定し
た回数分の着信がある
までの制限時間を
1～10分で設定

2 3

「着信回数」
遠隔ロックが起動
するまでの着信回数を
3～10回で設定

%（保存）を押して終了。

「有効番号リスト」を
選びcを押し、
「新規登録」を選び
cを押します。

「直接入力」を選び
cを押し、
電話番号を入力し
cを押します。

%（完了）を押して、
電話番号を登録します。

本製品を紛失した場合に、事前に登録した電話から本製品に電話をかけ、設定した回数着信すると、
遠隔操作で他人が使えないように本製品にロックをかけることができます。

お知らせ

.●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定されて
います。
.●登録した電話から本製品に遠隔ロックをかけるときは、
発信者番号を通知して電話をかけてください。
.●本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを
起動できません。また、電波の弱い場所に本製品がある
と、遠隔ロックを起動できない場合があります。

例えば

遠隔ロック
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安心ロックサービスを利用すると、au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合
でも、一般電話からお客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポー
トにアクセスすることで、遠隔ロックをかけることができます。

受付は24時間。
無料です。

●お客さまセンターに電話をして遠隔ロックをかける
一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

0077-7-113
■au電話から

113局番なしの

こんなときは ?

au電話の位置を検索するには
（ケータイ探せて安心サービス）

ケータイ探せて安心サービスをご利
用になると、au電話の置き忘れや紛
失時に、お客さまセンターまたはパ
ソコンからau電話のおおよその位
置を検索できます。. .
検索中は、マナーモードを設定して
いる場合でもau電話からお知らせ
音が鳴るので、その音を手がかりに
部屋の中のどこにau電話があるか
を探すこともできます。
詳しくは、「取扱説明書詳細版」をご
参照ください。. .
「取扱説明書詳細版」はauホーム
ページからダウンロードできます。

●auお客さまサポートにアクセスして遠隔ロックをかける
インターネットからauお客さまサポートにログインして、
画面の指示に従って操作すれば安心ロック完了。

URL

https://cs.kddi.com/

お知らせ

.●本製品の電源が入っていない場合には、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い
場所に本製品があると、遠隔ロックを起動できない場合があります。

安心ロック
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※1	本製品は防水／防塵仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。そのため、エアベント（空気抜き用の穴）を設けています。
•	 エアベントは防水／防塵性能に影響を与えません。
•	 保護シートやシールでエアベントをふさがないでください。

※2	通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、au	Media	Tuner利用時、GPS情報を取得する場合、Bluetooth®利用時は、内蔵アンテナ部付近を指や金属などで触れたり、おおったりしな
いでください。電波感度が弱まることがあります。特にシールなどを貼らないようにしてください。

㉗㉖

④
⑬
⑭

⑫

⑲
⑳

㉑

㉒

⑤

③

⑥

⑧ ⑮

⑯

⑦

②

⑰

⑱

㉛

⑨

⑩
⑪

①

㉔
㉕

内蔵アンテナ部※2

FeliCaアンテナ部

内蔵アンテナ部※2

㉓

㉘㉙ ㉚

エアベント※1

各部の名称と機能
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①	受話口（レシーバー）
	 通話中の相手の方の声などがここか
ら聞こえます。

②	ディスプレイ
③	光センサー
④	cセンターキー
⑤	&アドレス帳キー
⑥	Lメールキー
⑦	Cクリア／ニュースキー
⑧	N発信キー
⑨	0～9、*、#ダイヤルキー
⑩	wセルフメニューキー
⑪	送話口（マイク）
	 通話中の相手にこちらの声を伝えま
す。

⑫	aカーソルキー
	 l着信履歴／左キー
	 r発信履歴／右キー
	 u上キー
	 d下キー
⑬	%アプリキー
⑭	REZキー
⑮	F電源／終了キー
	 電源ON／OFFに使用します。操作中
は通話や各機能を終了します。

⑯	TTVキー
	 au	Media	Tuner（初期設定時）を起
動します。

	 1秒以上長押しすると、ブラインドスク
リーンを設定／解除します。

⑰	サブディスプレイ
	 本製品の状態などをアイコンなどで
お知らせします。本製品を閉じたとき
は時計が表示されます。

⑱	通知／充電ランプ
	 着信時、メール受信時、アラーム時に
は設定内容に従って点灯／点滅しま
す。充電中は赤く点灯します。

	 フォト・ムービー起動時、セルフタイ
マー撮影時に点灯、点滅します。

⑲	スピーカー
⑳	充電端子
	 卓上ホルダ（別売）を使用して充電す
るときの端子です。

�	背面カバー／電池パック
�	fマーク
	 おサイフケータイ®利用時にこのマー
クをリーダー／ライターにかざしてく
ださい。

�	カメラ（レンズ部）
�	赤外線ポート
� 撮影ライト／簡易ライト
	 撮影ライト／簡易ライト使用時に明る
く点灯します。

�	micro au ICカード02
	 お客様の電話番号などが記録されて
います。

�	microSDメモリカードスロット

�	+マナー／シャッターキー
	 待受画面で押すと、マナーメニューを
呼び出します。待受画面で1秒以上長
押しすると、マナーモードを設定／解
除します。

	 フォト・ムービー起動時に押すと、フォ
ト・ムービーを撮影／保存します。

�	外部接続端子カバー
�	ハンドストラップ取付口
�	外部接続端子
	 指定のACアダプタ（別売）、
microUSBケーブル01（別売）など
の接続に使用します。
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プラグの向き
に注意して

お買い上げ時は電池パックは
十分に充電されていません。
またご使用中に本製品の画面
に  や  が表示されたとき
も充電してください。

卓上ホルダ（別売）
に指定のACアダ
プタ（別売）をつな
ぎます。

突起部を
下にする

突起部を
下にする

まずは

エネルギーチャ〜ジ！

1

外部接続端子カバーを完全
に開いて、指定のACアダプタ
（別売）をつなぐ。

● 卓上ホルダ（別売）
で充電する

●指定のACアダプタ（別売）
   で充電する

1

外部接続
端子カバー

充電する
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赤 色に点 灯して いた 
通知／充電ランプが消
灯したら充電完了！

矢印の方向に
差し込みます。

②

①

2

2

3

※.卓上ホルダ（別売）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。

※.根元まで確実に差し込んでく
ださい。

コンセントに差し込む。

※.根元まで確実に差し込んでく
ださい。

コンセントに差し込む。

エネルギー

満タン〜♪

本製品を閉じた状態で、卓上ホ
ルダ（別売）を押さえながら、矢印
①、②の順に差し込む。

お知らせ

.●本製品や卓上ホルダ（別売）の接
続端子に対してまっすぐになるよ
うに、指定のACアダプタ（別売）の
microUSBプラグを抜き差しして
ください。
.●電池パックが取り付けられていな
いと充電できません。電池パックを
装着した状態で充電してください。
.●外部接続端子カバーは、充電後しっ
かり閉めてください。
.●外部接続端子カバーを強く引っ
張ったり、ねじったりしないでくださ
い。
.●卓上ホルダ（別売）は安定した場所
に置いてご使用ください。転倒・落
下・破損の原因となります。
.●お使いのACアダプタによりイラス
トと形状が異なることがあります。
あらかじめご了承ください。
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Fを1秒以上
長押しします。

待受画面でFを  
1秒以上長押しします。

電源を入れる 電源を切る

待受画面

お知らせ

.●電源がONになったときにmicro.au.ICカード02を読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

電源を入れる／切る
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cを押します。

お買い上げ時に、待受画面でL／R／
%／Cを押し、cを押します。

待受
画面

設定完了!

お知らせ

.●初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に
行うと、正しく設定されない場合があります。
.●時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。
.●Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、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。

Eメール・EZwebの初期設定を行う
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ツメ部

ツメ部から、背面カバーを矢印の方向に
引き上げて取り外します。

電池パックは
専用のものを使用してネ！

電池パックの上側を矢印方向
に引き上げて取り出します。

1 2

お知らせ

.●電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

.●背面カバーを持ち上げて取り外すときは、背面カバーを曲げないように
してください。強く曲げると背面カバーが破損するおそれがあります。
.●電池パックを取り外すときは、電池パックの上側を上に引くようにして
ください。電池パックの上側以外の方向から持ち上げようとすると、
本体の接続部を破損するおそれがあります。
.●電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、
「電波OFFモード（M575）」が「ON」に設定されている場合は、待受
画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」（ハイフン）が表示されるこ
とがあります。

電池パックを取り外す
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接続部

①

②

ツメ凹部

お知らせ

.●電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。

.●micro.au. ICカード02が確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り
付けてください。
.●取り付け時には正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時
に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび背面カバー破損の原因となります。
.●背面カバーを閉じるときは、背面カバーを開けたときの本体側のゴムパッキンに触れな
いようにしてください。ゴムパッキンに触れるとパッキンがずれたり、汚れが付着し、防
水／防塵性能を維持できなくなる場合があります。

本体の接続部の位置を確かめ
て、電池パックを①、②の順に
確実に押し込みます。

背面カバーのツメと本体の
凹部を合わせるように置きま
す。

1 2
背面カバーを矢印の方向へ押
します。

3

背面カバーの外周を矢印の方
向になぞりながらしっかり押さ
え、完全に装着させます。
背面カバーの浮きがないこと
を必ず確認してください。

4

電池パックを取り付ける
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お知らせ

.●microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。無理に入れようとすると
取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
.●microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に. .が表示
されます。
.●microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
.●microSDメモリカードの挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確
認ください。ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可
能性があります。ご注意ください。
.●microSDメモリカードを正しくセットしないで電池パックを取り付け、背面カバー
を閉じないでください。microSDメモリカードが破損するおそれがあります。

よく読んで
確認してネ！

microSDメモリカードスロット

本製品の電源を
切り、背面カバー
と電池パックを取
り外します。

（▶P. 22）

microSDメモリカードの挿入方向（切り欠きの位置）
に注意して、カチッと音がするまでゆっくり差し込み
ます。

1 2
電池パックを取り
付け、背面カバー
を閉じます。

（▶P. 23）

3

microSDメモリカードをセットする
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取り扱いに  
注意してネ！

お知らせ

.●microSDメモリカードを無理に引き抜かないでく
ださい。故障・内部データ消失の原因となります。
.●長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメ
モリカードが温かくなっている場合がありますが、
故障ではありません。
.●microSDメモリカードの端子部には触れないでく
ださい。

①

②

本製品の電源を
切り、背面カバー
と電池パックを取
り外します。

（▶P. 22）

①  microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥
へゆっくり押し込んでから離すと、microSDメモ
リカードが少し飛び出します。

②  microSDメモリカードをまっすぐ取り出します。

1 2
電池パックを取り
付け、背面カバー
を閉じます。

（▶P.23）

3

microSDメモリカードを取り外す
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①
電波の強さ（受信電界）

	強／ 	中／ 	弱／ 	微弱
	圏外

②
電池レベル状態

	十分／ 	中位／ 	要充電
	残量なし／ 	充電中（点滅）

③

ローミング情報
	CDMAローミング中
	GSMローミング中

		ローミング先でパケット通信が可能な状態
•	「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合に表示されます。

④
microSDメモリカード状態
	挿入あり／ 	挿入あり（カメラ撮影保存先は本体）／	
	アクセス中

⑤

	通話中
		LISMO!起動中
		LISMO!（音楽＆ビデオ）サスペンド中（グレー）
	au	Media	Tuner起動中

⑥ 	EZアプリ起動中（点滅は通信中）
⑦ 	セキュリティ（SSL）で通信中

⑧
	EZweb使用中
	PCサイトビューアー使用中（点滅は通信中）

⑨
	マルチキャスト通信中
	ブラインドスクリーン設定中

⑩

Bluetooth®接続状態
	待機中
	接続中（点滅は復旧中）
	接続中（SCMS-T非対応）

⑪ 	不在着信

⑫

メール
	未受信Eメール／ 	未読Eメール
	未読Cメール
	 	 	 	バックグラウンド受信中
	緊急速報メール

⑬ 	日付・曜日・時刻

⑭ 壁紙

待受画面の見かた
待受画面では、本製品の状態や現在の設定をアイコンで確認できます。
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⑭

㉔

㉕

㉓

⑲⑳
⑮
㉒

⑯⑰⑱

①
㉖

㉑

⑫⑥⑦② ⑧⑨ ⑪⑩④③ ⑤



⑮
FeliCa状態

	ロック中
	一時解除（クイック解除）中

⑯

オートロック／遠隔ロック／シークレット
	オートロック中・遠隔ロック中
	シークレット情報表示中
	シークレット情報一時表示中

⑰ 	アラーム設定あり

⑱

スケジュール／タスクアラーム
	 スケジュールアラーム設定あり
	 タスクアラーム設定あり
	 	スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり

⑲ 	USB待受状態

⑳

マナーモード状態
	通常マナー  	ドライブ
	サイレントマナー			 など オリジナルマナー

音声着信の設定
	着信音量OFF（サイレント）中
	バイブレータON			 	バイブレータ（メロディ連動）ON

•	同時に設定している場合は、アイコンが組み合わせて表示
されます。

�
	 	など 簡易留守メモ設定中

※	簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件まで録音でき、10件で色が変
わります。10件になった場合は、簡易留守メモを解除してもアイコンは非表示にな
りません。数字は未確認件数です。

� 	 	など お知らせアイコン
� 	画面設定アイコン

� EZニュースEXの待受テロップ
� 待受ウィンドウ
� 	電波OFFモード設定中

表示中のアイコンの意味を調べるには

待受
画面

待受画面から
c#2

を押します。

sでアイコ
ンを選ぶと、
アイコン の
意味が表示
されます。

サブディスプレイの見かた
本体を閉じると、サブディスプレイに時刻や各種お知らせなど
が表示されます。サブディスプレイを点灯させたいときは、+
を押してください。
また、+を押すたびに、サブディスプレイの表示を切り替えることが
できます。
詳しくは、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明
書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
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aで項目を選
んでcを押し
ます。この例で
は、「電卓」を選
びます。

cを押します。
操作するメニューを切り替えるには
メニュー、セルフメニュー、アプリメニューを表示中に
LまたはRを押すと、操作するメニューを切り替え
られます。

メニュー

R

L

R

L

L

R

待受
画面

これで
電卓が使えるよ！

お知らせ

.●本体カラーによって、お買い上げ時に
設定されているメニューのデザイン
は異なります。
.●本書では、本体カラー「ホワイト」のお
買い上げ時の表示を例に説明してお
ります。

メニューからさまざまな機能を呼び出すことができます。

メニュー

アプリメニュー セルフメニュー

メニューを利用する
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セルフメニューでできる操作
.●aで選んでcを押すと、登録されている機能や
データを呼び出すことができます。
.●.wを押すと、利用中一覧画面が表示されます。

項目を選んでc（詳細）を
押す操作を繰り返します。
登録するときは、%（登
録）またはc（登録）を押し
ます。

%（サブメニュー）
を押します。

セルフメニュー

お知らせ

.●機能の操作中にwを押した場合、
操作中だった機能は非表示になります
が、バックグラウンドで起動したままに
なります。

カンタンに
登録できるよ！

wを押し、c（閉じる）
を押します。

待受
画面

または

機能の
操作中

サブメニュー
新規登録

お好みの機能やデータを登録しておくと、いつでも呼び出して利用できます。

セルフメニュー
登録画面

セルフメニューを利用する
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操作する機能を切り替える
には、機能を選んでcを押
します。
機能を終了するには、機能
を選んで%（1件終了）を
押します。

お知らせアイコンについて
不在着信があったことや新着のメールがあること
などをお知らせするために、待受画面にはお知らせ
アイコンが表示されます。
aでアイコンを選んでcを押すと、お知らせのあ
る機能を簡単に呼び出すことができます。

画面設定アイコンについて
お買い上げ時は「待受表示設定（M312）」の「画
面設定アイコン」が「表示」に設定されているた
め、. .が待受画面に常に表示されます。
aでアイコンを選んでcを押すと、「メインディス
プレイ（M31）」の設定を行うことができます。

利用中一覧画面

お知らせ

.●複数の機能を起動している場合は、待受画面に. .が表示されま
す。. .を選んでcを押すと、利用中一覧画面が表示されます。
.●利用中一覧画面でFを1秒以上長押しすると、起動中のすべて
の機能を終了することができます。
.●機能を終了した場合、機能によっては編集中のデータがあっても保
存されません。

wを押し、c（閉じる）
を押し、wを押します。

待受
画面

または

機能の
操作中

操作する機能を切り替える／�終了する
複数の機能を起動している場合は、操作する機能を切り替えたり、機能を終了することができます。

待受画面

お知らせ
アイコン

画面設定
アイコン
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「 検 索 」を選 ぶには、
&を押します。

「詳細」を選ぶには、c
を押します。

「サブメニュー」を選ぶ
には、%を押します。

項目を選ぶには、jやaで項目
を選んでcを押します。

メニューに  ～  などが表示さ
れている場合は、そのキーを押
しても選ぶことができます。

各機能から待受画面に戻るには、
Fを長押しします。

Cを押すと、1つ前の画面
に戻ります。

お知らせ

.●画面左下に「戻る」と表示
されている場合、&を
押しても戻ることができま
す。

お知らせ

.●一定時間キー操作をしないと、自動的に
待受画面に戻る場合があります。

基本的なキー操作を覚える

画面の最下行に表示された内容を実行するには 項目を選ぶには

待受画面に戻るには1つ前の画面に戻るには
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カメラの操作中やデータの再生
中など、  が表示されてい
る画面で5を押すと、画面上
にキー操作のガイドが表示され
ます。もう一度5を押すと、非
表示に戻ります。

メロディや画像の設定中に&

を押すと、確認のため再生や表
示ができます。
Cを押すと、元の画面に戻り
ます。

データの表示中や再生
中、メール表示中などに
Rを押すと、次のデー
タへ移動できます。L
を押すと前のデータへ移
動できます。

数字を入力する欄の上下に 
「 」と「 」が表示されて
いる場合は、jを押すこと
で、数を増減できます。

0～9を押すと、数字を
入力できます。

数字を入力するには 前後のデータへ移動するには

キー操作のガイドを表示するには 確認のためデータを再生や表示するには
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&（文字種）
を押します。

&（切替）を押す、ま
たはsで文字種を切り
替えてから、cを押し
ます。

2を1回
押します。
8を2回
押します。

入力する文字の種類を切り替えるには
文字種には、次の種類があります。

.漢字　 .英字（全角）　 .英字（半角）　 .数字（全角）　.

