
はじめてガイド

ディスプレイ

電源コネクタ
差込口

SDメモリカードスロット

リモコン受光部
リモコンからの信号を受信します。
前に物などを置いて受光部をさえぎらないでください。
本体とリモコンの距離は5m以内（正面距離）でご使用ください。

電源ランプ
消灯 ： 本体電源OFF／本体電源ON・ディスプレイ点灯
緑色点灯 ： 本体電源ON・ディスプレイ消灯
緑色点滅 ： 通信中

本体前面 本体側面

ボタン電池を入れる
1 リモコン底面の電池ホルダを引き抜く
2 （＋）（－）の向きに注意して、同梱されている
ボタン電池を電池ホルダにセットする

3 電池ホルダを矢印の方向にまっすぐに
「カチッ」と音がするまで差し込む

1 2

3

リモコン背面

電池ホルダ

1 2

3

リモコン背面

電池ホルダ

リモコン発光部
リモコンご使用時に発光部を指などで
おおわないようにしてください。

クリアボタン c
メニューなどの表示を1段階前に
戻します。
スライドショー一時停止中は、
スライドショーを再開します。

電源ボタン p
ディスプレイの点灯
／消灯に使用します。

ホームボタン Hht
ホーム画面を表示するときに
使用します。
ホーム画面からスライドショー
に戻るときも使用します。上下ボタン ud

メニューなどの選択項目を
上下方向に移動します。
スライドショー一時停止中は、
写真を90°回転します。

左右ボタン lr
メニューなどの選択項目を
左右方向に移動します。
スライドショー一時停止中は、
前後の写真を表示します。

決定ボタン o
メニュー項目など選択項目を
決定します。
スライドショー表示中は、スライ
ドショーを一時停止します。

電池ホルダ

ハンドストラップ
取付口

リモコン上面

リモコン前面

SDメモリカードの取り付け／
取り外し
SDメモリカードを取り付ける

1 SD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
ゆっくり差し込む

1 切り欠き

SDメモリカード
スロット

SDメモリカードを取り外す

1 SDメモリカードを
「カチッ」と音がするまで
ゆっくり押し込む

2 SDメモリカードが少し出て
きたら、ゆっくり引き抜く

1
2

PHOTO-Uとは…
携帯電話やパソコンから送られてきた写真を表示できるデジタルフォトフレームです。

免責事項および安全上のご注意
ご使用前に必ず『取扱説明書』の「免責事項」および「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

● リモコン● PHOTO-U本体

箱の中身をご確認ください

メールアドレス記入欄

　　　　　　　　　　　　　　　　@photo-u.jp
PHOTO-Uのメールアドレスは、スライドショー表示中にH htを押すと確認できます。

1 各部の名称と機能

◎ 受信した写真は、PHOTO-U本体に保存されます。SDメモリカードに保存されている写真を表示したり、本体とSDメモリカード間でデータの
コピー／移動を行う場合は、SDメモリカードをご用意ください。

◎ SD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。
◎ スタンドは、止まる位置まで確実に起こしてご使用ください。起こしかたが不十分な場合、本体が転倒する原因となります。
◎ スタンドを起こす際に、無理に力を入れたり、ひねったりしないでください。破損の原因となります。
◎ 本製品は、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。

スタンドの使いかた
1 スタンドの突起部分に爪などをかけ、
スタンドを手前に起こす

突起部分

1

この状態で、横向き・縦向きのどちらでも設置できます。

電源ボタン P
本体の電源ON／OFFに
使用します。

決定ボタン RO（青色）
クリアボタン RC（赤色）

スタンド

スピーカー

本体背面

2 電源を入れる／切る

本体の電源を入れる

電源ボタン 3

12

電源コネクタ差込口

電源コネクタ

ACアダプタ

1 付属品のACアダプタの電源コネクタを、本体側面の電源コネクタ差込口に差し込む

2 ACアダプタの電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

3 本体のPを押す
ディスプレイが点灯し、スライドショーが表示されます。
本体の電源を切るときは、本体のPを約3秒以上押します。

3 スライドショーを表示する
スライドショーでは、本体のデータフォルダまたはSDメモリカードに保存されている写真を表示できます。
本体の電源を入れると、自動的にスライドショーが表示されます。

