
セーフティガイド
ごあいさつ

このたびは、Remote TV（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『セーフティガイド』（本紙）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。
※本紙では、本製品に付属する『初期設定ガイド』（別紙）、『セーフティガイド』（本紙）、auホームページに掲載

されている『取扱説明書』を総称して、「取扱説明書」と表記します。

安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、本紙の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

本製品をご利用いただくにあたって
• 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
（This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.）
• お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導く

ださい。

免責事項について
 ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意
または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 ◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中
断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
 ◎「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当
社は一切責任を負いません。

※ 本紙で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
　 発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
　 製造元：株式会社KDDIテクノロジー

■■お知らせ
 ◎ 本紙の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
 ◎ 本紙の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
 ◎ 本紙の内容につきまし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づきの点

がございましたら、ご連絡ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）
■■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後
は大切に保管してください。
 ●この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す
るために、守っていただきたい事項を記載しています。
 ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

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

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

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

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

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■■ 図記号の説明
禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。

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

必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

■■ 本体、ACアダプタ、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
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。
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。

電源ジャックおよびHDMI IN/OUT端子、USB端子、A/V IN端子などの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。
ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のアクセサリーなどを接触させな
いでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改
造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。

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。
電源ジャックおよびHDMI IN/OUT端子、USB端子、A/V IN端子などの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、機器内部が露出した場合、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。お客さまセンターまでご連絡ください。
水などの液体をかけないでください。また、水やペットの尿などが直接かかる場所や風呂場など湿気
の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回路のショー
ト、腐食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ACアダプタの
電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となりま
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。
風通しの悪いところに置かないでください。
• 押し入れや本棚などに押し込まない
• じゅうたんや布団などの上に置かない
• テーブルクロスなどをかけない
• 梱包品やビニール袋などに入れたまま使用しない
内部に熱がこもり、火災、感電、故障や変形の原因となることがあります。
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の
原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
使用中に、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体、ACアダプタに長時間触れないでください。低温やけど
の原因となる場合があります。
本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意くださ
い。長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。
コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、
発熱による火災の原因となります。
腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失
の原因となります。
ケーブルをつけたまま持ち運ばないでください。火災、感電の原因や、つまずいてけがの原因となる
場合があります。
ACアダプタの接続端子や、機器間のケーブルを外したことを確認のうえ、移動してください。
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しな
いでください。異常が起きた場合、ACアダプタをコンセントから抜き、熱くないことを確認してか
ら電源を切り、お客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、その
まま使用せず、お客さまセンターまでご連絡ください。
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。
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。

使用箇所 使用材料
本体 ケース 外側（透明部分）：PMMAアクリル

ボディ 内側（有色部分）：ポリカーボネート
ゴム足 シリコン
フロントボタン PMMA（アクリル） 、ABS

ACアダプタ ケース ポリカーボネート
プラグ 黄銅（ニッケルメッキ）
ケーブル PVC
絶縁キャップ ナイロン樹脂
電源ジャック 黄銅（ニッケルメッキ）

HDMI 
ケーブル

ケーブル PVC
コネクタ 端子部：銅合金（金フラッシュメッキ）、金属シェル：SPCC（ニッケルメッキ）

AVケーブル ケーブル PVC
RCAプラグ 黄銅（ニッケルメッキ）
ミニジャック 黄銅（ニッケルメッキ）

■■ 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。

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。
自動車内で使用しないでください。まれに車載電子機器に影響を与える場合があり、安全走行を損
なうおそれがあります。
高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響をあたえる場合が
あります。（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機
器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波に
よる影響についてご確認ください。）
植込み型心臓ペースメーカーおよび植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.	 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植込み
型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器から22	cm以上離して使用してください。

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

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。
使用中は、本体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。
ハードディスクレコーダの上など発熱する電子機器の上には設置しないでください。

本体の上面、側面、背面は必ず10cm以上のすき間を空けて設置してください。密閉された場所には設
置しないでください。

■■ ACアダプタについて
必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
• ACアダプタ：AC100～240V
ACアダプタの電源プラグはコンセン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。ACアダプタが傷んでいるときや、コンセント
の差し込み口がゆるいときは使用しないでください。



付属のACアダプタを、本製品以外に使用しないでください。火災や感電の原因となります。

ACアダプタの電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり
しないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となりま
す。
接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場
合があります。
雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となりま
す。
お手入れをするときは、ACアダプタの電源プラグをコンセン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。

ACアダプタは、必ず付属のものを使用してください。火災や感電の原因となります。

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

長時間使用しない場合はACアダプタ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ACアダプタ
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ACアダプタ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。

ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。電源
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。
お子様がご使用になる場合は危険な状態にならないように保護者の方が取り扱いの内容を教えてくだ
さい。また、使用中においても指示どおりに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。
ACアダプタ本体または電源ケーブルの上に重いものを載せないでください。感電・発火・故障の原
因となります。
電源ケーブルを束ねたまま使用しないでください。感電・発熱・発火・火災の原因となります。

傷んだ電源ケーブルは使用しないでください。感電・発熱・発火・火災の原因となります。

コンセントにつながれた状態でACアダプタのコネクタや電源プラグをショートさせないでくださ
い。また、コネクタや電源プラグに手や指などの身体の一部を触れさせないでください。火災・故障・
感電・傷害の原因となります。

