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ごあいさつ
このたびは、PHOTO-U SP01（フォト ユー）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』および『はじめてガイド』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』および『はじめて
ガイド』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センター
までご連絡ください。

auホームページで『取扱説明書』および『はじめてガイド』がダウンロードでき
ます。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

安全上のご注意
PHOTO-Uをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」（▶P.1）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、本書の「故障とお考えになる前に」（▶P.34）
で症状をご確認ください。

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させると、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。
• 本製品はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い
通信品質を維持し続けます。したがって、通信中この極限を超えてしま
うと、突然通信が途切れることがあります。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
性がないとはいえませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式
は通信上の高い秘話機能を備えております。）
• 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
受けていただくことがあります。

• 「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、本製品の電源を入れた
ときにお客様が利用されている本製品の製造番号情報を自動的に
KDDI（株）に送信いたします。
• 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。
• 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。

掲載されているイラスト・画面表示について
本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる
場合があります。また、「フォトフレームの向き」（▶P.30）の設定に
よって表示される画面が異なりますが、本書では「ヨコ置き」の画面で
説明しています。あらかじめご了承ください。

SDメモリカードの表記について
本書では「SD™メモリカード（市販品）」および「SDHC™メモリカード
（市販品）」の名称を「SDメモリカード」と表記しています。

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』および『はじめてガイド』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。

◎ 当社が関与していない接続機器、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、本製品または、SDメモリカード
（市販品）に登録したデータ（写真やメールなど）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SDメモリカード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、故障や障が
い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。
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安全上のご注意
■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
● この「安全上のご注意」にはPHOTO-U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

危険
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。

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

注意
この表示は「人が傷害（※2）を負う可能性が想定され
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、または治療
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

行ってはいけない（禁止）
内容を示しています。

水に濡らしてはいけない
（禁止）内容を示していま
す。

分解してはいけない（禁
止）内容を示しています。

必ず実行していただく
（強制）内容を示していま
す。

濡れた手で扱ってはいけ
ない（禁止）内容を示して
います。

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。

■ PHOTO-U本体、リモコン、ACアダプタ、
リモコン用ボタン電池共通

危険 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。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用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。
PHOTO-U SP01専用周辺機器：
PHOTO-U SP01リモコン01（01PTNBA）
PHOTO-U SP01ACアダプタ01（01PTPQA）

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やガソリンス
タンドでの給油中など引火性ガスの発生するような場所での使用や放
置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

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。ガスに引火するおそれが
あります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・
故障・火災の原因となります。

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。

電源コネクタ差込口やその他接続端子をショートさせないでください。
また、電源コネクタ差込口やその他接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆
の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災
や故障の原因となる場合があります。

金属製のものが通電中の電源コネクタやSDメモリカードスロット、
特にACアダプタの電源プラグなどに触れないように十分ご注意くださ
い。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・
傷害の原因となります。万一、改造などによりPHOTO-U本体や周辺機
器などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）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。
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警告 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。

電源コネクタ差込口やその他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、ディスプレイ部が割れたり、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ことがあります。auショップもし
くはauお客様センターまでご連絡ください。
水など液体をかけないでください。また、水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
外となり有償修理になります。
リモコンの発光部を目に向けてリモコンの各ボタンを押さないでくだ
さい。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の機器に
向けてリモコンを操作すると誤動作するなどの影響を与えることがあ
ります。

リモコンの電池ホルダの取り付け・取り外しの際に必要以上に力を入れない
でください。ボタン電池が飛び出すなどして、けがや故障の原因となります。

注意 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。

直射日光のあたる場所（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。変形や故
障の原因となる場合があります。
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでくださ
い。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注
意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。
火災や故障の原因となります。
乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品やリモコン
用ボタン電池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。

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、指示通りに
使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

外部から電源が供給されている状態のPHOTO-U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。

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。

SDメモリカード（市販品）を挿入状態から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。

SDメモリカード（市販品）は、指定品以外のものを使用しないでくださ
い。指定品以外のものを使用した場合、故障・内部データ消失の原因とな
ります。当社規準において動作確認したSDメモリカードは、以下の通り
です。その他のメモリカードの動作確認については、各SDメモリカード
の発売元へお問い合わせください。

発売元 SD
2GB

SDHC
4GB

SDHC
8GB

SDHC
16GB

東芝 ○ ○ ○ ○
Panasonic ○ ○ ○ ○
ソニー ー ○ ○ ー
SanDisk ○ ○ ー ○

○：動作確認済み　－：未確認または未発売　2010年5月現在
※ 2010年5月現在発売されているSDメモリカードで動作確認を行っています。動作
確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様
センターまでお問合せください。