.数字（半角）　 .カタカナ（全角）　 .カタカナ（半角）

英字を入力してみる
「au」と入力してみます。. .
あらかじめ文字種を「. .英字（半角）」に切り替えてください。

お知らせ

.●同じキーを連続して押すと、そのキーに割り当てられている
文字や記号が次々と表示されます。別のキーを押すと、その
文字が確定します。
.●同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合
は、rを押してカーソル（反転表示）を移動してから同じキー
を押します。
.●*を押すと、大文字と小文字を切り替えられます。
.●#を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、
改行します。

文字入力の方法を覚える
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cを押しま
す。

1を5回押します。
1を5回押します。
3を1回押します。
2を1回押します。

jを押します。
ここでaを押すと、別
の変換候補を選ぶこと
ができます。

お知らせ

.●*を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、濁点や半濁点を追加できます（可能な文字のみ）。

.●#を押すと、1つ前の文字を表示します。文字確定後は、改行します。

.●変換を確定する前にCを押すと、文字変換を解除できます。

.●ひらがなを入力してRを押して「英数カナ」タブを選ぶと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字・数字・
カタカナ・記号の変換候補一覧が表示されます。
.●お買い上げ時の設定では、「自動カーソル移動」が「ON」になっています。一定時間キー操作を行わない場合、カー
ソルが自動的に1つ右に移動します。
.●お買い上げ時の設定では、「予測変換」が「ON」になっています。. .
例えば、「お」と入力した時点で予測変換候補の一覧に「大阪」と表示された場合は、aで「大阪」を選んでcを押
すことで「大阪」と入力できます。

漢字を入力してみる
「大阪」と入力してみます。あらかじめ文字種を「. .漢字」に切り替えてください。
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Rを押
します。

aを押して
絵文字を選
んでcを押
します。

どんな絵文字に
しようかな〜♪

お知らせ

.●L／Rを押すと、一覧の表示が「お好みパレット」、「絵文字」の一覧、「デコレーション絵文字」の一覧、
「記号」の一覧、「顔文字」の一覧に切り替わります。. .
※.デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面でのみ表示されます。
.●絵文字・デコレーション絵文字・顔文字の一覧を表示中に&（カテゴリー）または*#を押すと、一覧
のカテゴリーが切り替わります。
.●記号の一覧を表示中に&（全角／半角）または*#を押すと、一覧の表示が「全角記号」の一覧、「半
角記号」の一覧に切り替わります。

絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を入力してみる
Rを押すと、一覧からお好みパレット・絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字を選んで入力できます。

メールが
楽しく見える〜！
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待受画面で0～9を押し
相手の電話番号を入力して
Nを押します。

待受画面で&を押し. .
て、aでかけたい相手. .
を選びNを押します。

待受画面でsを押すと、発信／着
信履歴が表示されます。jでかけ
たい相手を選びNを押します。

番号を押してかける

アドレス帳からかける 履歴からかける

一般電話へかける場合は、
市外局番から入力してね！

あっ♪

　もしもし〜

電話は、
■番号を押してかける
■アドレス帳からかける
■履歴からかける
などの方法でかけることが  
できます。

電話をかけるいろいろな方法
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こんなときは ?

相手の声を大きくするには

通話中にjを押すと、相手の方の声の大きさ（受
話音量）を調節できます。

電話がかかり
ます。

通話が終わったら 
Fを押すと 
電話が切れます。

電話番号を入力します。
待受
画面

元気〜？

Nを
押します。

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から電話番号を入力してください。

お知らせ

.●電話番号を間違って入力したときは、Cを押す
と最終桁の番号を1桁削除できます。. .
sを押して番号を選んでからCを押すと、そ
の番号を削除できます。
.●通話中に+を1秒以上長押しすると、相手の方に
こちらの声が聞こえないようになります。もう一度
+を1秒以上長押しすると元に戻ります。
.●通話中に%（ハンズフリー）を押すと、スピー
カーから相手の方の声が聞こえるようになり、ハ
ンズフリーで通話できます。もう一度%（ハンズ
フリー）を押すと元に戻ります。
.●国際電話をかける方法については、「取扱説明書
詳細版」をご参照ください。. .
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウ
ンロードできます。

電話をかける
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電話が
かかってきた場合の
表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

•.相手の方から電話番号の通知があると、
電話番号が表示されます。

•.電話番号と名前がアドレス帳に登録され
ている場合は、名前などの情報も表示さ
れます。

•.相手の方から電話番号の通知がないと、
次のような理由が表示されます。. .

非通知設定
相手の方が発信者番号を通知しない設
定で電話をかけている場合

公衆電話
相手の方が公衆電話からかけている場
合

通知不可能
相手の方が国際電話、一部地域系電話、
CATV電話など、発信者番号を通知で
きない電話から電話をかけている場合

Nを
押します。

電話がつなが
ります。

通話が終わったら
Fを押すと 
電話が切れます。

電話が
かかって
くると…

は〜い♪

お知らせ

.●着信中にdを押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。

.●応答を保留するには、着信中にFを押します。保留状態になり、約30秒ごとに保留
中であることを音でお知らせします。Nを押すと、保留が解除され、電話がつなが
ります。
.●着信を拒否するには、着信中に&（拒否）を押します。着信音が止まって電話が切
れます。. .
相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出にな
りません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

.●かかってきた電話に出なかった場合は、待受画面に. .と「着信あり.X件」が表示され
ます。その状態でcを押すと着信履歴が表示されます。

電話を受ける
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履歴を選んで 
c（詳細）を押します。

発信履歴を表示する場合はrを押します。
着信履歴を表示する場合はlを押します。

c（発信）を
押します。

電話がかかり
ます。

電話をかけた記録は発信履歴として保存されます。電話を受けた記録は着信履歴として保存されます。

待受
画面

履歴一覧画面 履歴詳細画面

発信メニュー
音声電話 

お知らせ

.●発信履歴と着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存されます。. .
50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
.●履歴一覧画面でsを押すと発信頻度の一覧を表示できます。発信頻度の一覧
は、よく電話をかける順に発信履歴を並び替えたものです。
.●履歴一覧画面や履歴詳細画面でNを押しても、電話をかけることができます。
.●着信している時間が3秒以下の着信の場合、. .が表示されます。お客様に折り
返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります
のでご注意ください。

確認してネ！

発信履歴／着信履歴を利用して�電話をかける
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+を押します。

マナーモード
になります。マナーモードの

種 類 を 選 ん で
cを押します。

周りの迷惑にならないように、マナーモードを使って着信音などを鳴らさないようにできます。

マナーモードの種類について

通常マナー •	着信音やアラーム、操作音などが鳴らなく
なります。
•	バイブレータで着信やアラームなどをお知
らせします。
•	簡易留守メモがONになります。

ドライブ •	着信音やアラーム、操作音などが鳴らなく
なります。
•	バイブレータがOFFになります。
•	簡易留守メモがONになります。「ただいま
移動中ですので電話に出ることができませ
ん。ピーッという発信音の後にお名前とご用
件をお話しください。」と簡易留守メモで応
答します。

サイレント
マナー

•	着信音やアラーム、操作音などが鳴らなく
なります。
•	バイブレータがOFFになります。
•	簡易留守メモがONになります。

オリジナル
マナー

•	お買い上げ時の設定では、着信音やアラー
ム、操作音などが鳴らなくなります。
•	お買い上げ時の設定では、バイブレータで
着信やアラームなどをお知らせします。
•	%（編集）を押すと、着信の種類ごとに着
信音量を決めるなど、お好みに合わせて設
定を編集できます。

待受
画面

お知らせ

.●待受画面で+を1秒以上長押しすると、前回設定したマナーモー
ドになります。もう一度+を1秒以上長押しすると、マナーモー
ドを解除できます。
.●マナーモード設定中に着うたフル®など音の鳴るデータを再生し
ても、消音の状態で再生されます。再生中にjを押すと、音量を
調節できます。

マナーモードを設定する
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簡易留守メモでの応答

着信後、応答時間が経過すると、  
自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、  
録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、  
待受画面に  が表示されます。

 を選んでcを押すと、  
簡易留守メモリスト画面が表示され、  
メッセージを再生できます。

•.お買い上げ時の設定では、応答時間は16秒です。な
お、マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合
は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応答します。
•.簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に%（留
守メモ）を押すと、簡易留守メモで応答します。
•.応答中または録音中にNを押すと、簡易留守メモを
中断して電話に出ることができます。

「ON」を選ん
でcを押し
ます。

待受
画面

録音時間は
1件あたり
約60秒だよ！

cを押します。

メニュー

簡易留守
メモ設定

メモ
メニュー

簡易留守
メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。

お知らせ

.●録音できるのは、1件あたり約60秒間で、通話音声メモと合わせて最
大10件までです。
.●マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効
にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。

簡易留守メモを利用する
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メッセージを選
んでc（再生）
を押します。

メッセージが
再生されます。

待受
画面

メニュー

簡易留守
メモリスト 簡易留守メモ.

リスト画面

録音件数は
通話音声メモと合わせて
10件までだよ！

メモ
メニュー

cを押します。

簡易留守
メモ

お知らせ

.●新しく録音された簡易留守メモがある
場合は、待受画面に. .が表示されま
す。. .を選んでcを押しても、簡易留
守メモリスト画面が表示されます。

簡易留守メモのメッセージを削除するには
①.簡易留守メモリスト画面でメッセージを選んで%（サブメニュー）を押します。
②「削除」を選んでcを押します。
③.「1件削除」または「全件削除」を選んでcを押します。
④「はい」を選んでcを押します。

録音された簡易留守メモを再生する
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aで入力したい
項目を選んでc

を押し、入力して
cを押します。

アドレス 帳 に
登録されます。

&を1秒以上
長押しします。

入力が終わったら  
%（登録）を押します。

名前、電話番号、Eメール
アドレスのいずれかを入
力しただけでも、アドレス
帳に登録できます。

待受
画面

アドレス帳
編集画面

アドレス帳を使えば、
電話やメールの送信が
楽になるのョ！

お知らせ

.●登録する電話番号が一般電話の
場合は、市外局番から入力してく
ださい。

アドレス帳に登録する
アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。
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&を押します。

aでアドレス帳を 
選んでc（詳細）  
を押します。

電話番号を選んで 
cを押します。

電話がかかり
ます。

待受
画面

アドレス帳
一覧画面

アドレス帳
詳細画面

電話番号 
メニュー
音声電話 

こんなときは ?

アドレス帳からEメールを送るには

アドレス帳詳細画面でEメールアドレスを
選んでcを押すと、そのEメールアドレス
を宛先としてEメールを作成できます。

アドレス帳から電話をかける
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lを押します。

履歴を選んで  
%（サブメニュー）
を押します。

番号種別を選
んでcを押し
ます。

アドレス帳編集画面
が表示されます。
追加の情報を入力し
た後で%（登録）
を押してください。

待受
画面

着信履歴
一覧画面

着信履歴から
アドレス帳に登録すれば
カンタンだよ〜

サブメニュー
アドレス帳

へ登録

新規登録

お知らせ

.●「新規登録」の代わりに「追加登録」
を選ぶと、既存のアドレス帳に電話
番号を追加できます。
.●待受画面でrを押して発信履歴を
表示した後、同様に操作すると発信
履歴の電話番号をアドレス帳に登
録できます。

かかってきた電話の番号を登録する
着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録できます。
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Lを押します。

アドレス帳編集画面
が表示されます。
追加の情報を入力し
た後で%（登録）
を押してください。Eメール種別を

選んでcを押
します。

「アドレス詳細表示」を
選んでcを押します。
続けて登録したいメー
ルアドレスを選んでc

を押します。
フォルダを選んでcを
押します。
続けてEメールを選んで
%（サブメニュー）を押
します。

待受
画面

Eメール
メニュー

受信ボックス
アドレスの入力ミスも
ないからイイネ〜

選択メニュー
アドレス帳

登録

新規登録

お知らせ

.● .「新規登録」の代わりに
「追加登録」を選ぶと、
既存のアドレス帳にE
メールアドレスを追加
できます。

受け取ったメールのアドレスを�登録する
受け取ったEメールの差出人のアドレスをアドレス帳に登録できます。
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cを押します。

「機能」を選んで
cを押します。

自分の電話番号や
Eメールアドレス
などが確認できるよ！

待受
画面

メニュー

機能メニュー
プロフィール

プロフィール
画面

お知らせ

.● Eメール・EZwebの初期設定が終了している場合は、
ご利用のEメールアドレスもプロフィール画面に表示
されます。
.●待受画面でcを押して、0を押しても本製品のプ
ロフィールを確認することができます。

MARVERAの電話番号を�プロフィールで確認する
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待受
画面

プロフィールや
アドレス帳を
交換できちゃう！

赤外線通信で
送受信できる内容
.●プロフィール .●アドレス帳
.●スケジュール .●タスクリスト
.●メモ帳 .●お気に入りリスト
.●データフォルダ内のデータ
.●microSDメモリカード内のデータ
.●履歴・学習情報 .●設定情報

赤外線ポート

20cm
以内

cを押し
ます。

%（送信）を押し
ます。

赤外線ポートの間の
距離は20cm以内で
送信してください。

※.相手の機器やデータの種類、容量に
よっては送受信や再生ができない場合
があります。

メニュー
赤外線

プロフィール

赤外線送信

送るときは

赤外線を使って�プロフィールを交換する
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でね〜♪

あ！ 
ステキ

え？
ちょっとぉ！？

プロフィール
交換してぇぇ〜

待受
画面

もらうときは

cを押し
ます。

このメッセージが出たら
受信成功です。  

「はい」を選んでcを押
すと、アドレス帳に登録
されます。

メニュー

赤外線受信

赤外線 赤外線ポートの間の
距離は20cm以内で
受信してください。

49

ア
ド
レ
ス
帳
／
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル



「新規作成」を
選んでcを押
します。

「アドレス直接入力」を
選んでcを押します。

待受
画面

Eメールメニュー 宛先は
アドレス帳から
も選べるよ！

Lを押します。

こんなときは ?