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、ACアダプタ、周辺機器共通
 ●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、重い物の下
になったりしないよう、ご注意ください。
 ●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。）
 ●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
 ●電源ジャックおよびHDMI IN/OUT端子、USB端子、A/V IN端子などの接続端子をときどき乾いた綿棒な
どで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加え
て接続端子を変形させないでください。
 ●お客様のご使用状況・環境などにより変色する場合があります。
 ●お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、傷がつく
場合があります。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・ラジオ・電子レンジ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。
 ●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」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導
ください。

■■本体について
 ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃を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。
 ●ボタン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。
 ●本製品底面に貼ってある製造番号の印刷されたシールには、お客様が使用されている本製品の機器IDが明
記されています。また本製品がVCCI協会の基準に適合したクラスB情報技術装置であることを証明する
ものですので、はがさないでください。
 ●本製品を改造することは電波法で禁止されています。
 ●磁気カードやスピーカー、電子レンジ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。
 ●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。
 ●電源ジャックおよびHDMI IN/OUT端子、USB端子、A/V IN端子などにケーブルを接続するときは、接続
する端子に対してコネクタがまっすぐになるように抜き差ししてください。
 ●電源ジャックおよびHDMI IN/OUT端子、USB端子、A/V IN端子などにケーブル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。
 ●静電気に注意してください。
本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤動作、故障などの原因となる場合があります。本
製品を設置する際は、コネクタや取り付け部分に触れないなどの注意をしてください。

■■ACアダプタについて
 ●ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。
 ●ACアダプタの電源ケーブル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。
 ●ACアダプタのプラグやコネクタと電源ケーブル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。

HDMI-CEC機能（各社「○○リンク」など）について
本製品はHDMI-CEC機能により、接続されたHDMI機器とリモコン信号の送受信を行います。
以下の点にご注意のうえ、ご使用ください。

 ●HDMI-CEC機能の名称はメーカごとに異なりますが、一般的には「○○リンク」という名称で提供されてい
ます。
 ●本製品から、接続するHDMI機器のHDMI-CEC機能のオン／オフを変更することはできません。あらかじめ
HDMI機器側でHDMI-CEC機能をオン（使用する）に設定しておいてください。
 ●HDMI-CEC機能をオンにしていても、機器によっては機能が正常に動作しない場合があります。

※HDMI-CECとは、「HDMI Consumer Electronics Control」の略称です。

無線LAN（Wi-Fi®）機能について
 ●無線LAN機能は日本国内でご使用ください。本製品の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し、認
定を取得しています。海外でご利用になると罰せられることがあります。
 ●無線LANが使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。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。
 ●電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでく
ださい。

 ●磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子
レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
 ●近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できな
い場合があります。
 ●通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■■2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品の無線LAN機能は2.4GHz帯を使用します。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、お客さまセンターまでご連絡ください。

 ◎本製品はすべての無線LAN対応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
無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
 ◎無線通信時のセキュリティとして、無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しております
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。無線LANによる
データ通信を行う際はご注意ください。
 ◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる
利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入
されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定
を行い、使用することを推奨します。
 ◎無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社では責任を負いかねますのであ
らかじめご了承ください。

■■無線LAN機能：2.4DS/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS–SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉
距離は約40m以下です。
全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ＶＣＣＩ－Ｂ

• 本製品は付属のACアダプタ、シールド付のHDMIケーブルおよびフェライトコア付のAVケーブルを使用
した状態でVCCI基準に適合しています。

視聴にあたり・著作権について
視聴する映像、音声等の著作物は個人で楽しむ場合を除き、著作権利者の許諾を得ないでディスクに複製 (録音、
録画、静止画含む)、配布、配信することは、著作権法で禁止されていますので、視聴にあたり十分ご注意ください。

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。

知的財産権について
■■商標について

本紙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。
• Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
• Wi-Fi、WPA、WPSは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
• Microsoft®、Windows®、Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7は、米国Microsoft 

Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
• Android、Androidロゴ、Google、GoogleロゴおよびGoogle Playは、Google Inc.の登録商標または商標です。
• Apple、Appleロゴ、Mac、Mac OSは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。商標「iPhone」

は、アイホン株式会社の許諾を受けて使用しています。
• IOSは米国その他の国におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されて

います。
• HDMI（High-Definition Multimedia Interface）およびHDMIのロゴは、HDMI Licensing, LLCの商標

または登録商標です。

■■オープンソースソフトウェアについて
• 本製品は、オープンソフトウェアまたはその他のGNU Library/Lesser General Public License 

(LGPL) 及び／またはその他の著作権ライセンス、免責条項、ライセンス通知の適用を受ける第三者のソフ
トウェアを含みます。

主な仕様
■■本体

質量 約250g
サイズ（幅×高さ×奥行き） 約100mm×33mm×100mm
インターフェース AV入力  1系統／HDMI入力  1系統／HDMI出力  1系統／microUSB 1系統
消費電力 約5W
電源 DC 5.0V、1.0A
対応周波数 2.4GHｚ帯
通信方式 無線LAN （IEEE802.11b/g/n準拠）

■■ACアダプタ

入力 AC100V～240V、50/60Hz
出力 DC 5.0V、2.0A
サイズ（幅×高さ×奥行き） 約38mm×38.5mm×39.5mm
周囲温度 5℃～35℃
周囲湿度 35％～85％
ケーブルの長さ 約1m
質量 約60g

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先番号
お客さまセンター（通話料無料）
年中無休／オペレータ対応は9:00～20:00

一般電話からは  0077-7-111
au電話からは 局番なしの157番
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）

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
製造元：株式会社KDDIテクノロジー
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