1 本体のPを押す

◎ 本体内の写真とSDメモリカード内の写真を同時にスライドショー表示することはできません。「再生ファイルの選択」（▶『取扱説明書』P.22）で
選択したどちらか一方に保存されている写真のみとなります。

◎ メール受信した写真やSDメモリカードに保存された写真がない場合は、あらかじめ本体に登録されているサンプル写真が表示されます。

スライドショー開始スライドショー開始

ディスプレイを点灯／消灯する

電源
ボタン

1
1

本体前面の電源ランプが緑色に点灯している
ことを確認し、リモコンのpを押す

ディスプレイが点灯します。
ディスプレイを消灯するときも、リモコンのpを押します。

電源ランプ消灯電源ランプ点灯

電源
ボタン

1
1

本体前面の電源ランプが緑色に点灯している
ことを確認し、リモコンのpを押す

ディスプレイが点灯します。
ディスプレイを消灯するときも、リモコンのpを押します。

電源ランプ消灯電源ランプ点灯

こんな画面が表示されたときは
PHOTO-Uの電源を入れたとき、右の画面が表示される場
合は、PHOTO-Uの初期設定を行ってください。初期設定の
方法については、『取扱説明書』の「PHOTO-Uの初期設定を
行う」（▶P.13）をご参照ください。

4 ホーム画面について
スライドショー表示中にHhtを押すと、ホーム画面が表示されます。
ホーム画面では、左側にデータの保存場所や種類などの選択メニュー、
右側にデータの一覧が表示されます。左側の各選択メニュー項目に
カーソルを移動しoを押して、設定の変更ができます。右側の各データ
を選択してoを押すと、データをプレビューできます。
ホーム画面からスライドショーに戻るときは、もう一度Hhtを押します。

◎ スライドショーの一時停止中、写真の詳細表示中、グリーティングカードやFlash®コンテンツ表示中に H htを押してホーム画面を表示すること
ができます。

◎ が表示されているときは、サービスエリア外か電波の弱い場所のため、メールを受信できません。 が消える場所まで本体を移動させて
ください。

未読メールの件数

メールアドレス

選択しているデータは、青色の枠が表示されます。

本体内データとSDメモリーカード内
データを切り替えます。
表示するデータの種類を選択できます。
データの表示順序を変更できます。
メニュー画面を表示します。（▶『取扱説明書』P.29）
データの状態を示すアイコン

電波の強さ

△△□□@photo-u.jp

：未読のデータ ：期限切れのデータ

：強　　　：中　　　：弱　　　：微弱　　　　：圏外

未読メールの件数

メールアドレス

選択しているデータは、青色の枠が表示されます。

本体内データとSDメモリーカード内
データを切り替えます。
表示するデータの種類を選択できます。
データの表示順序を変更できます。
メニュー画面を表示します。（▶『取扱説明書』P.29）
データの状態を示すアイコン

電波の強さ

△△□□@photo-u.jp

：未読のデータ ：期限切れのデータ

：強　　　：中　　　：弱　　　：微弱　　　　：圏外

● ACアダプタ

● リモコン用
ボタン電池
（CR2032）
※ 試供品

● はじめてガイド
 （本書）

はじめてガイド
PHOTO-Uとは…
携帯電話やパソコンから送られてきた写真を表示できるデジタルフォトフレームです。

免責事項および安全上のご注意
ご使用前に必ず『取扱説明書』の「免責事項」および「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。