フォトやムービーなどを一緒に送りたいときは

送信メール作成画面で「添付」を選んでcを押すと、デー
タフォルダに保存されたデータを選んだり、その場でフォト
やムービーを撮影して添付できます。
送信メールには、最大5件（合計2MB以下）のデータを添付
できます。

「宛先」を選んで
cを押します。

送信メール.
作成画面

お知らせ

.● Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料が
かかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があり
ます。
.●絵文字を他社の携帯電話やパソコンなどに送信すると、一部他社
の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表示されないことがあり
ます。. .
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの旧絵文字に変
換される場合があります。

Eメールを送る
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宛先のEメールアドレス
を 入 力して 、cを 押し 
ます。

&（送信）
またはN

を押します。

「件名」を選び、件名を入力します。  
続けて「本文」を選び、本文を入力
します。

Eメールが送信
されます。
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宛先と件名を入力します。
続けて「本文」を選んで
cを押し、本文を入力しま
す。

お知らせ

.●本文入力画面で予測変換の候補が表示
されていない場合は、Lを押してデ
コレーションメニューを表示できます。
.●異なる機種の携帯電話やパソコン
などの間で送受信したデコレーショ
ンメールは、受信側で一部正しく表
示されないことがあります。
.●デコレーションメール非対応機種や
パソコンなどに送信すると、通常の
Eメールとして受信・表示される場合
があります。

待受
画面

送信メール作成画面

Eメールメニュー
新規作成

かわいい〜お友だちに
自分らしさを
アピール

Lを押します。

%（サブメニュー）
を押し、「デコレー
ション」を選んで
cを押します。

本文をデコレーションしたEメールを送付できます。

デコレーションメールを送る
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デコレーションメールでできること
デコレーションメニューでアイコンを選ぶと、
次のようなことができます。

aでアイコンを選んで
cを押します。

�
本文の文字や背景色を
24色の中から選べます。

文字の大きさを変更できます。

文字の位置を左寄せや右寄せ、
センタリングできます。

�
文字を点滅表示させたり、
行の間にラインを挿入できます。

画像を挿入できます。

�
文字や画像を右から左へ
移動させたり、スウィング表示
させることができます。

テンプレートを使うと、カラフル
なメールを簡単に作成できます。

デコレーション
メニュー

文字が
動く！

点
滅
す
る
よ
〜

デコレーションが終わったら
cを押し、&（送信）また
はNを押します。

デコレーション
メー ル が 送 信
されます。
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宛先と件名を入力
します。続けて「本
文」を選んでcを
押し、「はい」を選
ん でcを 押しま
す。

テンプレート
を選んでc

を押します。

編集した後で&（確定）を
押します。続けて&（送信）
またはNを押します。

お知らせ

.●デコレーションアニメを
非対応端末で受信する
と、一部の機種を除き、テ
キストの本文のみが表示
されます。

デコレーションアニメの編集方法
文字ボックスの編集方法

①.sで文字ボックスを選んでcを押します。
②文章を入力してcを押します。

画像ボックスの編集方法

①.sで画像ボックスを選んでcを押します。
②フォルダを選んでcを押します。
③画像を選んでcを押します。

待受
画面

デコレーション
アニメ作成画面

Eメールメニュー
デコレーション

アニメ作成

Lを押します。

デコレーション
ア ニメが 送 信
されます。

デコレーションアニメを送る
テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単にアニメーションのメールを作成できます。
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&（返信）
を押すと、返
信のEメール
を 作 成 で き
ます。

cを 押し
ます。

Eメールを選
んでcを押
します。

cを 押し
ます。

フォルダを選
んでcを押
します。

1件の受信

2件以上の受信

お知らせ

.●お買い上げ時の設定では、受信したEメールは
すべて「メインフォルダ」に保存されます。

あっ
きたきた〜送信〜♪

待受画面で
Eメールを
受信すると

画面最上段に  が
点灯し、Eメール受
信音が鳴ります。
待受画面には  が
表示されます。

Eメールを受け取る
お買い上げ時の設定では、Eメールを自動的に受信します。
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Eメールを選んで
cを押します。

Lを押します。

お知らせ

.●受信ボックスには、約3.2MBまたは最大1,000件のEメールを保存できます。それ
を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、
保護されたEメールは削除されません。
.●送信ボックスには、約1.88MBまたは最大500件のEメールを保存できます。それ
を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済
みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失
敗メール、未送信メールの順に削除されます。

Rを押すと、次の
メールを表示でき
ます。
Lを押すと、前の
メールを表示でき
ます。

フォルダを選んで
cを押します。

待受
画面

Eメール
メニュー

受信
ボックス

送信
ボックス

または

あのメール、
もう一度
確認してみようっと！

受信ボックス／送信ボックスの�Eメールを確認する
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待受
画面 Lを押します。

なりすましメール・
自 動 転 送 メ ー ル
を拒否して、携帯・
PHS・パソコンから
のメールを受信す
る条件で設定され
ます。

「登録」を選ん
でcを押しま
す。

Eメール
メニュー

迷惑メール
フィルター

これで
迷惑メールも
撃退ね！！

お知らせ

.●自動転送メールを受信したい場合は、詳細設定の「指定受信リスト設定（な
りすまし・転送メール許可）」の設定が必要です。
.● .「迷惑メールフィルター設定」の「設定・確認する」を選んでcを押し、暗証
番号を入力すると、迷惑メールフィルターを細かく設定できます。
.●迷惑メールフィルターの条件を詳細に設定する場合は、「取扱説明書詳細
版」をご参照ください。「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウン
ロードできます。
.●迷惑メールフィルターの設定により受信しなかったＥメールをもう一度受信
することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

「オススメの設定へ」を
選んでcを押します。

迷惑メールはお断り
おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルターを利用できます。
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待受
画面

Cメールメニュー

宛先入力
メニュー
電話番号

入力
「新規作成」
を選 んでc

を押します。

Lを1秒以上
長押しします。

全角70／半角140文字
まで本文を入力してcを
押します。

「 宛 先 」を
選 ん で c

（編集）を押
します。

電話番号を入力して
cを押します。

&（送信）
また はN

を押します。

相手の方にCメールが
届くと、メールが届いた
旨のメッセージが表示
されます。

お知らせ

.●絵文字を他社の携帯電話に送信すると、一部他
社の絵文字に変換されたり、受信側で正しく表
示されないことがあります。. .
また、auの異なる携帯電話に送信した場合は、auの
旧絵文字に変換される場合があります。

短いメールなら、
電話番号を宛先にできる
Cメールが便利ョ！

Cメールを送る
携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。
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&（返信）を押すと、
返信のCメールを作成
できます。お知らせ

.●お買い上げ時の設定では、受信したCメールはすべて「メイ
ンフォルダ」に保存されます。
.●Cメールの受信は無料です。
.●本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、C
メール安心ブロック機能を解除する必要があります。詳しく
は、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。. .
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードで
きます。

待受画面で
Cメールを
受信すると

Cメール受信音
が鳴り、  が点灯
します。

cを押します。
続けてフォルダを選んで
cを押します。

Cメールを選ん
でc（表示）を
押します。

Cメールを受け取る
新しくCメールを受け取ると、待受画面に  が表示されます。
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Cメールを選ん
でc（表示）を
押します。

お知らせ

.●受信ボックスには、最大200件のCメールを保存できます。それを超えると、既読、未読の順
で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
.●送信ボックスには、最大100件のCメールを保存できます。それを超えると、送信済み、送信
失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除
の対象外です。

Rを押すと、次の
メールを表示でき
ます。
Lを押すと、前の
メールを表示でき
ます。

待受
画面

「受信ボックス」を選んだ
場合は、フォルダを選ぶ
操作が必要になります。

Cメール
メニュー

受信
ボックス

送信
ボックス

または

あっ！コレ
まだ読んでなかったんだ〜

Lを1秒以上
長押しします。

受信ボックス／送信ボックスの�Cメールを確認する
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cを押し
ます。

緊急地震速報とは
.●緊急地震速報とは、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。
.●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。

津波警報とは
.●気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸
を含む地域へお知らせするものです。
.●津波警報を受信した時は、直ちに海岸から離れ、高台や頑
丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

災害・避難情報とは
.●災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告
や避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報を
お知らせするものです。

お知らせ

.●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）。
.●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。
.●通話中は、緊急速報メールを受信できません。また、Cメール／E
メールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急速報メールを
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、緊急速報メールを受信できな
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速報とは
配信するシステムが異なるため、緊急速報メールの到達時刻とは
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。
.●緊急速報メール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。

. ※.緊急地震速報の場合は、警報音と音声（「地震です」）、バイブ
レータの振動で通知します。

.●操作中に緊急速報メールを受信した場合は、. .が点灯し、警報音
が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受
画面に戻ると、緊急速報メール受信アイコンが表示されます。
.●EZwebやEZアプリ、LISMO!、ワンセグ等を利用中は警報音は鳴ら
ず、画面上の表示やバイブレータでの通知となる場合があります。
.●緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
.●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。
.●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）

緊急速報メール
を受信すると

警報音が鳴り、  
 が点灯します。

緊急速報メールを利用する
緊急地震速報や津波警報、災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。
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「auポータル」を
選んでcを押し
ます。

待受
画面

EZwebメニュー auポータル

SSL／TLSについて
.●SSL／TLSとは、盗聴、改ざん、なり
すましなどのネット上の危険からク
レジットカード番号や企業秘密など
を保護するため、情報を暗号化して
送受信する通信方式です。

.●SSL／TLSによる接続が完了し、セ
キュアなサイトと判定された場合、
画面の上部に. .（SSL通信中アイコ
ン）が表示されます。

.●当社および当社が指定する認証機
関は、お客様に対しSSL／TLS通
信の安全性に関し何ら保証を行うも
のではなく、お客様はご自身の判断
と責任においてSSL／TLS通信を
利用するものとします。

お知らせ

.● EZwebでご利用いただけるメニューお
よびその情報につきましては、情報提
供を行う企業・団体の責任に基づき提
供させていただいておりますので、ご
了承ください。

Rを押します。

jで 項 目を
選 ん でcを
押します。
見たいコンテ
ンツが表示さ
れるまで、こ
の操作を繰り
返します。

閲覧中のキー操作について
.●sを押すと、上下にページスクロールします。. .
※.アニメーションを使用したページや、サイトによっては、ページスクロールでき
ない場合があります。

.●LまたはCを押すと、前のページに戻ります。

.●LまたはCを1秒以上長押しすると、auポータルに戻ります。

.●情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的に本製品内
のブラウザ履歴（メモリ）に記録して表示しています。次のページがブラウザ履
歴に保存されている場合は、Rを押すと、次のページが表示されます。

EZwebでインターネットに�アクセスする
auポータルからアクセスすると、au電話でインターネットを簡単に楽しめます。
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auお客さまサポートでできること
auからの� �
お知らせ

メンテナンス情報など、
auからのお知らせを確認
できます。

迷惑メールでお
困りの方はこち
ら

迷惑メールフィルター設定
や迷惑メール防止方法な
どについて確認できます。

よくあるご質問� �
「au�Q&A�プラス」

みんなで質問・回答を投稿
するau	Q&A	プラスサイ
トへアクセスできます。

auケータイの� �
サポート� �
メニュー

確認する：通話料、請求金
額、ご契約内容などを確認
できます。
調べる：料金プランや割引
サービスなどのサービス
内容の説明、au電話の操
作方法を確認できます。
申し込む／変更する：料金
プラン、割引サービス、住
所・連絡先、EZ番号通知設
定の変更手続きのお申し
込みができます。

PCインター� �
ネットや電話� �
のサポート� �
メニュー

au	one	netやauひかり
などのインターネット接
続サービスや電話サービ
スのサポートページです。

メンテナンス� �
情報

auお客さまサポートのメ
ンテナンス情報を確認で
きます。

お問い合わせ お客さまセンターへの問
い合わせができます。

「auお客さまサポート」を
選んでcを押します。

auお客さま.
サポート

待受
画面

EZwebメニュー

Rを押します。

EZweb専用通信料金について
.●通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適
用されます。EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデー
タ量に応じて課金されるシステムです。
.●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、お客様のご
契約内容によっては、データ量に応じた通信料（EZweb専用通信料金）が必要
となる場合がありますのでご了承ください。
.●着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に
情報料が課金されます（有料情報の場合）。

.●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通信料がかかるものがあります。

auお客さまサポートを利用する
EZwebで通話料や通信料を確認したり、料金プランを申し込んだり、変更することができます。
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「地域から探す」を
選んでcを押しま
す。

地域を選んで
c を 押 す 操
作を繰り返し
ます。

今日明日の天気
予報が表示され
ます。

「天気」の項目
を選んでcを
押します。

auポータル

オープンカフェで
お茶しよ〜

午後も晴れ
かにゃ〜？

この例では、地域を
選んで天気予報を
調べます。

お天気を調べる

EZwebでできること
EZwebを利用して、天気予報を調べたり、乗り換え検索ができます。
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出発駅と到着駅を
入力します。
続けて「出発する」
を選んでcを押し
ます。

経路の候補を選んで
cを押します。

「乗換」を選
んでcを押
します。

乗 り 換 え の
案 内 が 表 示
されます。

時間
　ピッタリ！

auポータル

乗り換えを調べる

お知らせ

.●歩きながらの操作はしないでください。
また、周囲の安全を確認してください。
安全を確認せずに使用すると、転倒・交
通事故の原因となります。
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お気に入りリ
ストに登録さ
れます。

登 録したい 情 報 サイト
を表 示しているときに 
%（ブラウザメニュー）
を押します。

%（登録）
を押します。

情報サイト
表示中

%（ブラウザメニュー）
を押します。

情報サイトを選
んでc（接続）  
を押します。

情 報 サイト
にアクセス
します。

フォルダを作れば、登録した
情報を整理できるよ！

情報サイト
表示中

ブラウザ
メニュー

お気に入り／
画面メモ

お気に入り
登録

ブラウザ
メニュー

お気に入り／
画面メモ

お気に入り 
リスト

お気に入りリストに情報サイトを登録するには

お気に入りリストの情報サイトにアクセスするには

お気に入りリストを利用する
最大100件の情報サイトをお気に入りリストに登録できます。
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Cを押すか、
jで待受テロッ
プを選びcを押
します。

項目を選んで
cを押し、情
報を閲覧しま
す。

最新のニュースが流れる
待受テロップなどが
あるよ〜

お知らせ

.● EZニュースEXのすべてのサービス
をご利用になるには別途お申し込み
（サービス利用料有料）が必要です。
.●EZニュースEXおためし版（サービス
利用料無料）では一部の機能のみご利
用いただけます。
.●マルチキャスト通信方式で配信されて
くるEZニュースEXの自動受信の通信
料は無料です。ただし、ページ更新時
またはEZwebのサイトへ接続すると
きに、パケット通信料がかかる場合が
あります（データ量が大きいため、パ
ケット通信料定額サービスの加入をお
すすめします）。また、サービスの登録・
解除をする際にも別途パケット通信料
がかかります。

EZニュースEXでできること
待受テロップや待受ウィンドウを選ぶだけで情報の閲覧ができます。
EZニュースEXで配信される情報は、次の通りです。

ジャンル 内容

ニュース 主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画ニュースなど

特集情報 季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか

天気 今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報

占い 12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報		

au関連	 	
サービス情報

ブック、ミュージック、ゲーム、ショッピング、マネーなどau関連
サービスの最新情報、ランキングなど

EZニュースEXの
トップ画面

待受画面

EZニュースEXを利用する
EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が通信料無料で届く情報配信サービスです。
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メニュー
サービス

EZナビ

cを押します。待受
画面

EZナビメニュー

お知らせ

.●当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんに
かかわらず一切の責任を負いません。
.●各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部の
サービスでは別途情報料がかかる場合があります。
.●GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなり
ます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見
える場所へ移動してください。

項目を選んでcを 
押します。

EZナビでできること

今いる場所の地図 今いる場所の地図や周辺情
報を表示できます。

EZナビウォーク 現在地の確認、電車の乗換
案内など、おでかけ時や道
に迷ったときに気軽に使え
る便利なサービスです。

EZ助手席ナビ 同乗者の方に目的地までの
最適なドライブルートを音
声＆地図でご案内するサー
ビスです。

安心ナビ 小さなお子様が今どこにい
るのか心配なとき、au電話
で居場所を確認できるサー
ビスです。

地図ビューアー 地図を表示するための専用
アプリです。

災害時ナビ� �
フォルダ

あらかじめ用意されている
地図（「避難所マップ」）を
使って、周辺の広域避難所
の場所や自宅の方向を知る
ことができます。

地図フォルダ データフォルダ内の「地図
フォルダ」を表示します。

EZナビを利用する
位置情報（GPS情報）を利用して目的地まで案内するEZナビウォークなどをご利用いただけます。
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利用規約画面