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。

リモコンの電池ホルダを外したまま放置・保管しないでください。リモ
コン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異常
が起きたら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、auショッ
プもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破
損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様セ
ンターまでご連絡ください。
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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。PHOTO-Uで使用している各部品の材質は以下の
通りです。

PHOTO-U本体
使用箇所 使用材質 表面処理

外装ケース（外側） PC樹脂 アクリル系UV 硬化塗装処理
外装ケース（ディスプレイパネル側） PC樹脂 ―
電源ボタン、決定ボタン、
クリアボタン

PC樹脂 アクリル系UV 硬化塗装処理

スタンド PC樹脂 アクリル系UV 硬化塗装処理

リモコン
使用箇所 使用材質 表面処理

外装ケース ABS樹脂 ―
発光部 アクリル樹脂

（PMMA）
―

電源ボタン、ホームボタン、
上下ボタン、左右ボタン、
決定ボタン、クリアボタン

PET樹脂 シルク印刷

■ PHOTO-U本体について

警告 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。

航空機内での電波を発生する電子機器の使用は法律で禁止されていま
す。PHOTO-U本体の電源をお切りください。

高精度な電子機器の近くでは、PHOTO-U本体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・その他医療用電子機器・火災
報知器・自動ドアなど。医療用電子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療用電
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、本製品を心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離して携行
および使用してください。

2. 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、本製品の電
源を切るよう心がけてください。

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、PHOTO-U本体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療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。
• 医療機関が個々に電波を発生する電子機器の使用禁止、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
以外の医療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。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり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、事前に医師と相談してください。

注意 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。

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付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。

SD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。

心臓の弱い方はメール受信音の音量の設定にご注意ください。心臓に
影響を与える可能性があります。

スタンドを閉じるときは、指や物を挟まないようにご注意ください。
傷害やスタンドなどの破損の原因となります。

スピーカー部の吸着物にご注意ください。画鋲やピン、カッターの刃、ホチ
キスの針などの金属物が付着していると、思わぬけがをすることがあり
ます。ご使用の際は、スピーカー部に異物がないか必ず確認してください。

SDメモリカード（市販品）の取り付け、取り外しの際、急に離したりせ
ず、指定の方向に最後まで押し込んでください。また、顔を近付けない
でください。カードが勢いよく飛び出し、けがやカードの破損の原因と
なります。
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■ ACアダプタについて

警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電
などのおそれがあります。
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。

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。日本国内家庭用AC100Vを使用してください。
単相200Vでの使用あるいは海外旅行用変圧器を介しての使用は行わ
ないでください。

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。傷んだACアダプタやゆるんだコンセントは使用しないでくだ
さい。

ACアダプタの電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ
張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは
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。

雷が鳴り出したらACアダプタの電源プラグに触れないでください。
落雷による感電などの原因となります。

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
抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

お手入れをするときには、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すると、感電やショートの原因と
なります。また、ACアダプタの電源プラグに付いたほこりは拭き取って
ください。そのまま放置すると火災の原因となります。

水やペットの尿など液体が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。

注意
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・
故障・物的損害などのおそれがあります。
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。

風呂場など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
き差ししたりしないでください。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抜くときは、必ず電源プラグを持って抜い
てください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

■ リモコン用ボタン電池について
PHOTO-Uのリモコン用ボタン電池はリチウム電池です
誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。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。

共通の注意事項
「PHOTO-U本体、リモコン、ACアダプタ、リモコン用ボタン電池共通」（▶P.1）
についても、必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険
誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の
おそれがあり危険です。
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。

必ず指定のボタン電池「CR2032」をご使用ください。指定以外のボタ
ン電池を使用した場合、発熱・発火・故障・漏液の原因となります。

充電しないでください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。

ボタン電池の（＋）（ー）をショートさせないでください。

ボタン電池をリモコンに入れるときは、正しい向きで装着してくださ
い。誤った向きに装着すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、
うまく装着できないときは無理をせず、向きを十分確認してから接続し
てください。

釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。
発火や破損の原因となります。

持ち運ぶときや保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）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。
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落としたり、踏みつけたり、破損や漏液したボタン電池を使用しないで
ください。発火・発熱・破裂の原因となります。

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。ボタン
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。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるので
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
あるので、こすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。

ボタン電池の誤飲にご注意ください。特に小さなお子様のいるご家庭で
は、手の届かない所へ保管するなど、ご注意ください。万一、飲み込んだ
場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

漏液したり、異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏液
した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

ボタン電池を水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、
濡れた手でボタン電池を交換しないでください。感電・発熱・破裂・発火
の原因となります。