● リモコン● PHOTO-U本体

箱の中身をご確認ください

メールアドレス記入欄

　　　　　　　　　　　　　　　　@photo-u.jp
PHOTO-Uのメールアドレスは、スライドショー表示中に Hhtを押すと確認できます。

● ACアダプタ

● リモコン用
ボタン電池
（CR2032）
※ 試供品

● はじめてガイド
 （本書）

● ご使用上の注意

● 取扱説明書

Read this manual To master 

the PHOTO-U DIGITAL PHOTO FRAME

取扱説明書

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

データの管理

各種設定

付録／索引

● 保証書

保証書 （持込み修理）

品　名 デジタルフォトフレーム　本体（注）

機種名 PHOTO-U SP01（型式名称 CDMA 01PT）
製造番号※
保証期間 お買い上げ日より１年

お買い上げ日※ 年　　 月　　 日

お客様

お名前 様ご住所

電話番号
● 本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容（写真やメールなどの内容）が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、別にデータのコピーを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を負いかねますので、予めご承知ください。

● 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無償修理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）お客様センター（右記）及び、auショップ、PiPit等にお問合せください。

販売店※

店名・住所

電話番号
※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

（注） ・ リモコン、ACアダプタ等の付属品は無償修理保証の対象外です。 ・ 修理の際、弊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。 ・ お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

■発売元 KDDI株式会社 　東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号

 沖縄セルラー電話株式会社 　沖縄県那覇市久茂地１丁目７番１号

 auお客様センター   0077-7-113
■製造元 Pantech Co., Ltd.

※ 同梱されているボタン電池は動作確認用の試供品です。お早めに新しいボタン電池と交換してください。

● 写真送信
ガイド

お取り扱いにはご注意ください本機は精密機器です。無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、下記の点に特にご注意ください。外圧など取り扱い上の過失による液晶画面や内部基板などの破損が原因の故障修理は保証期間内でも有償となります。■   落下させるなど、強い衝撃を与えないでください。 ■   濡らしたり、水没させたりしないようにご注意ください。■   カバンの中に入れる場合は重いものの下にならないようにご注意ください。

ACアダプタについてPHOTO-U SP01ACアダプタ01（01PTPQA）は、日本国内家庭用AC100V専用品です。海外では使用しないでください。

SDメモリカードについてPHOTO-U SP01には、“SDメモリカード”は同梱されておりません。市販品をご利用ください。PHOTO-U SP01でご利用いただける“SDメモリカード”、および“SDメモリカード”に保存できるデータの種類などの詳細については、付属の『取扱説明書』をご参照ください。乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。“SDメモリカード”には表裏／前後の区別があり、無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損する恐れがあります。正しい方向でPHOTO-U SP01の“SDメモリカード”スロットに平行になるように挿入してください。

SDメモリカードスロット

本体側面

切り欠き

● ご使用上の注意

● 取扱説明書

Read this manual To master 

the PHOTO-U DIGITAL PHOTO FRAME

取扱説明書

安全上のご注意

目次

ご利用の準備

基本操作

データの管理

各種設定

付録／索引

● 保証書

保証書 （持込み修理）

品　名 デジタルフォトフレーム　本体（注）

機種名 PHOTO-U SP01
（型式名称 CDMA 01PT）

製造番号※
保証期間 お買い上げ日より１年

お買い上げ日※ 年　　 月　　 日

お客様

お名前
様

ご住所

電話番号
● 本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容
（写真やメールなどの内容）が変化、消失するおそれがありま
す。情報内容は、別にデータのコピーを取るなど必ずお控え
ください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求
につきましては、一切責任を負いかねますので、予めご承知
ください。

● 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで無償修理を
お約束するものです。従って、本書によって保証書を発行
している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対する
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証
期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI（株）・沖縄
セルラー電話（株）お客様センター（右記）及び、auショップ、
PiPit等にお問合せください。

販売店※

店名・住所

電話番号
※ 印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認
ください。

（注） ・ リモコン、ACアダプタ等の付属品は無償修理保証の
対象外です。

 ・ 修理の際、弊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。

 ・ お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間
内のサービス活動のために記載内容を利用させて
いただく場合がございますので、ご了承ください。

■発売元 KDDI株式会社
 　東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号

 沖縄セルラー電話株式会社
 　沖縄県那覇市久茂地１丁目７番１号

 auお客様センター   0077-7-113
■製造元 Pantech Co., Ltd.