サービス概要画面

次へ

次へ

ご利用の前にご確認ください

● .探す方（保護者）と探される方（お子様）の端末のアドレス帳にお互
いの電話番号が登録されているかご確認ください。
また、安心ナビアプリで「ナビパスワード」を設定してください。

● .探される方（お子様）の端末の安心ナビアプリが最新バージョンであ
る必要があります。アプリキーを押して安心ナビのEZアプリにカーソ
ルを合わせ、表示されたイラストを確認してください。バージョンが古
い場合は、「メニュー」の「バージョンアップ確認」を押してください。

※.探される方（お子様）の端末がAndroid™スマートフォンの場合の
みご利用いただけます。（2013年10月時点）
● .探される方（お子様）の端末に「安心ナビ（探される）」アプリがイン
ストールされているかご確認ください。
インストールされていない場合は、下記の方法でアプリをインス
トールしてください。

アプリは
最新バー
ジョンで
す。

古いバージョン
です。バージョ
ンアップを行っ
てください。

①安心ナビサイトに接続し、au IDでログインします

EZナビ
メニュー
安心ナビ

「au IDでログイ
ン」を選んでcを
押します。

パスワードを入力
し、ログインを選ん
でcを押します。

auスマートパスTOP⇒auスマートパスフォルダ
⇒「安心ナビ」で検索⇒「安心ナビ（探される）」
⇒「ダウンロード」

アプリのダウンロードが完了したら、画面の案内に
従ってインストールを行ってください。

探される方（お子様）がauケータイをご利用の場合 探される方（お子様）がスマートフォンをご利用の場合

安心ナビを利用する
お父様・お母様のau電話やパソコンからお子様の居場所をいつでも確認できます。
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③パートナー登録を行います

次に、探される方（お子
様）の端末からもパート
ナ ー 登 録 操 作 を 行 い 、
パートナー登録を完了さ
せましょう。

メールアドレス
を入力し、「次
へ 」を 選 ん で
cを押します。

内 容に間 違 い
がなければ「仮
登録」を選んで
cを押します。

本登録用のメー
ルが届いたら、本
文中のURLを選
んでc（選択）
を押し、メールア
ドレスの登録を
完了させます。

②探す方（保護者）のＥメールアドレスを登録します

パートナーの端
末種別を選択
し、「次へ」を選
んでcを押し
ます。

パートナーのお名
前、電話番号を入力
し、「次へ」を選んで
cを押します。
続けて内容を確認
し、「登録」を選んで
cを押します。

70

EZ
w

eb/P
C

サ
イ
ト
ビ
ュ
ー
ア
ー



安心ナビアプリ
が自動的に起動
し、同 意 確 認 が
表示されますので

「はい」を選んで
cを押します。

安心ナビ（探さ
れる）アプリから

「＋パ ートナ ー
を追加」をタップ
します。

登録情報の送信
先を確認し、「送
信」を選んでc

を押します。
登録許可の送信
が完了したら、操
作は完了です。

ホーム画面に戻
り、登録したパー
トナーが表示さ
れていれば操作
は完了です。

④お子様の端末からもパートナー登録の操作を行います

あらかじめ設定
し た ナ ビ パ ス
ワードを入力し
c（OK）を押し
ます。

探 す 方 の お 名
前、au IDを入力
し、内容に間違い
がなければ「パー
トナ ー 登 録 」を
タップします。

探される方（お子様）がauケータイをご利用の場合

探される方（お子様）がスマートフォンをご利用の場合
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探 し た い
パートナー
を選択しま
す。

「 いますぐサ ー
チ」を選 択して
c（OK）を押し
ます。

検 索 が 成 功 す る
と、パートナーの居
場所が地図上に表
示されます。

⑤安心ナビを使ってみよう（いますぐサーチ）

他にもこんな機能が！

みまもりサーチ
お子様の移動した経路を地図
上で確認することができます。
お子様だけでのお出かけのと
きも安心です。

タイマーでお知らせ
登下校時など、気になる時間
をあらかじめ設定しておけば、
自動的にお子様の居場所を検
索して、メールでお知らせしま
す。

エリアでお知らせ
指定したエリアへお子様が出
入りしたときにお知らせしま
す。
塾や学校のほか、近付いて欲し
くない場所などを設定しておく
と安心です。

パートナーが利用している端末の種類によって、ご利用いただける検索メニューが異なります。
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EZアプリが
起動します。

インストールされているEZアプリについて
本製品には、すぐに利用できるようにサービスダウンロー
ドアプリがあらかじめインストールされています。
•..「メモリリセット（M453）」「EZアプリリセット（M454）」
「オールリセット（M455）」を行うと、あらかじめ用意され
ているサービスダウンロードアプリ、ダウンロードしたEZア
プリは、すべて削除されます。
•.削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探
そう！」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料
がかかります。

%を押し、c（閉じる）を押します。

aでEZアプリを
選んでcを押し
ます。

アプリメニュー

待受
画面

お知らせ

.●マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしてい
ても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがありま
す。
.●EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なもの
があります。
.●EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。
詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。

リセットする際は
ご注意を！

EZアプリを利用する
大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションをダウンロードして利用できます。
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おサイフケータイⓇ 

（EZ FeliCa）でできること
本製品のfマークをリーダー／ライ
ター（店舗のレジなどにあるFeliCaの
データをやりとりする装置）にかざすだ
けで、電子マネーでのショッピングや、
クーポン情報の取得などにご利用いた
だけます。

•.fマークをリーダー／ライターにかざ
す際に本製品を強くぶつけないようにご
注意ください。
•.電池残量がなくなった場合、おサイフ
ケータイⓇがご利用いただけない場合
があります。電池パックを外した場合は、.
おサイフケータイⓇをご利用いただけま
せん。

お知らせ

.●紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきまして
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。
.●FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社と
しては責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ
さい。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス
提供会社にお問い合わせください。

おサイフケー
タ イ Ⓡ対 応 の
EZアプリが起
動します。

cを押します。

おサイフケータ
イⓇ対応のEZ
アプリを選んで
c（起動）を押
します。

待受
画面

メニュー
ツール

アプリ一覧

EZ FeliCa

電子マネーで
ショッピングができちゃう！

おサイフケータイⓇ（EZ�FeliCa）を�利用する
おサイフケータイⓇ（EZ FeliCa）は、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご
利用いただけるサービスです。
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URL表示欄を選
んでc（編集）を
押します。

cを押します。待受
画面

お知らせ

.●パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアー
では表示できないサイトがあります。
.●画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信
を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引
サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケッ
ト通信は、高額となる可能性があります。
.●SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定さ
れた場合、画面の右上に. .が表示されます。
.●当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSLと
TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客
様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用す
るものとします。
.●ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があ
ります。

入力した
U R L の
ページが
表示され
ます。c（ 編 集 ）を押し、

URLを入力してc

を押します。
%（接続）
を押します。

URL表示欄検索ツール

案内文が表
示された場
合 は 、%

（OK）を押
します。

メニュー
ツール

PCサイト
ビューアー

PCサイトビューアーでサイトを見る
PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。
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便利なサービスが
いっぱいあるよ！

サービス 説明

標準サービス Cメール 携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

お留守番サービス 電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

着信転送サービス 電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

割込通話サービス 通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけ
てこられた方と通話ができるサービスです。

発信番号表示� �
サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の電話番号をお客様
の携帯電話に表示したりするサービスです。

番号通知リクエスト
サービス

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ
直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

データ通信サービス パケット通信方式を採用したCDMA	1X	WINのデータ通信サービスです。

有料� �
オプション� �
サービス

三者通話サービス 通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できるサービスです。

迷惑電話撃退� �
サービス

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信
者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

通話明細分計� �
サービス

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書
に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。

待ちうた 呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスで
す。

お知らせ

.●各サービスのご利用料金については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱
説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
.●有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。お申し込みやお問い合わ
せの際は、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。

auのネットワークサービスについて
auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

76

au

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス



電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話
に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

項目 説明 設定の操作

お留守番サービス� �
総合案内

ガイダンスに従って操作することで、伝言の再生や、応答メッセージの設定な
どができます。

待受画面で141N

留守伝言再生 録音された伝言を聞くことができます。 待受画面でc521N

留守番開始1 お留守番サービスを開始します。
※通話中にかかってきた電話にも留守応答します。

待受画面でc522N

留守番開始2 お留守番サービスを開始します。
※通話中にかかってきた電話には留守応答しません。

待受画面でc523N

留守番停止 お留守番サービスによる応答を停止します。 待受画面でc524N

応答内容変更 現在設定されている応答メッセージの内容を確認したり、録音・変更したりで
きます。

待受画面でc525N

お知らせ

.● au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き
後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番
サービスは開始されています。
.●お留守番サービスと着信転送サービスは同時に開始でき
ません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送
サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止
されます。

お預かり伝言・ボイスメールについて
お預かり（保存）する時間 48時間まで※1

お預かりできる件数 20件まで※2

1件あたりの録音時間 3分まで

※1.お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、
自動的に消去されます。

※2.件数は伝言とボイスメールの合計です。21件目以降の場合
は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預
かりできないことをガイダンスでお知らせします。

お留守番サービスを利用する
電話に出られないときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。
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お知らせ

.●着信転送サービスとお留守番サービス
は同時に開始することはできません。
着信転送サービスの設定中にお留守番
サービスを開始すると、着信転送サービ
スは自動的に停止されます。
.●無応答転送、話中転送、選択転送は同時
に設定が可能です。同時に開始している
場合の優先順位は、次の通りです。. .
①話中転送　②選択転送　③無応答転送
.●無応答転送、話中転送、選択転送を開始
した後でフル転送を開始すると、フル転
送のみ有効となります。

電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから
選ぶことができます。

項目 説明 設定の操作

無応答転送 電波の届かない場所にいるときや、電源が
切ってあるときなど、かかってきた電話に出
ることができないときに電話を転送します。
着信音が鳴っている間は、電話に出ることが
できます。

待受画面で	 	
1422＋	 	
転送先電話番号を入力	
→N

話中転送 通話中にかかってきた電話を転送します。 待受画面で	 	
1423＋	 	
転送先電話番号を入力	
→N

フル転送 かかってきたすべての電話を転送します。
フル転送を設定している場合は、お客様の
本製品は呼び出されません。

待受画面で	 	
1424＋	 	
転送先電話番号を入力	
→N

選択転送 かかってきた電話に出ることができないと
きなどに、手動で転送します。
着信中にc（メニュー）を押し、「着信転送」
を選ぶと、転送先電話番号に転送します。

待受画面で	 	
1425＋	 	
転送先電話番号を入力	
→N

転送停止 着信転送サービスを停止します。 待受画面で	 	
1420N

状況によって
使い分けよう！

着信転送サービスを利用する
電話がかかってきたときに、あらかじめ登録した別の電話番号に転送するサービスです。
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電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通
知したり、着信時に相手の方の電話番号をお客様の携帯電
話に表示したりするサービスです。

■お客様の電話番号の通知について
電話番号を通知するかどうかは、次の操作で設定します。
1.待受画面でc46を押します。
2.電話番号を相手の方に通知する場合は、jで「ON」を
選んでcを押します。通知しない場合は、「OFF」を選
んでcを押します。

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない
場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しい
ことをガイダンスでお伝えするサービスです。

■番号通知リクエストサービスを開始するには
待受画面で1481Nと押します。

■番号通知リクエストサービスを停止するには
待受画面で1480Nと押します。

番号通知リクエストサービス発信番号表示サービス

お知らせ

.●上記の設定にかかわらず、電話番号の前に「184」を付
けて電話をかけると、電話番号を通知しません。「186」
を付けて電話をかけると、電話番号を通知します。
.●発信者番号（本製品の電話番号）はお客様の大切な情報
です。お取り扱いについては十分にご注意ください。
.●電話番号を通知しても、相手の電話機やネットワークに
よっては、お客様の電話番号が表示されないことがあり
ます。

お知らせ

.●相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知
しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の
方に通話料がかかります。
.●初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
.●お留守番サービス、着信転送サービス、割込通話サー
ビス、三者通話サービスのそれぞれと、番号通知リクエ
ストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエスト
サービスが優先されます。
.●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス
を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先さ
れます。

発信番号表示と�番号通知リクエストを利用する
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本製品でご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。
設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要とな
りますので、お忘れにならないようご注意ください。

●暗証番号
使用例 お客さまセンター音声応答、auホームページ、

EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ロックNo. ●PINコード
使用例 au電話本体の各種

設定などを変更す
る場合

使用例 第三者によるmicro	
au	 ICカード02の
無断使用を防ぐ場
合	

初期値 1234 初期値 1234

●まとめてau支払い／EZ有料情報サービスの暗証番号
使用例 まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテン

ツを契約・解除する場合
初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●ナビパスワード
使用例 安心ナビの起動
初期値 安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

ご利用いただく各種暗証番号について
micro.au.ICカード02には、PINコードを設定できます。設
定は「PINコード設定（M47）」で行います。

■PIN1コード
第三者によるmicro.au.ICカード02の無断使用を防ぐため
に、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすること
ができます。

■セキュリティPINコード
EZweb、EZアプリの利用において、電子証明書をダウン
ロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入
力を必要にすることができます。

■署名PINコード
デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用しま
す。初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い
合わせください。

■PINロック解除コード
（PIN1コード／セキュリティPINコード共通）
PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に
入力することでロックを解除できます。PINロック解除コー
ドは、micro.au. ICカード02が取り付けられていたプラス
ティックカード裏面に印字されている8桁の番号です。

■PINロック解除コード（署名PINコード用）
PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

PINコードについて

ご利用いただく各種暗証番号・�PINコードについて
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項 目を選 ん
でcを押し
ます。

cを押します。待受
画面

メニュー

グローバル
機能

エリア設定
お知らせ

.●海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳
しくは、auホームページをご確認ください。
.●一部の機能については、海外ではご利用になれません。詳しくは「取扱説明書
詳細版」をご参照ください。. .
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。
.● .「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合
があります。滞在国を選んでください。
.● .「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示さ
れ、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。圏外のときは待
受画面に「ネットワーク検索中」と表示されます。
.●パケット通信が可能な状態のときは、 が表示されます。
.●画面上に が表示されていない場合、パケット通信はできません。その場合は、
「海外（GSM）」で「手動」を選択し、表示される事業者を変更することでパケッ
ト通信ができる場合があります。

こんなときは ?

飛行機に乗るときは

電源OFF時などに、アラームなどによって自動的
に電源が入らないようにできます。
①.待受画面でcを押し、aで「ツール」を選ん
でcを押します。
②.「グローバル機能」を選んでcを押し、続けて

cを押します。
③「航空機モード」を選んでcを押します。
④「ON」を選んでcを押します。

ツール

もしもし〜
今、ニューヨークだよ〜♪

エリアを設定する
本製品は、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。
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ご利用イメージ
1. .国内では、auのネットワークでご利用になれます。
2.本製品の「エリア設定」を行います。
3.世界のGSM／CDMAネットワークでいつもの番号で話せます。
4.帰国したら「エリア設定」を「日本」へ戻します。

お知らせ

.●新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利
用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
.●海外旅行の際はauホームページに記載されている「海
外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前
にお控えください。本製品もしくはmicro.au. ICカード
02を盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先
までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りくださ
い。

本製品は渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。
特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求となりますので、お支払いも簡単です。
グローバルパスポートGSM／グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、au
ホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

よく読んで
確認してネ！

グローバルパスポートを利用する
グローバルパスポートとは、日本国内でご使用の本製品をそのまま海外でご利用いただける国際ローミ
ングサービスです。
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micro au ICカード02を取り外す
1. .ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き
出し、micro.au. ICカード02を取り出し
ます。トレイは矢印位置までしか引き出
せません。また、トレイを強く引くと、トレ
イが破損する場合があります。

お知らせ

.●無理な取り付け、取り外しはしないでください。

.●故障や破損の原因となりますので、micro.au. ICカード02のIC
（金属）部分や、本製品本体のICカード用端子には触れないでく
ださい。
.●取り外したmicro.au. ICカード02はなくさないようにご注意く
ださい。
.●変換アダプタを取り付けたau.Nano. IC.Card（LTE）を挿入し
ないでください。故障の原因となります。

.●micro.au. ICカード02以外のカードを本製品に挿入しないでく
ださい。micro.au. ICカード02以外のカードを本製品に挿入し
て使用することはできません。
.●トレイが奥まで入っていない状態で無理に電池パックを取り付け
ると、micro.au. ICカード02、トレイ、電池パックを破損させるお
それがあります。

電源を切って、
電池パックを
取り外してから
作業してね！

ツメ 切り欠き

2 1

micro au ICカード02を取り付ける
1. .ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出します。ト
レイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレ
イを強く引くと、トレイが破損する場合があります。

2. .トレイにmicro.au.ICカード02をのせ、奥に押し込
みます。micro.au. ICカード02の挿入方向（切り欠
きの位置）にご注意ください。

micro�au�ICカード02を�取り外す・取り付ける
電源を切り、電池パックを取り外してからmicro au ICカード02の取り外し･取り付けを行います。
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カメラに関するご注意
.●撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにし
てください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因
となります。
.●フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時
間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場
合がありますのでご注意ください。
.●お客様が本製品のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律
や条例／迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

Lを押すと、フォトやムービーのサイ
ズを変更します。

フォト（静止画）やムービー（動画）を撮影するときの主なキー操作は次の通りです。

フォトを撮影するとき
c（撮影）を押すと、フォトを撮影しま
す。もう一度c（保存）を押すと、フォト
を保存します。

ムービーを録画するとき
c（録画）を押すと、ムービーの録画を
開始します。もう一度c（停止）を押す
と、録画を停止します。その後でc（保
存）を押すと、ムービーを保存します。

&（ ）／（ ）を押
すと、フォトとムービーを切り替えます。

カメラで撮影するときのキー操作

%（サブメニュー）を表示して、さまざ
まな設定を変更できます。

フォトを撮影するとき
Rを押すと、オートフォーカスをロッ
クします。

.●jを押すと、ズームイン／ズームア
ウトします。
.●sを押すと、明るさを調整します。. .
（撮影シーンが「AUTO」の場合を除く）
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フォトモニター画面でできる操作
.●jを押すと、ズームイン／ズームアウトします。
.●Rを押すと、オートフォーカスをロックします。
.●5を押すと、キー操作のガイドを表示します。
.●#を押すと、撮影ライトをON／OFFします。
.●詳しい操作方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。

または

データフォルダ
にフォトが保存
されます。

cを押します。待受
画面

c（ 保 存 ）／
+を押します。

フォトプレビュー
画面

キレイ〜

フォトモニター
画面

c（ 撮 影 ）／
+を押します。

メニュー
カメラ

フォト
（壁紙モード）

フォト
（カメラモード）

カメラを使ってフォト（静止画）を撮影できます。

フォトを撮影する
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「宛先」「件名」「本
文 」を入 力して 、
&（送信）または
Nを押します。

「Eメール」を選んでcを押します。添付
の方法を確認する画面が表示された場合
は、「そのまま添付」または「縮小して添
付」を選んでcを押してください。

送信メール作成
画面

フォトプレビュー
画面

フォトを
撮影する

&（ E メ ー
ル／ブログ）を
押します。

フォトを添付し
たEメールが送
信されます。

すぐに
送るね〜

カ
シ
ャ

撮ったフォトをメールで送る
撮影したフォトをEメールに添付して、すぐに送信できます。
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8Mのフォトを
撮影できます。

待受
画面

フォトモニター
画面

%（サブメニュー）
を押します。

サブメニュー
フォトサイズ

8M

大きくプリントできる  
フォトを撮影できるよ。

カメラモードでは、最大で8M（3,264×2,448ドット）のフォトを撮影できます。

cを押します。

メニュー
カメラ

フォト
（カメラモード）

大きなフォトを撮影する
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※.詳しい操作方法については、「取扱説明書詳細版」をご参照ください。「取扱説明書詳
細版」はauホームページからダウンロードできます。

フォトモニター画面に表示されるアイコンの意味は次の通りです。

GPS情報アイコン

フォトサイズアイコン
（壁紙（標準））　 （壁紙（ワイド））
（壁紙（フルワイド））
（0.3M） （1M）
（2M） （フルHD）
（3M） （5M） （8M）
.●連写モードの場合には、連写速度のア
イコン（ （はやい）（ふつう）（おそ
い）（マニュアル））と連写枚数が表示
されます。
.●フォト画質がファインモードの場合は、
（ファインモード）が表示されます。

撮影モードアイコン
.（壁紙モード）　 .（カメラモード）

日付スタンプ

明るさ調整アイコン

セルフタイマーアイコン

オートフォーカス枠

フォーカス設定アイコン
.（人物優先AF）  .（センターAF）
.（マクロ）  .（遠景）

撮影ライトアイコン保存向きアイコン
撮影時に. . .が正しい
向きになるように撮影して
ください。

撮影シーンアイコン
.（オート）  .（風景）  .（人物）など

撮影可能残り枚数
※表示される枚数は目安です。

保存先アイコン
（自動）　 （本体）　 （microSD）

手振れ補正アイコン

ホワイトバランスアイコン
（太陽光）　 （くもり）
（蛍光灯（昼光色））
（蛍光灯（昼白色））　 （白熱灯）

ズームアイコン

キー操作ガイドアイコン

カメラの画面の見かた
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待受
画面

ムービーモニター
画面

c（録画）を
押します。

c（保存）を
押します。

データフォルダ
に ム ー ビ ー が
保存されます。

お知らせ

.●長時間モードでのムービーを
撮影している場合は、c（停
止）を押すか、自動的に録画が
停止した時点でムービーが保
存されます。

カメラを使ってムービー（動画）を録画できます。

c（停止）を
押します。

録画可能時間を過ぎた場合は、
自動的に録画が停止します。

cを押します。

または

メニュー
カメラ

ムービー
（メールモード）

ムービー
（長時間モード）

ムービーを録画する
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sでタブを切り替えて、「最新音楽情報」「最新映像情
報」「最新書籍情報」のいずれかを選びます。
それぞれポータルサイトが表示されます。画面の指示
に従って操作し、ダウンロードしてください。

LISMO!は
楽しみ方が
いろいろ！！

cを押します。待受
画面

LISMO!メニュー

お知らせ

.●ダウンロードしたデータは、データフォルダの「LISMO」
フォルダ内のサブフォルダに保存されます。
.●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、
聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意く
ださい。

LISMO!

サービス
メニュー

音楽・ビデオ・本をダウンロードする
着うたフル®などの楽曲・ビデオ・本をダウンロードして楽しむことができます。
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「ミュージックライブラリ」を
選んでcを押します。

「全曲一覧」
を選んでc

を押します。
LISMO!メニュー

データを選んで
cを押すと再生
されます。

イイ曲〜♪
再生中にできる主なキー操作
.●c（. .／. ）を押すと、一時停止／再生します。
.●jを押すと、音量を調節します。
.●rを押すと、次のデータを再生します。長押しす
ると早送りします。
.●lを押すと、再生データの頭出しをします。デー
タの先頭で押すと前のデータを再生します。長
押しすると巻き戻します。
.●%（メニュー）を押すと、メニューを表示します。
.●5を押すと、キー操作のガイドを表示します。
もう一度押すと非表示にします。

LISMO!で音楽を楽しむ
データフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生できます。

91

LIS
M

O
!



ビデオを選んで
cを押すと再生
されます。

「ビデオライブラリ」を選
んでcを押します。

sを押して「VIDEO」
タブに切り替えます。

これ見た
　かったの〜！！

ビデオメニューLISMO!メニュー

再生中にできる主なキー操作
.●c（. .／. ）を押すと、一時停止／再生します。
.●jを押すと、音量を調節します。
.●rを長押しすると早送りします。
.●lを押すと、ビデオの頭出しをします。長押しを
すると巻き戻します。
.●%（メニュー）を押すと、メニューを表示します。
.●5を押すと、キー操作のガイドを表示します。
もう一度押すと非表示にします。

LISMO!でビデオを楽しむ
ダウンロードした話題のビデオなどを再生できます。
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sを押して
「BOOK」タブ
に切り替えます。 コンテンツを

選 んでcを
押すと再生さ
れます。

「ブックライ
ブラリ」を選
んでcを押
します。

ライブラリ画面
（ファイル一覧）

LISMO!メニュー

ライブラリ画面について
ライブラリ画面で&（表示切替）を押すと、一覧の
表示を「ファイル一覧」または「作品一覧」に切り替え
ることができます。
Rを押すと、「通常エリア」または「プライベートエ
リア」に切り替えることができます。
ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一
覧表示形式で表示されます。

この小説
泣ける〜あっ！

このマンガ
笑える〜！！

ウェ〜ン
ぎゃははっ

お知らせ

.● EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子
書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。
.●コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウン
ロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料が
かかります。
.●お買い上げ時には、電子書籍コンテンツ「知らなきゃ損！ケータイのマメ
知識」などが用意されています。
.●電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画
面のヘルプをご確認ください。コンテンツ再生画面で%（メニュー）を
押して「ヘルプ」を選ぶと表示できます。

ブックメニュー

LISMO!で本を楽しむ
ダウンロードした小説や、マンガ、写真集を手軽に楽しむことができます。
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cを押します。待受
画面

「オート設定（放
送波）」を選んで
cを押すと、放送
波をスキャンして
チャンネルを設定
します。

お知らせ

.● au.Media.Tunerの利用には、通話料や
パケット通信料はかかりません。ただし、通
信を利用したデータ放送の付加サービス
などを利用する場合は、パケット通信料が
かかります。
.●電波状態によって映像や音声が途切れた
り、止まったりする場合があります。
.● .「マニュアル設定」を選ぶと、エリア一覧か
ら現在位置を選んでチャンネルを設定で
きます。

初期設定画面
表示する
または

表示しない

表示する
または

表示しない

免責事項画面

OK（以後
表示しない）

OK
または

免責事項が表示され
ます。「OK」を選ぶ
と、次回の起動時も
免責事項が表示され
ます。

通信を行う際に確認
画面を表示するかど
うかを設定します。

データ放送の双方向
通信を行う際に確認
画面を表示するかど
うかを設定します。

初めに、
受信する放送局を
設定しよう！

テレビ（ワンセグ）の初期設定をする
テレビ（ワンセグ）を見るには、au Media Tunerの初期設定を行う必要があります。
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テレビ操作画面で
はsでチャンネル
を選んで、jで音
量を調節できます。

テレビ操作画面データ操作画面

テレビ操作画面での主なキー操作
.●jを押すと、音量を調節します。
.●s、LRを押すと、チャンネルを切り替えます。長
押しすると、チャンネル検索します。
.●c（番組表）を押すと、視聴中のチャンネルの番組表を表
示します。
.●Cを押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

データ操作画面での主なキー操作
.●LRを押すと、チャンネルを切り替えます。長押し
すると、チャンネル検索します。
.●jを押すと、カーソルを移動、スクロールします。
.●cを押すと、データ放送の項目を選びます。
.●sを押すと、画面上の情報を表示／非表示にします。

&（戻る）

&で画面を
切り替え
られるよ！

&（Vol/Ch）

cを押します。待受
画面

メニュー

テレビ
（ワンセグ）

TV

テレビ（ワンセグ）を見る
au Media Tunerを利用すると、テレビ（ワンセグ）を楽しむことができます。
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テレビ
操作
画面

データ
操作
画面

機能メニュー
録画／

キャプチャ

%（機能）
を押します。

c（●REC）を
押すと、録画が
開始されます。
c（■STOP）
を押すと、録画
が終了します。

お知らせ

.●録画した番組は、データフォルダ／microSDメモリカード
に保存されます。
.●受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
また、放送エリアが変わった場合など、録画が途中で終了
することがあります。
.●録画中に着信があったり、本体を閉じたり、wを押して
別の機能を起動しても録画は継続します（バックグラウン
ド録画）。

au Media Tunerに関するご注意
.●au.Media.Tuner起動中は、本製品本体が温かくなり、
長時間触れていると低温やけどの原因となる場合があ
りますのでご注意ください。
.●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴す
ると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご
注意ください。

あっ！この番組
録っておきたい！

録画中は、
チャンネルの
切り替えは
できないよ〜

テレビ番組を録画する
au Media Tunerで視聴している番組（映像・音声・字幕・データ放送）を録画できます。

または
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サブフォルダを
選んでcを押
します。

この例では、
フォトを表示
します。

cを押します。待受
画面

「フォトフォルダ」
を選んでcを押し
ます。

フォルダ一覧画面

フォトを 選
んでcを  
押します。

データ一覧画面

撮影したフォトは、
「フォトフォルダ」の中の、
日付ごとのサブフォルダに
保存されているよ！データ

フォルダ

メニュー

データフォルダを利用する
データフォルダには、データを整理して保存するためのフォルダが用意されています。
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お知らせ

.● .「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダ
ウンロード予約」のフォルダは、フォルダ内にデータが1
件も保存されていない場合でも表示されます。その他の
フォルダは、データが保存されていない場合、表示されま
せん。
.●  「全データ」フォルダを表示しても「Eメールフォルダ」「プ
ライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは
表示されません。
.●データによっては画面が乱れる場合や、再生／表示できな
い場合があります。
.●再生／表示できないデータの場合は、（フォルダ内で再
生できないデータのアイコン）が表示されます。
.●ダウンロード未完了のデータや、「不明フォルダ」に表示さ
れたデータは再生／表示できません。
.●データの再生／表示時に使用できるキーは、データの種
類や、再生中／停止中などの状態によって異なります。
5を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

フォト（画像）を表示中にできる
主なキー操作
.●画像を表示中にc（ズーム）を押すと、ズームバーと拡大倍
率が表示され、次の操作ができます。
•.%（＋）を押すと、画像を拡大します。
•.&（－）を押すと、画像を縮小します。
•..表示しきれない部分があるときにaを押すと、画面がスクロー
ルします。
•. c（保存）を押すと、表示している範囲を別の画像として保存し
ます。.
•.Cを押すと、元の画面に戻ります。
.●&（登録）を押すと、画像を他の機能に登録できます。
.●Rを押すと、次のデータが表示されます。
.●Lを押すと、前のデータが表示されます。
.●Nを押すと、画像が右に90度回転します。
.●#を押すと、画像が全画面表示されます。
.●*を押すと、撮影日時や画像サイズなどの表示と非表示を
切り替えます。
.●Cを押すと、データ一覧画面に戻ります。

※使用できるキーは、表示中の画像のサイズや種類によって異なり
ます。

いろいろ  
試してみてネ！
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データやメールなどをmicroSDメモリカードに保存できます。フォ
トやムービー、テレビ（ワンセグ）の録画データは、直接microSDメ
モリカードに保存することができます。
.●本製品には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販
品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
.●本製品には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー
ドに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっていま
す。暗号化の対象となるのは、EZwebから取得、あるいはPCな
どで購入した著作権保護が設定されているデータです。
.●暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、
microSDメモリカードに移動できません。
.●暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場
合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できない
ことがあります。
.●microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能
対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生や、本体への
移動はできません。
.●データの読み込み中や書き込み中に電池パックを取り外したり、
本製品本体や機器の電源を切らないでください。また、本製品本
体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させた
り振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる（消
去される）ことがあります。

大きいデータも
たくさん保存できちゃう！

microSDメモリカードを利用する
市販品のmicroSDメモリカード（microSDHCを含む）を本体にセットして利用できます。
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ロックNo.を
入 力してc

を押します。

お知らせ

.●microSDメモリカードを初期化すると、
microSDメモリカードに保存されている
データがすべて削除されます。
.●他の機器で初期化したmicroSDメモリカー
ドは、本製品では正常に使用できない場合
があります。本製品でmicroSDメモリカー
ドを初期化してください。