ボタン操作の表記について

本書では、リモコンのボタン操作を基本に説明しています。
本体のボタンを使用する場合は、「本体の RO（青色）」のように明記し
ています。特に記載がない場合は、リモコンのボタン操作となります。

リモコン背面

※ 同梱されているボタン電池は動作確認用の試供品です。お早めに新しいボタン電池と交換してください。

● 写真送信
ガイド

 写真送信ガイド
 に写真を送ろう！

本書では、PHOTO-Uに写真を送信する方法をご説明します。
基本的な写真の送信方法に加えて、写真を送信するときに設定できる便利な機能もご紹介します。

1 写真を送る
携帯電話やパソコンからPHOTO-Uへ
写真を送信します。

2 お届け確認メール
PHOTO-Uでメールを開いたことが
わかる「お届け確認メール」を受け取り
たいときの送信方法です。 お届け確認

3 表示日時指定メール
PHOTO-Uで写真が表示される日時を
指定したいときの送信方法です。

指定された日時に
新着メール通知

※ PHOTO-Uをはじめてご使用になるときは、『はじめてガイド』からお読みください。
 PHOTO-Uの詳しい操作方法や設定方法については、『取扱説明書』をご参照ください。
※ 本書に掲載されている画面は、イメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

お取り扱いにはご注意ください
本機は精密機器です。無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、下記の点に特にご注意くだ
さい。外圧など取り扱い上の過失による液晶画面や内部基板などの破損が原因の故障修理は保証期間内で
も有償となります。

■   落下させるなど、強い衝撃を与えないでくだ
さい。

■   濡らしたり、水没させたりしないようにご注意
ください。

■   カバンの中に入れる場合は重いものの下に
ならないようにご注意ください。

ACアダプタについて
PHOTO-U SP01ACアダプタ01（01PTPQA）は、日本国内家庭用AC100V専用品です。海外では
使用しないでください。

SDメモリカードについて
PHOTO-U SP01には、“SDメモリカード”は同梱されておりません。市販品をご利用ください。
PHOTO-U SP01でご利用いただける“SDメモリカード”、および“SDメモリカード”に保存できるデータ
の種類などの詳細については、付属の『取扱説明書』をご参照ください。
乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合
があります。
“SDメモリカード”には表裏／前後の区別があり、無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損
する恐れがあります。正しい方向でPHOTO-U SP01の“SDメモリカード”スロットに平行になるように
挿入してください。

SDメモリカード
スロット

本体側面

切り欠き



5 携帯電話からPHOTO-Uへ写真を送る
携帯電話から送信された写真付きのメールをPHOTO-Uで受信することができます。

携帯電話からPHOTO-Uへ写真を送る流れ

PHOTO-Uのメールアドレスを確認する（▶「4 ホーム画面について」）

携帯電話で写真を撮影する

撮影した写真をメールに添付してPHOTO-Uに送る

PHOTO-Uでメールを受信して写真を表示する

各手順の詳細については、右記および下記の説明をご参照ください。

PHOTO-Uへパソコンから写真を送るときは…
パソコンのメールソフトなどを利用して写真を添付したメールを
作成し、PHOTO-Uのホーム画面（▶「4 ホーム画面について」）に
表示されるアドレス宛に送信してください。
メールの作成、写真の添付方法は、各メールソフトにより異なり
ます。お使いのメールソフトの「ヘルプ」機能などをご参照ください。
※ お買い上げ時は、メールフィルターの設定により、携帯電話の
メールのみ受信可能になっています。PHOTO-Uサポートサイ
ト（▶「6 携帯電話やパソコンからPHOTO-Uのメールアドレ
スの変更、メールフィルターの設定などを行う」）でメールフィ
ルターの設定を変更してください。