メニュー
microSD

cを押します。待受
画面

%（ サ ブ
メニュー）を
押します。

microSD
初期化

確認画面
はい

microSDメモリ
カードが初期化
されます。

サブ
メニュー

初期化する前に
よく読んで
確認してネ！

microSDメモリカードを�初期化する
初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
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「microSD
データフォル
ダ」を選んで
cを押しま
す。

cを押します。待受
画面

microSD
メニュー

フォルダ一覧画面

お知らせ

.●本体にmicroSDメモリカードを
セットした状態で、カメラモードで
撮影した場合、撮影した画像は「カ
メラフォルダ」に保存されます。

microSDメニューについて
microSD  
データフォルダ

microSDメモリカード内に用意さ
れているデータフォルダです。

メールフォルダ EメールやCメールをmicroSD
メモリカード内に保存するための
フォルダです。

PCフォルダ microSDメモリカードを利用して
パソコンなどの外部機器とデータ
を交換するためのフォルダです。

バックアップ アドレス帳、スケジュール、Eメー
ル受信ボックス、Eメール送信ボッ
クス、タスクリスト、EZwebのお
気に入りリスト、PCサイトビュー
アーのお気に入り、履歴・学習情
報、設定情報をmicroSDメモリ
カードにバックアップできます。

SD-Video  
フォルダ

au	Media	Tunerで録画したデー
タや、ブルーレイディスクレコー
ダーなどから転送したデータを保
存するためのフォルダです。

DPOF  
プリント予約

「カメラフォルダ」内の画像を
DPOF（Digital	 Print	Order	
Format）対応のプリンターや
DPEショップで印刷するための設
定を行うことができます。

カメラモードで撮ったフォトは、
「カメラフォルダ」に  
保存されているよ！

メニュー
microSD

microSDメモリカード内の�データフォルダを利用する
本体内のデータフォルダと同様に、保存されているデータを再生／表示できます。
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お知らせ

.●バックアップしたデータを読み込むには、バック
アップデータ一覧画面でデータを選んで%（サ
ブメニュー）を押し、「microSDから読込み」を選
びます。ロックNo.を入力してcを押し、「はい」を
選ぶとデータが読み込まれます。
.●「microSDから読込み」を行う項目にあらかじめ
登録されていた内容は、すべて削除されます。.
ただし、Eメールを「追加読込み」した場合は削除さ
れません。

cを押します。待受
画面

メニュー
microSD

バックアップ

バックアップする
項目を選んでc

を押します。

データがバック
アップされます。

バックアップ
データ一覧画面

サブメニュー
microSD

へ保存

%（サブメニュー）
を押します。

ロックNo.を入力して
cを押します。

バックアップデータを保存する
アドレス帳やスケジュールなどをmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。
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この例では、「プロフィール
呼出」を選んでc（表示）
を押します。

cを押します。待受
画面

ガイド機能画面

メニュー
機能

ガイド機能
「操作ガイド」を
選んでcを押
します。

項目によっては、cを押すと
その機能を実行できます。

説明が表示されます。
c（呼出）を押すと、プロ
フィールが表示されます。

お知らせ

.●ガイド機能画面で「ピクトガイド」を選ぶと、現在
表示中のアイコンの意味を確認できます。
.●ガイド機能画面で「auオンラインマニュアル」を
選ぶと、EZwebで「auオンラインマニュアル」を
表示して、より詳しい操作方法を確認できます。

操作方法を調べる
主な機能の操作方法を本製品で確認できます。
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Nを1秒以上長押しすると、
着信音が鳴ります。

待受
画面

着信中画面

Nを押すと、
通話中画面が表
示されます。

通話中画面

Fを押すと、
フェイク着信が
終了します。

お知らせ

.●マナーモード設定中もフェイク着信を起動できます。

.●Fを押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。

.●通話中画面から、緊急通報番号（110、119、118）または通常の電話番号を入力してN

またはc（発信）を押すと、電話をかけることができます。
.●フェイク着信起動中は、Cw+のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で
電話番号を入力する場合は、Cを押して電話番号を削除することができます。

こんなときは
フェイク着信・・・

あっ
もしもしー？

着信があったように見せかける
フェイク着信機能を利用すると、電話がかかってきたように見せかけることができます。
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お知らせ

.●アラームを設定した時刻に電源がOFF
の場合は、自動的に電源がONになりア
ラームが鳴ります。ただし、航空機モード
設定中は自動的に電源が入りません。
.●アラームが鳴っているとき、いずれかの
キーを押すか約1分間（固定）経過する
とアラームは停止し、アラームの内容が
表示されます。
.●アラーム一覧画面で%（ON／OFF）
を押すと、アラームのONとOFFを切り
替えられます。

アラーム

時計／
カレンダー

cを押します。待受
画面

アラーム一覧画面

アラー ムを選
んでc（編集）
を押します。

アラーム編集画面

設定したい項目を選んでc

を押します。
設定が終わったら%（保
存）を押します。

好きな楽曲なども
アラーム音に
設定できるよ！

アラームを保存
すると、自動的に
ONになります。

メニュー

アラームを利用する
指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。
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登録したスケジュールを
確認するには
①.カレンダー画面でスケジュー
ルが登録されている日付を選
んでcを押します。
②.スケジュールを選んでcを押
します。

cを押します。待受
画面

カレンダー画面

aで日付を選んで
%(サブメニュー)
を押し、「新規登録」
を選んでcを押し
ます。

新規登録
メニュー

スケジュール

スケジュール編集
画面

入力したい項目を選んで
cを押します。
入 力が終わったら%

（登録）を押します。

用件または詳細を入力し
ただけでも、スケジュー
ルを登録できます。

誕生日の確認なども
できるよ！時計／

カレンダー

カレンダー／
スケジュール

メニュー

カレンダー／スケジュールを�利用する
カレンダーには、最大200件のスケジュールを登録できます。
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お好みのケータイアレンジ
を選んでcを押します。
続けて「設定する」を選んで
cを押します。

cを押します。
待受
画面

メニュー

%（サブメニュー）
を押します。

ケータイ
アレンジ

設定

サブメニュー

この例では「オリジナル」
を選んでcを押します。

お知らせ

.●ケータイアレンジの設定には、時間がかかる場合があります。
着信などによって、ケータイアレンジの設定が中断された場
合は、もう一度ケータイアレンジの設定を行ってください。

気分に合わせて
ケータイも気軽に
イメージチェンジ！！

ヘンシ〜ン！

ケータイアレンジを利用する
待受画面の壁紙や着信音などを、1つのテーマで統一してアレンジできます。
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項目を選んでcを
押します。

Bluetooth®機能に
関するご注意
.●本製品はすべてのBluetooth®機器との
接続動作を確認したものではありませ
ん。したがって、すべてのBluetooth®機
器との接続は保証できません。
.●無線通信時のセキュリティとして、
Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリ
ティ機能に対応していますが、使用環境お
よび設定内容によってはセキュリティが十
分でない場合が考えられます。Bluetooth®

通信を行う際はご注意ください。
.●Bluetooth®通信時に発生したデータお
よび情報の漏えいにつきましては、当社
は一切の責任を負いかねますので、あら
かじめご了承ください。
.●本製品のBluetooth®機能は日本国内規
格、FCC規格およびEC指令に準拠し、認
定を取得しています。一部の国／地域では
Bluetooth®機能の使用が制限されること
があります。海外でご利用になる場合は、
その国／地域の法規制などの条件をご確
認ください。

cを押します。待受
画面

Bluetooth
メニュー

メニュー

Bluetooth

お知らせ

.● Bluetooth®機器（オーディオ機器やハンズ
フリー機器など）を接続する方法や、詳しい注
意事項については、「取扱説明書詳細版」をご
参照ください。
「取扱説明書詳細版」はauホームページから
ダウンロードできます。

内容を確認してネ！

ツール

Bluetooth®機能を利用する
Bluetooth®機能を利用すると、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ通信できます。
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お知らせ

.●通話中は、「プロフィール（M0）」以外の機能設定
を使用できません。
.●各項目の詳しい設定方法については、「取扱
説明書詳細版」をご参照ください。. .
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウ
ンロードできます。

cを押します。待受
画面

メニュー
機能 項目を選んでc

を押します。
設定したい項目
が表示されるま
で、この操作を繰
り返します。

機能設定について
機能の内容ごとにM1～M6、M0、M#のグループに
整理されています。

時間／料金／
申込(M1)

通話時間や通話料金の目安を
確認したり、EZwebに接続して
各種の申し込みができます。

音／バイブ／
ランプ(M2)

着信音の種類や音量の設定な
ど、音やランプの設定を変更で
きます。

画面表示(M3) 待受画面に表示される壁紙の
設定など、画面や照明の設定を
変更できます。

プライバシー／
制限(M4)

プライバシーを守るための機能
の設定や、機能の利用を制限す
る設定ができます。

ユーザー補助(M5) よく使う単語の登録など、本製品
の利用を補助する機能の設定が
できます。

モード設定（M6） ティーンズモードの設定ができ
ます。

プロフィール(M0) プロフィールが表示されます。

ガイド機能(M#) 本製品の操作方法を確認でき
ます。

機能設定の方法を
覚えよう！

機能設定の方法
設定する機能を簡単に呼び出すことができます。
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この例では「オリ
ジナル」を選んで
cを押します。

を選んでc

を押します。

メニュー
機能

音／バイブ
／ランプ

着信設定

音声着信

cを押します。待受
画面

着信音を選んで
cを押します。

この曲に
決定〜♪

着信音を変更する
電話が着信したときに鳴る音を選ぶことができます。
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この例では「オリ
ジナル」を選んで
cを押します。

壁 紙 を 選 ん で
cを押します。

こんなときは ?

自分で撮影したフォトを待受画面に表示するには

①「オリジナル」の代わりに「データフォルダ」を選ん
でcを押します。
②「フォトフォルダ」を選んでcを押します。
③サブフォルダを選んでcを押します。
④フォトを選んでcを押します。

画像によっては、
表示する部分を選んだり、
拡大／縮小したりできるよ！

&（再生）を押す
と、画像を再生して
確認できます。

待受
画面 jで  を選んでcを押します。

「待受画像」
を選んでc

を押します。

待受画面に背景として表示される画像を選ぶことができます。

待受画面の壁紙を変更する
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現 在 の ロ ッ ク
No.を入力して
cを押します。

メニュー
機能

プライバシー
／制限

ロックNo.
変更

cを押します。待受
画面

初めてロックNo.を変更
するときは、お買い上げ
時の設定である「1234」
を入力してください。

新 し い ロ ッ ク
No.を入力して
cを押します。

4桁～8桁のお好み
の数字を入力してく
ださい。

ロックNo.が変更
されます。

選択画面
はい

変更
完了〜

ロックNo.を変更する
第三者による本製品の無断使用を防ぐため、ロックNo.を変更してください。
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1 PIN1コードの入力を必要にする
①「入力要否設定」を選んでcを押します。
②「PIN1」を選んでcを押します。
③「入力必要」を選んでcを押します。
④現在のPIN1コードを入力してcを押します。

2 PIN1コードを変更する
①「PINコード変更」を選んでcを押します。
②「PIN1」を選んでcを押します。
③現在のPIN1コードを入力してcを押します。
④dを押し、新しいPIN1コードを入力してcを

押します。
⑤dを押し、もう一度新しいPIN1コードを入力し

てcを押します。
⑥%（登録）を押します。

お知らせ

.●初めてPIN1コードを変更するときは、現在の
PIN1コードとして、お買い上げ時の設定である
「1234」を入力してください。
.●新しいPIN1コードには、4桁～8桁のお好みの
数字を入力してください。
.● .「入力要否設定」を「入力必要」に変更すると、電
源を入れるたびにPIN1コードの入力が必要に
なります。

メニュー
機能

プライバシー
／制限

cを押します。待受
画面

PINコード 
設定

第三者の
micro au ICカード02の
無断使用を防止しよう！

PINコード.
設定画面

PIN1コードを変更する
「入力要否設定」を「入力必要」に変更してから、PIN1コードを変更してください。
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ケータイアップデートについてのご注意
.●ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
.●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページ
などでお客様にご案内させていただきます。詳細内容
につきましては、auショップもしくはお客さまセンター
（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、
au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェ
アの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auから
のお知らせをお送りさせていただくことがあります。
.●十分に充電してから更新してください。電池残量が少な
い場合や、更新途中で電池残量が不足するとケータイ
アップデートに失敗します。
.●電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所
では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
.●ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
.●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。
電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗するこ
とがあります。
.●ソフトウェアの更新中は本製品を操作できません。110番
（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）へ
電話をかけることもできません。また、アラームなども動
作しません。

更新のお知らせ（自動更新型）が来ると
自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、自動
的にソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウン
ロードが完了するとソフトウェアが更新されます。操作中に更新の
お知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップ
デートの画面が表示されます。

更新のお知らせ（ユーザー承認型）が来ると
ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、
確認画面が表示されます。確認画面でc（実行）を押すとソフト
ウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完
了するとソフトウェアが更新されます。&（中止）を押すと、更新
を中止できます。その場合は、アップデートを手動で開始してくだ
さい。
「ケータイアップデート（M581）」からアップデートを開始する方法
や、ケータイアップデートを設定する方法については、「取扱説明書
詳細版」をご参照ください。
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできま
す。

micro au ICカード02を差し替えたときは
micro.au.ICカード02を差し替えて最初に電源を入れたときは、本
製品のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。ソフトウェア
更新が必要な場合は、ケータイアップデートを実行してください。

MARVERAのソフトウェアを�更新する
ケータイアップデートで本製品のソフトウェアを更新できます。
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cを押します。

ティーンズモードにすると
.●メニューがティーンズモードメニューになり、主に以下の機能のみ利用できます。
•.アドレス帳に登録されている相手との通話
•.緊急通報番号（警察、消防機関など）への発信
•.アドレス帳に登録されている相手とのCメール
•.一部のツール（時計、電卓、辞書引き、簡易ライト）

•.アドレス帳（新規登録、編集、削除はできません）
•.一部のメモ機能（簡易留守メモ、通話音声メモ、メモ帳）
•.一部の機能設定
•.安心ナビ（検索される側として）

.●ティーンズモード中に利用できる機能の詳細については「取扱説明書詳細版」をご参照. .
ください。. .
「取扱説明書詳細版」はauホームページからダウンロードできます。.

「設定完了」を選んで
cを押し、ロックNo.を
入力してcを押すと、
ティーンズモードになり
ます。

「ON（各種
設定）」を選
んでcを押
します。

メニュー
機能

モード設定

ティーンズ
モード

待受
画面

お子様に持たせる場合などにティーンズモードにすると、利用する機能を制限できます。

ティーンズモードにする
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■「割込通話停止」について
ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする“ピピッ”という音が聞こえます。また、発
信者側は呼び出し中の状態になります。
ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選んで割込通話サービスを停止すると、“ピピッ”という音が聞えなくなり、発信者側
に通話中であることをお知らせできます。

■「伝言蓄積停止」について
ティーンズモード中は、本製品でお留守番サービスセンターに蓄積された伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号
がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。
ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選ぶと、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止することができま
す。

■ロックNo.について
ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.が用意されています。
ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は
「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、.通常モードの
ロックNo.を使用することができます。

この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。
ロックNo.の種類 使用できるモード 管理

通常モードのロックNo. 通常モード
ティーンズモード

保護者の方が設定・管理して、お子さまには知らせないようにしてください。

ティーンズモードのロックNo. ティーンズモード お子さまご自身が設定・管理してください。
※..ロックNo.の初期値は、ともに「1234」で設定されています。お客様の任意の4～8桁の番号に変更することができます。

ティーンズモードご利用における注意事項
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●	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。

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。

濡れた手で扱ってはい
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。

分解してはいけないこ
とを示す記号です。

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、電池パック、背面カバー、充電用機器、	
micro	au	ICカード02、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、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないで
ください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド
構内などでおサイフケータイ®の決済機能をご利用になる際は、必ず
事前に電源を切った状態でご使用ください。（FeliCaロックを設定さ
れている場合は、ロックを解除したうえで電源をお切りください。）

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。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてくださ
い。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、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。

安全上のご注意�（必ずお守りください）
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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
プまたは安心ケータイサポート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、水などの液体が外部接
続端子カバーや背面カバーなどから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。

背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。電池
パックが飛び出すなどして、けがや故障の原因となる場合があります。

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。

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。バイブレータ設定中
は特にご注意ください。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。

背面カバーを外したまま使用しないでください。

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。

本製品から背面カバーを外したまま、放置・保管しないでください。
内部にほこりなどの異物が入ると故障の原因となります。

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、電池パックを外して、auショップ
または安心ケータイサポート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ショップまた
は安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
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イヤホンなどを本製品に装着して使用する場合は、適度な音量に調
節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりす
ると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎ
ると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故
の原因となります。