5-1 携帯電話で写真を撮影する
PHOTO-Uへ送信する写真を携帯電話のカメラで撮影します。

1 携帯電話のカメラを起動する

2 写真を撮影する

5-2 撮影した写真をメールに添付してPHOTO-Uに送る
携帯電話で撮影した写真をメールに添付してPHOTO-Uへ送信します。

1 Eメールを作成して写真を添付する

2 PHOTO-Uのメールアドレス宛にメールを
送信する

◎ 写真の撮影、メールの作成、写真の添付方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。
◎ 写真が添付されていないメールは、PHOTO-Uで受信できません。
◎ PHOTO-Uで表示可能なメール・写真の形式については「8 PHOTO-Uで表示可能なメール・写真の形式」をご参照ください。
◎ 携帯電話やパソコンから送信した写真は、サーバで最適なサイズに圧縮され、PHOTO-Uに配信されます。

本文
本文を入力

添付
PHOTO-Uへ送信する写真を添付

件名
件名を入力

宛先
PHOTO-Uのメールアドレスを入力

本文
本文を入力

添付
PHOTO-Uへ送信する写真を添付

件名
件名を入力

宛先
PHOTO-Uのメールアドレスを入力

5-3 PHOTO-Uでメールを受信して写真を表示する
写真が添付されたメールが届き、受信が完了すると新着メール受信画面が表示されます。

メール受信音

♪
写真

電源ランプ点滅

1メールを受信中 3oを押す2メール受信完了 4cを押す

受信が完了すると、新着メール通知画面と
メール受信音でお知らせします。

メールの受信中は、電源ランプが点滅します。

送信者名

件名

本文

受信メール詳細画面が表示されます。
本文が長い場合は、udを押すと
スクロールできます。

5oを押す

スライドショーに戻ります。

受信日時

◎ 受信メール詳細画面で写真にカーソルがある状態でoを押すと、写真がプレビューできます。
◎ 複数の写真が添付されたメールを受信した場合、受信メール詳細画面でlrを押して写真を選択できます。
◎ フレームやエフェクトが添付されたメールを受信した場合、受信メール詳細画面でフレームやエフェクトを選択しoを3回押すとフレームやエフェ
クトを設定できます。

◎ Flash®コンテンツやグリーティングカードを受信した場合、操作3を行うと、Flash®コンテンツやグリーティングカードの内容が表示されます。
◎ メール開封確認操作（操作3）を行うと、メールの送信者から「お届け確認メール」の要求があった場合はメールの送信者に「お届け確認メール」を
自動的に返信します。

◎ メールを送信するときに「差出人名称」を設定すると、PHOTO-Uでメールを受信した際に「差出人」欄に設定した名称が表示されます。

6 携帯電話やパソコンからPHOTO-Uのメールアドレスの変更、メールフィルターの設定などを行う
携帯電話やパソコンからPHOTO-Uサポートサイトにアクセスして、PHOTO-Uのメールアドレスの変更やメール
フィルターの設定、PHOTO-U本体の一部機能の遠隔設定など、各種設定ができます。
パスワードを発行する
PHOTO-Uで、PHOTO-Uサポートサイトにログインするためのパスワードを発行します。
1 スライドショー表示中にHhhtを押す

2［メニュー］を選択して
oを押す

3［携帯/PCサイトで設定］を
選択してoを押す

PHOTO-Uサポートサイトの
URLとパスワードが表示され
ます。

7 PHOTO-Uへ送る写真を撮影するときのポイント
PHOTO-Uでの表示に適しているのは、横縦比が5:3の写真です。
携帯電話のカメラの設定で写真サイズをワイド（横縦比 5：3）にしてください。
その他の写真サイズに設定した場合、写真の上下または、左右に黒い帯が表示されることがあります。

横縦比5:3（ワイド）
400×240、800×480など

5

3

PHOTO-Uを設置している向きに合わせて写真を撮影してください。

PHOTO-Uを横向きに設置している場合 PHOTO-Uを縦向きに設置している場合

携帯電話を横向きに持って写真を撮影する 携帯電話を縦向きに持って写真を撮影する

◎ 写真サイズの設定は、お使いの携帯電話により異なります。設定については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。
◎ お使いの携帯電話によっては、写真サイズをワイドに設定できなかったり、写真サイズの設定ができないものもあります。