イヤホンなどを本製品に装着し音量を調節する場合は、少しずつ音
量を上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大
きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

指定の充電用機器（別売）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

必ず下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでく
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
の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の
携帯電話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
機器に影響を与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「電波OFFモード」へ切り替え
る、もしくは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。

通話・メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、テレ
ビ（ワンセグ）を視聴したり、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確
認してください。転倒・交通事故の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。目に影響
を与える可能性があります。また、その他赤外線装置に向けて送信す
ると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

撮影ライト／簡易ライトをご使用になる場合は、人の目の前で発光
させないでください。また、撮影ライト／簡易ライト点灯時は発光部
を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起
こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないで
ください。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて撮影ライ
ト／簡易ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不能
になり、事故を起こす原因となります。
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ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけい
れんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験の
ある人は、事前に医師とご相談ください。

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（LCDケース、キーケー
ス、ヒンジカバー）、背面カバー

PC+GF樹脂 アクリル系UV硬化塗装
処理

外装ケース（LCDリアプレート） SUS アクリル系熱硬化塗装
処理

発信キー、電源／終了キー、クリ
ア／ニュースキー、ダイヤルキー、
アドレス帳キー、アプリキー、メー
ルキー、EZキー、カーソルキー、セ
ンターキー、セルフメニューキー、
TVキー

アクリル樹脂 －

キーシート PET樹脂 UV硬化処理
クッション（ダイヤルキー下部） エポキシ樹脂 UV硬化処理
ウィンドウパネル部（メイン）、
ウィンドウパネル部（サブ）、カメ
ラプレート、着信（充電）ランプ窓
部

アクリル樹脂 化学硬化処理

マナーキー（サイドキー） PC樹脂 アクリル系UV硬化塗装
処理

外部接続端子カバー PC樹脂＋TPE
樹脂

アクリル系UV硬化塗装
処理

充電端子 りん青銅 金メッキ処理
（下地：ニッケル）

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。

microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものな
どの異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

イヤホン（別売）やストラップなどを持って、本製品を振りまわさな
いでください。けがなどの事故や破損の原因となります。

通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。
カバーを閉めずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因とな
ります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意
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。受話口（レシーバー）、送話
口（マイク）、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。

通話・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。
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■	電池パックについて
（本製品の電池パックは、リチウムイオン電池です。）
電池パックはお買い上げ時には、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。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせないでくだ
さい。

電池パックを本製品に接続するときは、正しい向きで接続してくだ
さい。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。
また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分に確認して
から接続してください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでくださ
い。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）
などと接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火
災や故障の原因となる場合があります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電
池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や発熱・発
火・破裂の原因となります。

落としたり、踏み付けたり、破損や液漏れした電池パックを使用しな
いでください。液漏れや異臭がするときは直ちに火気から遠ざけて
ください。漏れた液に引火し、発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水・ペットの尿などで濡らさないでください。
電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水
などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、au
ショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くださ
い。また、濡れた電池パックは充電をしないでください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがあ
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。

電池パックは消耗品です。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になり、指定
の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の
原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パッ
クの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■	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。
•	卓上ホルダ（別売）：DC5.0V
•	 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）のケーブルを傷付けたり、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。
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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。

電源プラグに付いたほこりは、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DCアダプタ03（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しな
いでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

本製品から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）を差
したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

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。
卓上ホルダ（別売）で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■ 卓上ホルダ（別売）
使用場所 使用材料 表面処理

外装ケース ABS樹脂 －
レバー、ノブ POM樹脂 －
充電端子 りん青銅 金メッキ処理	

（下地：Niメッキ）

■	micro	au	ICカード02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。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にmicro	au	 ICカード
02を入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の
原因となります。

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。

micro	au	 ICカード02の取り付け・取り外しの際にご注意くださ
い。手や指を傷付ける可能性があります。

micro	au	ICカード02を使用する機器は、当社が指定したものをご
使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や
故障の原因となります。
指定品については、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。

micro	au	 ICカード02を分解、改造しないでください。データの消
失・故障の原因となります。

micro	au	 ICカード02を火のそば、ストーブのそばなど、高温の場
所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故
障の原因となります。
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micro	au	ICカード02を火の中に入れたり、加熱したりしないでく
ださい。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

micro	au	ICカード02のIC（金属）部分を不用意に触れたり、ショー
トさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となりま
す。

micro	au	ICカード02を落としたり、衝撃を与えたりしないでくだ
さい。故障の原因となります。

micro	au	 ICカード02を折ったり、曲げたり、重い物を載せたりし
ないでください。故障の原因となります。

micro	au	ICカード02を濡らさないでください。故障の原因となり
ます。

micro	au	ICカード02のIC（金属）部分を傷付けないでください。故
障の原因となります。

micro	au	 ICカード02はほこりの多い場所には保管しないでくだ
さい。故障の原因となります。

micro	au	ICカード02保管の際には、直射日光が当たる場所や高温
多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。

micro	au	ICカード02は、乳幼児の手の届かない場所に保管してく
ださい。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

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、電池パック、背面カバー、充電用機器、 

micro au ICカード02、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。

●	本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するために、指定の背面カ
バーを使用し、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態でご使用
ください。

	 ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製
品内部に水を浸入させたり、電池パックや充電用機器、オプション品に水
をかけたりしないでください。雨の中や水滴が付いたままでの背面カバー
の取り付け／取り外し、外部接続端子カバーの開閉は行わないでくださ
い。水が浸入して内部が腐食する原因となります。

	 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外とな
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。
	 （周囲温度5℃～35℃、湿度35％～90％の範囲内でご使用ください。た
だし、36℃～40℃であれば一時的な使用は可能です。）

	 -	本製品本体
	 -	電池パック・micro	au	ICカード02（本製品本体装着状態）

●	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。
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●	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
布などで強くこすると、ディスプレイに傷が付く場合があります。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。

●	お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』（本書）をよくお
読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

●	電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池
パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがありま
す。

■ 本体について
●	強く押す、叩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、硬い物などを強く押し付けな
いでください。傷の発生や破損の原因となります。

●	電池パックを外したところに貼ってある製造番号の印刷されたシールは、
お客様が使用されている本製品および通信モジュールが電波法および電
気通信事業法に適合したものであることを証明するものですので、剥がさ
ないでください。

●	改造されたau電話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 」が本製品本体の銘板シールに表示されております。

	 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。

●	本製品に登録されたアドレス帳・メール・お気に入りなどの内容は、事故や
故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切
な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損
害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますの
で、あらかじめご了承ください。

●	本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故
障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめ
ご了承ください。

●	本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度
が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありませ
ん。常温になれば正常に戻ります。

●	本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていま
すが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する
場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承く
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。

●	撮影などしたフォト／ムービーデータや音楽データは、メール添付の利用
などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。た
だし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取
れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●	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。

●	本製品は、盗難、紛失時の不正利用防止のため、お客様のmicro	au	 ICカー
ド02以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用
になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方がこのmicro	au	
ICカード02をご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、
変更処理は有償となります。

●	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。124
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●	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
器のコネクタやプラグ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
で本製品の回収を行っております。

●	本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以
外のものは挿入しないでください。

●	microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れ
ないでください。手や指を傷付ける場合があります。

●	microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃
を与えたり、電池パックを取り外したり、電源を切ったりしないでくださ
い。データの消失・故障の原因となります。

●	受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお
使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくな
る場合があります。

●	送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声
が伝わりますのでご注意ください。

●	ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合が
あります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。

●	センサーを指でふさいだり、センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の
状況にセンサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご
注意ください。

■ 電池パックについて
●	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
は電池パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電
池パック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。

●	長時間使用しない場合は、本製品から背面カバーを外して電池パックを外
し、高温多湿を避けて保管してください。

●	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。

●	電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですの
で、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによっ
て異なります。

●	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、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップ
などで使用済み電池パックの回収を行っております。

●	電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があり
ます。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありませ
ん。

■ 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）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないで
ください。感電、発熱、火災の原因となります。

●	指定の充電用機器（別売）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。

■ micro au ICカード02について
●	micro	au	 ICカード02は、auからお客様にお貸し出ししたものになりま
す。紛失・破損の場合は、有償交換となりますのでご注意ください。なお、故
障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお
問い合わせください。

●	micro	au	 ICカード02の取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入
れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上
の負荷がかからないようにしてください。

●	他のICカードリーダー／ライターなどに、micro	au	 ICカード02を挿入
して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

●	micro	au	 ICカード02のIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用く
ださい。お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）などで拭いてくだ
さい。

●	micro	au	ICカード02にシールなどを貼らないでください。

●	変換アダプタを取り付けたau	Nano	IC	Card（LTE）を挿入しないでくだ
さい。故障の原因になります。
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■ カメラ機能について
●	カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用くださ
い。

●	本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変
化または消失することがあり、この場合、当社は変化または消失したデー
タの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益につ
いて一切の責任を負いません。

●	大切な撮影（結婚式など）をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正
しく撮影されていることをご確認ください。

●	販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しな
いでください。

●	カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の
退色・焼付けを起こすことがあります。

●	本製品の温度上昇等により、カメラ機能が強制的にOFFとなる場合があり
ます。

■ 音楽／動画／テレビ（ワンセグ）機能について
●	自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレ
ビ（ワンセグ）を視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の
携帯電話の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律な
どで罰せられる場合があります）。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注
意ください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因
となります。特に踏切、駅のホームや横断歩道ではご注意ください。

●	耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を
与える場合がありますのでご注意ください。

●	電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注
意ください。

■ 著作権・肖像権について
●	お客様が本製品で撮影・録音したデータやインターネット上からダウン
ロードなどで取得したデータの全部または一部が、第三者の有する著作権
で保護されている場合、個人で楽しむなどのほかは、著作権法により、権利
者に無断で複製、頒布、公衆送信、改変などはできません。

	 また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害と
なるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。

	 なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、
撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

●	撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合
は、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ 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
などの不測の要因や、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。
※控え作成の手段：アドレス帳のデータや音楽データ、撮影したフォトや
ムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておい
てください。またはメールに添付して送信したり、パソコンに転送して
おいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータが
あります。あらかじめ、ご了承ください。

周辺機器のご紹介
	•	 電池パック（KYY06UAA）
	•	卓上ホルダ（KYY08PUA）（別売）
	•	背面カバー（KYY08TWA、KYY08TPA、KYY08TKA）
	•	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04（0401PWA）（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DCアダプタ01（0201PEA）（別売）※1

	•	 共通DCアダプタ03（0301PEA）（別売）
	•	 18芯-microUSB変換アダプタ01（0301QYA）（別売）
	•	平型-microUSB変換アダプタ01（0301QXA）（別売）
	•	 3.5φ-microUSB変換アダプタ01（0301QNA）（別売）
	•	 microUSBモノラルイヤホン01（0301QLA）（別売）
	•	 microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01（0301QVA）（別売）
	•	平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）※2

	•	 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）※2

	•	 microUSBケーブル01（0301HVA）（別売）
	•	 microUSBケーブル01	ネイビー（0301HBA）（別売）
	•	 microUSBケーブル01	グリーン（0301HGA）（別売）
	•	 microUSBケーブル01	ピンク（0301HPA）（別売）
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	•	 microUSBケーブル01	ブルー（0301HLA）（別売）
	•	ポータブル充電器02（0301PFA）（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

	•	 auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）
※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	本製品でご使用になる場合は、平型-microUSB変換アダプタ01（0301QXA）（別売）と

接続する必要があります。

Bluetooth®機能を	ご使用の場合のお願い

■	周波数帯について
本製品のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまで
の周波数を使用します。

Bluetooth®機能：2.4FH1
本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式として
FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下
です。
•	移動体識別装置の帯域を回避することはできませ
ん。

■	Bluetooth®についてのお願い
	•	 本製品のBluetooth®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に準拠
し、認定を取得しています。

	•	 Bluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用
する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器
からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっ
ては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信
が切断することがあります。

	•	通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離
は異なります。

Bluetooth®ご使用上の注意
本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、
電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線
局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線
局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの
無線局」と略す）が運用されています。
1.	本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを
確認してください。

2.	万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合に
は、すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電
波の発射を停止）してください。

3.	ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、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。 127
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◎	本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものでは
ありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証で
きません。

◎	無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセ
キュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によっ
てはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信
を行う際はご注意ください。

◎	Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきまし
ては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ
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付随的な損害（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、撮影した画像データやダウ
ンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これ
らのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を
負いません。

◎	大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことを
おすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことが
あっても、故障や障害の原因にかかわらず当社として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

■ お知らせ
•	 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されてい
ます。
•	本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
•	本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や
記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
•	乱丁、落丁はお取り替えいたします。
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129

本製品は外部接続端子カバー、背面カバーが完全に装着された状態で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
持って通話したり、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
●	外部接続端子カバーをしっかり閉じ、背面
カバーは完全に装着した状態にしてくだ
さい。
•	完全に閉まっていることで防水性能が
発揮されます。
•	接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1
個など）がわずかでも挟まると浸水の原
因となります。
•	手や本製品が濡れている状態での外部接続端子カバー、背面カバーの開
閉は絶対にしないでください。

外部接続端子カバーの閉じかた
カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の
腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮い
ていることのないように確実に閉じてください。

②①

防水・防塵・耐衝撃性能に�関するご注意
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背面カバーの取り付けかた
背面カバーが浮いていることのないように、確実に閉じてください。
①背面カバーのツメと本製品の凹部を合わせるように置きます。
②背面カバーを矢印の方向へ押します。
③	背面カバーの外周を矢印の方向になぞりながらしっかり押さえ、完全に
装着させます。

ツメ凹部

② ③①

◦	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。受話口（レシーバー）、送話口（マ
イク）、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部など
から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。特に背面カバー、キー部、充電端子部の水を抜いてく
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。

●	受話口（レシーバー）、送話口（マイク）に水がたまり、一時的に音が聞こえに
くくなった場合は水抜きを行ってください。

■ 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通話できます。
 •	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。
 •	雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カ
バー、背面カバーの開閉は絶対にしないでください。

＜シャワー＞
シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。
 •	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。

 •	洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子カバーが開
かないように押さえたまま、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。
 •	濡れた手で通話できますが、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。

 •	テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
 •	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。
 •	卓上ホルダ（別売）、ACアダプタ（別売）をお風呂場へ持ち込まないでくださ
い。
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＜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。

	 ※やや弱めの水流（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。

 •	テレビ（ワンセグ）を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

■ 共通注意事項
外部接続端子カバー、背面カバーについて
外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、背面カバーは完全に装着した状態に
してください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも
挟まると浸水の原因となります。
外部接続端子カバーを開閉したり、背面カバーを取り外し、取り付ける際は手
袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ（髪の毛1本、砂
粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、
わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取っ
てください。
外部接続端子カバー、背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持
できません。これらのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。

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、背面カバー、外部接続端子カバーが開か
ないように押さえながら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、背面カバーを外さないで、本製品、背面カバーとも乾
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。）

ゴムパッキンについて
外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、背面カバーを開けたときの本体側
のゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付け
たり、剥がしたりしないでください。
外部接続端子カバー、背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まない
ようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキン
が傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ
（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できなくな
る場合があります。
外部接続端子カバー、背面カバーの隙間に、先のとがったものを差し込まない
でください。本製品が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、
浸水の原因となります。
防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換す
ることをおすすめします。部品の交換については、お近くのauショップまでご
連絡ください。

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。
付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

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。
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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、受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、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。
❶�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。

❷�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。

②	出てきた水分を拭き取ります。
※	受話口（レシーバー）、送話口（マイク）、スピーカー、充電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。

❸�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、受話口（レ
シーバー）、送話口（マイク）・スピー
カー・ヒンジ部・外部接続端子部などの
隙間に入った水分を拭き取ってくださ
い。

❹�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。
上記手順を行った後でも、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
付属品、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、卓上ホルダ（別
売）に差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。

 •	外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカ
バーを閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水・砂・異物を防ぐた
め、卓上ホルダ（別売）、ACアダプタ（別売）を使用して充電することをおす
すめします。

 •	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、洗面所などの水まわ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。
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こんなときは ご確認ください