携帯電話からPHOTO-Uを設定する
携帯電話でPHOTO-Uサポートサイトにアクセスして設定を行います。
パソコンで設定する場合もhttp://www.photo-u.jp/にアクセスして同様の設定が行えます。
設定が完了すると、PHOTO-U本体に「設定完了通知」が届きます。
4 携帯電話でPHOTO-Uサポートサイトにアクセスする
携帯電話から下記URLにアクセスしてください。
PHOTO-Uサポートサイト：http://www.photo-u.jp/

5 ご利用規約を
読んだ後、
［承諾する］を
選択する

各種設定を
行ってください。

7 PHOTO-U
メールアドレス、
パスワードを入力
して［決定］を
選択する

6［PHOTO-U
設定］を
選択する

※画像はイメージです。サイトの内容は、予告なく変更される場合があります。

※右記のQRコードもご利用いただけます。

4 携帯電話でPHOTO-Uサポートサイトにアクセスする
携帯電話から下記URLにアクセスしてください。
PHOTO-Uサポートサイト：http://www.photo-u.jp/

5 ご利用規約を
読んだ後、
［承諾する］を
選択する

各種設定を
行ってください。

7 PHOTO-U
メールアドレス、
パスワードを入力
して［決定］を
選択する

6［PHOTO-U
設定］を
選択する

※画像はイメージです。サイトの内容は、予告なく変更される場合があります。

※右記のQRコードもご利用いただけます。

8 PHOTO-Uで受信・表示可能なメール・写真の形式

メール

形式
テキスト
HTML（デコレーションメール・パソコンのHTMLメール）
※ 絵文字も受信・表示可能（他社の携帯電話などの絵文字を除く）

件名 全角50／半角100文字
本文 全角5,000／半角10,000文字

メールサイズ 最大10MB
※添付ファイルを含むエンコード後のメールサイズ

添付データ
添付データ名：半角40文字以内
添付データ数：最大10データ
ファイル形式：JPEG、GIF
※アニメーションGIFは最初のフレームのみ表示

写真
JPEG（4,896ドット×3,264ドット、3MBまで）
GIF（1,600ドット×1,200ドット、1MBまで）
※アニメーションGIFは最初のフレームのみ表示

お問い合わせ先番号 auお客様センター

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・故障・操作方法について
（通話料無料）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）

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：Pantech Co., Ltd.

2010年10月第2版

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）

本製品はAdobe Systems 
Incorporated の Flash® Lite™テクノ
ロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLite および
Macromedia は Adobe Systems 
Incorporated（アドビ システムズ社）の
米国ならびにその他の国における
商標または登録商標です。

カスタモ for PHOTO-Uのご紹介
カスタモ for PHOTO-Uでは、フレーム、グリーティングカードなどのコンテンツを購入できます。
携帯電話やパソコンからカスタモ for PHOTO-Uにアクセスしてください。
※ 携帯電話でアクセスする場合、パケット通信料がかかります。

URL：http://dpf.custamo.com/　　    

PHOTO-Uサポートサイトの主な設定項目は下記の通りです。
その他、詳しい設定内容は、PHOTO-Uサポートサイトでご確認ください。

設定項目 内容
PHOTO-Uメールアドレス・
パスワード変更

PHOTO-Uのメールアドレス、パスワードを変更します。

メールフィルター設定 パソコンからのEメールを受信したり、特定の送信者からのEメールを拒否するなど、メールフィル
ターの設定をします。

遠隔設定 画面設定などPHOTO-U本体の設定をします。
連絡先設定 連絡先メールアドレス、お届け確認メールなどを設定します。

◎ 携帯電話でPHOTO-Uサポートサイトにアクセスする場合、パケット通信料がかかります。
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