Fを押しても� �
電源が入らない

Fを1秒以上長押ししていますか？ ▶Fを1秒以上押し続けてください。

電池パックは充電されていますか？ ▶充電してください。

電池パックは正しく取り付けられていますか？ ▶電池パックを確認してください。

電池パックの端子が汚れていませんか？ ▶電池パックを確認してください。

電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか？ ▶充電してください。

電源起動時の画面表示中に� �
電源が切れる

電池が切れていませんか？
※	電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源
起動時画面が表示され、しばらくすると画面が
消えます。

▶充電してください。

電話がかけられない 電源は入っていますか？ ▶Fを1秒以上長押しして電源を入れてください。

micro	au	ICカード02が挿入されていますか？ ▶micro	au	ICカード02を挿入してください。

電話番号が間違っていませんか？	
（市外局番から入力していますか？）

▶正しい電話番号を市外局番から入力してください。

電話番号を入力した後、Nを押していますか？ ▶電話番号を入力した後、Nを押してください。

電話がかかってこない 電源は入っていますか？ ▶Fを1秒以上長押しして電源を入れてください。

micro	au	ICカード02が挿入されていますか？ ▶micro	au	ICカード02を挿入してください。

電波は十分に届いていますか？ ▶電波の届く場所に移動してください。

サービスエリア外にいませんか？ ▶サービスエリア内に移動してください。

着信転送サービスが設定されていませんか？ ▶待受画面で1420Nを押して、着
信転送サービスを解除してください。

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。
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こんなときは ご確認ください

電話をかけたときに受話口から
「プーッ、プーッ、プーッ…」と
音がしてつながらない

無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話
中です。

▶しばらくしてから電話をおかけ直しください。

サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ ▶ サービスエリア内の電波の届く場所に移動してく
ださい。

相手の方の声が聞こえない 受話音量が「Level1」に設定されていませんか？ ▶ 通話中にjを押して受話音量を調節してくださ
い。

受話口を耳でふさいでいませんか？ ▶ 受話口が耳の穴に当たるようにしてください。

エアベントが保護シートなどでふさがれていません
か？

▶ 保護シートなどをはがしてください。

電話が勝手に応答する 簡易留守メモが設定されていませんか？ ▶ 次の操作で簡易留守メモをOFFにしてください。
待受画面でcを押し、「ツール」を選んでcを押
し、「メモメニュー」を選んでcを押し、「簡易留守
メモ」を選んでcを押し、「簡易留守メモ設定」を
選んでcを押し、「OFF」を選んでcを押す。

※	マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変
更できますが、有効にはなりません。マナーモード
解除後に有効になります。

マナーモードが設定されていませんか？ ▶ 待受画面で+を1秒以上長押しして、マナーモー
ドを解除してください。

※	マナーモード設定中は、簡易留守メモがONになり
ます。

画面が動かなくなり、どの�
キーを押しても操作できない

▶Fを10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFした後、もう一度電源ONになります。
※編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。

お知らせ

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。
.●本製品からは.：.待受画面でR▶［auお客さまサポート］▶［オンラインマニュアル］▶［故障診断Q&A］
.●パソコンからは.：.http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair
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■修理を依頼されるときは
修理については安心ケータイサポート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。

お知らせ

.● 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。
.● 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話
は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、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。

■安心ケータイサポートプラスについて
au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター
サービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています（月
額399円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を
拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームペー
ジをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わ
せください。

■micro au ICカード02について
micro	au	ICカード02は、auからお客様にお貸し出ししたものになり
ます。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。
なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくは
PiPitまでお問い合わせください。

お知らせ

.● ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

.● ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。

.● 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみ
が本サービスの提供対象となります。
.● au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態
は譲受者に引き継がれます。
.● 機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以
前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」「安心ケータイサ
ポートLTE」は自動的に退会となります。
.● サービス内容は予告なく変更する場合があります。

アフターサービスについて
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アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、
下記の窓口へお問い合わせください。

お客さま
センター

安心ケータイ
サポートセンター

■auアフターサービスの内容について

サービス内容
安心ケータイサポートプラス
会員 非会員

交換用携帯電話機
お届けサービス

自然故障
1年目 無料

補償なし
2年目以降 お客様負担額

1回目：5,250円
2回目：8,400円

部分破損、水漏れ、全損、
盗難、紛失

預かり修理

自然故障
1年目 無料 無料
2年目以降 無料（3年保証）

実費負担部分破損
お客様負担額
上限5,250円

水濡れ・全損 10,500円

盗難・紛失 補償なし
補償なし

（機種変更対応）
※	金額はすべて税込み

お知らせ

交換用携帯電話機お届けサービス
.● au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくこと
でご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同
一色、新品電池含む）をお届けします。故障した今まで
お使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届
いてから14日以内にご返却ください。
.● 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に
2回までご利用可能です。本サービス申し込み時にお
いて過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は
1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
※詳細はauホームページでご確認ください。

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。

一般電話からは 	0077－7－113（通話料無料）
au電話からは 局番なしの113（通話料無料）
EZwebからは 待受画面でR▶［auお客さまサポート］

▶［お問い合わせ］
※	メニュー構成については予告なく変更することがあります。

紛失・盗難時の回線
停止のお手続き、操
作方法について

一般電話/au電
話からは

	0120－925－919（通話料無料）
受付時間	9:00～21:00（年中無休）紛失・盗難・故障につ

いて
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メインディスプレイ 約3.2インチ、約26万色
480×854ドット（FWVGA	IPS全透過型）

サブディスプレイ 0.93インチ
128×36ドット（有機EL）

充電時間（目安） 共通ACアダプタ04（別売）約170分
共通DCアダプタ03（別売）約170分

質量 約124g（電池パック含む）

連続通話
時間

国内 約240分
海外（GSM） 約200分
海外

（CDMA）
約270分

連続待受
時間

国内 約380時間
海外（GSM） 約180時間
海外

（CDMA）
約240時間

サイズ（幅×高さ×厚さ） 約49mm×112mm×16.5mm
（最厚部：17.5mm）

Bluetooth®
機能

通信方式 Bluetooth®標準規格Ver.2.1＋EDR準拠
出力 Bluetooth®標準規格Power	Class1
通信距離※1 見通しの良い状態で10m以内
対応 
Bluetooth® 
プロファイル※2

SPP（Serial	Port	Profile）
HFP（Hands-Free	Profile）
DUN（Dial-Up	Networking	Profile）
BIP（Basic	Imaging	Profile）
OPP（Object	Push	Profile）
AVRCP（Audio／Video	Remote	Control	
Profile）	Ver.1.4※3

A2DP（Advanced	Audio	Distribution	Profile）
使用周波数帯 2.4GHz帯（2.402GHz～2.480GHz）

連続ワンセグ視聴時間※4 約4時間00分
カメラ 撮影素子：CMOSイメージセンサー

有効画素数：約808万画素
データフォルダ 保存可能件数：最大5,000件、約800MB
※1	通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

※2	Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められ
ています。

※3	AVRCP	Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイ
リストを操作することができます。

※4	全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間で
す。
データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

●	連続通話時間・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。

■携帯電話機の比吸収率（SAR）について
 この機種KYY08の携帯電話機は､国が定めた電波の人体吸収に
関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していま
す｡この携帯電話機は､国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準
（※1）ならびに､これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防
護の許容値を遵守するよう設計されています｡
 この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にあ
る国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり､そ
の許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含ん
でいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容
値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率
（SAR:	Specific	Absorption	Rate）で定めており､携帯電話機に
対するSARの許容値は2.0W/kgです｡この携帯電話機の側頭部にお
けるSARの最大値は0.497W/kgです。個々の製品によってSAR
に多少の差異が生じることもありますが､いずれも許容値を満足して
います。携帯電話機は､携帯電話基地局との通信に必要な最低限の
送信電力になるよう設計されているため､実際に通話している状態
では､通常SARはより小さい値となります。一般的には､基地局から
の距離が近いほど､携帯電話機の出力は小さくなります。この携帯電
話機は､側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリ
ングケースFブラック（0105FCA）（別売）を用いて携帯電話機を
身体に装着して使用することで､この携帯電話機は電波防護の国際
ガイドラインを満足します（※2）。KDDI推奨のauキャリングケー
スFブラック（0105FCA）（別売）をご使用にならない場合には､身体
から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき､金属部分の含まれ
ていない製品をご使用ください。世界保健機関は、『携帯電話が潜在
的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年
以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話
使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていませ
ん。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合

主な仕様
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には世界保健機関のホームページをご参照ください。（http://www.
who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_
japanese.htm）SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりた
い方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○一般社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html
○auのホームページ：
http://www.au.kddi.com/
※1	 技術基準については､電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2	 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、

2010年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されましたが、国の技術基準につい
ては、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）の一部を改正する省令が2013年
8月に公布され、2014年4月1日に施行される予定です。
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■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。

RSA®はRSA	Security	Inc.の登録商標です。
BSAFE™はRSA	Security	 Inc.の米国およびその他の国における登録商標で
す。
Myriad	Group、Myriad	Groupのロゴ、およびMyriad	Groupで始まる用語群
はすべてMyriad	Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企
業に属します。
Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying 
the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All 
other trademarks and registered trademarks are the properties of their 
respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights 
Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、これにかかる著作権、そ
の他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
「明鏡モバイル国語辞典」、「Ｇモバイル英和辞典」、「Ｇモバイル和英辞典」は大修
館書店編集の著作物です。
microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C,	LLC.の商標です。
本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの
NetFront	Browser	DTV	Profile	Wireless	Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディ
アコロン仕様を採用しています。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent	JPEG	Groupが開発したモ
ジュールが含まれています。
Copyright	©	1996-2011	ACCESS	Co.,	LTD.
本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront	
v3.3	M-IMAP	Client	for	KDDIを搭載しています。
Copyright	©	2003-2011	ACCESS	CO.,	LTD.
本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront	Sync	Client
を搭載しています。
Copyright	©	2004-2011	ACCESS	CO.,	LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における
商標または登録商標です。
Brew	MP™及びBrew	MP™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登
録商標です。
Brew MP™ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and 
the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm 
Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by 
Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient 
of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable 
license to use the Software solely in conjunction with the Device on which 
it is installed, for the duration of the useful life of such Device.  Nothing 
herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this 
Device.  User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, 
decompile or use any other means to discover the source code of the 
Software or any component of the Software.  Qualcomm Incorporated is 
the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in 
and to the Software.  Qualcomm Incorporated, and to the extent that the 
Software contains material or code of a third party such third party, shall 
be intended third party beneficiaries of these terms.

知的財産権について

141

付
録
／
索
引



Operaは、Opera	Software	ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://jp.opera.com	をご覧ください。
FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは
ソニー株式会社の登録商標です。
fは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDEMOBILE、およ
びGガイド関連ロゴは、米国Rovi	Corporationおよび/またはその関連会社の日
本国内における商標または登録商標です。
Portions of software incorporated in this product are copyright Digital 
Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are 
protected by other intellectual property laws and international treaties.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix Corporation. All rights 
reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会
社アプリックスの商標または登録商標です。
Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth	SIG,	 Inc.が所有する登録
商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
本製品は、ユーザ・インターフェイス機能として株式会社ヤッパのSpinUIを搭載
しています。
SpinUIおよびSpinPlusは、株式会社ヤッパの日本における商標です。
本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社の
DeepCore®3.0	Plusを搭載しています。	
Copyright	©	2013	E-Globaledge	Corp.	All	Rights	Reserved.
静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しており
ます。「PhotoSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。
QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。
「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエ
ンタテインメントの登録商標です。
「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。
「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「manaca」・「マナカ」は、株式会社エムアイシー及び株式会社名古屋交通開発
機構の登録商標です。
「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。
ケータイチェック機能にはCommon	Public	License（CPL）に基づきライセン
スされるソフトウェア（※1）が含まれています。当概ソフトウェアに関する詳細は、
下記のサイトをご参照ください。
お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、CPLに従い、使用することが
できます。
•	 CPLについては下記サイトでご確認ください。
	 http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source_code/cpl_en.html
•	 ソースコードは下記サイトよりダウンロードできます。
	 http://www.nec.co.jp/products/mobilesoftware/source_code/src.zip
	 なお、ソースコードについてのご質問には回答いたしかねますので、予めご了承
ください。
•	お問い合わせ先
	 メール:support@soft.jp.nec.com
	 NECカスタマーセンター
※1.	 OMA（※2）が提供しているSCTS	DM	1.2	Source	CodeのRTK機能の一部を使用し

ています。
※2.	 Open	Mobile	Alliance：モバイル向けの標準団体です。OMAに関しては下記サイトでご

確認ください。
	 http://www.openmobilealliance.org/

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文
字が含まれています。
「すぐ文字」、「ブラインドスクリーン」、「オープンシャッフル」は京セラ株式会社の
登録商標です。
その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録
商標です。
本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ
バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与
してはいけません。
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■ 輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」および
その関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export	
Administration	Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および
付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において
必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または
米国商務省へお問い合わせください。

OpenSSL License
		【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS'' 
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

		【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights 
reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 

IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will 
not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to 

which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and 

for additional suggestions.

Warning
The user is cautioned that changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer could void the user’s authority to operate 
the equipment. 143

付
録
／
索
引



 FCC RF EXPOSURE INFORMATION
Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the 
United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted 
an updated safety standard for human exposure to radio frequency 
electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those 
guidelines are consistent with the safety standard previously set by 
both U.S. and international standards bodies. The design of this phone 
complies with the FCC guidelines and these international standards.
Body-worn Operation
This device was tested for typical body-worn operations with the back 
of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with 
FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 
0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user’s body and 
the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and 
similar accessories used by this device must not contain any metallic 
components. Body-worn accessories that do not meet these requirements 
may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.
Turn off your phone before flying
You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent 
possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation 
Administration (FAA) regulations require you to have permission from 
a crew member to use your phone while the plane is on the ground. 
To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your 
phone while the plane is in the air.

European	RF	Exposure	Information
Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and is 
designed not to exceed limits for exposure to radio waves recommended 
by international guidelines. These guidelines were produced by 
independent scientific organization, ICNIRP, and include safety margins 
designed to protect all persons, regardless of age and condition of 
health.
The guidelines apply a unit of measurement known as the Specific 

Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg, 
and when tested at the ear, the highest SAR value for this device was 
0.430 W/kg*.
As testing measures SAR at the highest transmitting power of a device, 
actual SAR tends to be lower during ordinary operation. Lower SAR 
levels are typical during ordinary operation as automatic changes are 
made within the device to ensure the network can be reached with 
minimal power.
The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific 
information does not indicate the need for any special precautions to 
be adopted when using mobile devices. WHO also notes that those 
wishing to reduce exposure may do so by limiting call length and by 
using a ‘hands-free’ device to distance the phone from the head and 
body. For further information, please see the WHO website: http://
www.who.int/emf.
* Note that tests are also carried out in accordance with international　
testing guidelines.

Declaration	of	Conformity
Product is declared to conform with the essential requirements of 
European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications 
Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration 
of Conformity can be found on http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/
consumer/  (Japanese only).

Safety Information
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for 
long periods.
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ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 
一人ひとりができること。
それは、たとえばケータイや取扱説明書
のリサイクルという、とても身近なこと
から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている
希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ
サイクルすることができます。� �
取扱説明書などの紙類は古紙原料とし
て、製紙会社で再生紙となり、次の印刷
物に生まれ変わります。また、このリサ
イクルによる資源の売却金は、国内の森
林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書
は、お近くのauショップへ。� �
みなさまのご協力をお願いいたします。

auショップへ 
持って行こう！

使い終わったケータイと 
取扱説明書は大切な資源。 
リサイクル回収に出そう！

原材料ごとに再資源化されて 
　新しい商品として店頭へ！

古いケータイと 
取説 

どーしよう？

リサイクル 
お願いしま〜す！

回収しています

このケータイい〜な〜

取説も生まれかわるよ！
使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや
消去がしっかりとできるので安心です。

新しいケータイを
買った！！

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

1
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K PANTONE 
166 C

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：
KTJ23WASXX- 1113SZ

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。

2013年11月第1版

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、
紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を
行っています。
本冊子は、その一環として製作されております。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無
料でご利用いただけます。

EZwebからは
EZ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ
※メニュー構成については予告なく変更
することがあります。

アクセス方法

お問い合わせ先番号   
お客さまセンター

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）

安心ケータイサポートセンター

一般電話／au電話から

        0120-925-919

紛失・盗難・故障について（通話料無料）

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）

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

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

取扱説明書
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