ペットがボタン電池に噛みつかないようにご注意ください。ボタン電池
の漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

ボタン電池には寿命があります。リモコンのボタンを押しても本製品が
作動しない場合には、寿命ですので、ご使用をおやめになり、指定の
新しいボタン電池をご購入ください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となり
ます。なお、電池寿命は使用状態などによって異なります。

取扱上のお願い
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。
■ PHOTO-U本体、リモコン、ACアダプタ、リモコン用ボタン電池共通
● 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因とな
りますので、カバンなどに入れるときは、中で重い物の下になったりしないよ
う、ご注意ください。また、リモコンをズボンやスカートのポケットに入れた
まま座らないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

● ボタンの表面を爪や鋭利な物、硬い物などで強く押しつけないでください。
傷の発生や破損の原因となります。

● 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（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。

● 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アル
コール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので
使用しないでください。

● 一般電話・テレビ・ラジオなど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。また、他の機器
に向けてリモコンを操作すると、誤動作などの影響を与えることがあります。

● ご使用中に温かくなることがありますが異常ではありません。

● ACアダプタはPHOTO-U本体の電源を切ってから取り外してください。電源
を切らずにACアダプタを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するお
それがあります。

● PHOTO-U本体のリモコン受光部やリモコンの発光部にシールなどを貼らな
いでください。

■ PHOTO-U本体について
● PHOTO-U本体背面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が電波法および電気通信事業法により許可されたもの
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。

● PHOTO-U本体やSDメモリカード（市販品）に登録されたデータ（写真やメー
ルなど）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、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
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メールやコンテンツデータ（有料・無料は問わない）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ご注意ください。



6

安
全
上
の
ご
注
意

● 本製品のSDメモリカードスロットには、SDメモリカード（市販品）または
SDHCメモリカード（市販品）以外のものは挿入しないでください。

● 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になりますのでご注意ください。

● スライドショーを長時間連続して表示し続けた場合などは、本体の一部が温か
くなり、長時間皮膚が接触す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。

● スタンド部などに無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり、
反らしたりしてPHOTO-U本体に無理な力が加わると故障や破損の原因と
なりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

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

● 電源コネクタ差込口にACアダプタを接続するときは、電源コネクタ差込口に
対してACアダプタのコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

● 電源コネクタ差込口にACアダプタ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。

● 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。
また、鋭利な物や硬い物などでディスプレイに触れないでください。

 傷の発生や破損の原因となることがあります。

■ リモコン用ボタン電池について
● 夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端な高温や低温環境ではボタン電池
の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、ボタン電池の寿命
も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

● 長期間使用しない場合には、リモコンから外し、高温多湿を避けて保管してく
ださい。

● ボタン電池には寿命があります。リモコンのボタンを押しても本製品が作動
しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しいボタン電池
をご購入ください。なお、電池寿命は使用状態などによって異なります。

● 不要なボタン電池の処分は、お住まいの地域の各自治体の指示に従ってくだ
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アダプタの電源コードをプラグやACアダプタに巻きつけないでくださ
い。感電・発火・火災の原因となります。

■ 著作権・肖像権について
● お客様が本製品で受信した写真などを複製・改変・編集などをする行為は、個人
で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。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場合があ
りますので、そのようなご利用もお控えください。

● 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、
その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を
複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことが
できます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の
変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、
「著作権侵害」「著作者人格侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受ける
ことがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守
のうえ、適切な使用を心がけてください。

● 本製品で受信した写真などをインターネットホームページなどで公開する場
合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

● 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像など
を転送することはできません。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞
● ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした
内容で、重要なものは控え※をお取りください。

 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、
記録内容が消えたり変化することがあります。
※ 控え作成の手段
• 本機で受信した写真など、重要なデータはSDメモリカードなどに保存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。

■ 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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箱の中身をご確認ください
ご使用いただく前に、下記の 同梱物がそろっていることをご確認ください。

●  PHOTO-U本体 ●  リモコン ●  ACアダプタ

●  はじめてガイド

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）

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（01PTP QA）は、日本国内家庭用AC100 V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P HOTO-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.

※ 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

●   リモコン用ボタン電池
（CR2032）※試供品

●  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。

●  ご使用上の注意

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

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.

●  保証書●  取扱説明書（本書）

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

※ 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。
※ SDメモリカードは同梱されていません。

本書で使用する 用語について
 スライドショー
PHOTO-Uに保存されている写真を表示します。複数の写真が保存されている場合は、一定時間ごとに表示する写真を切り替え、
順次表示することができます。
 ホーム画面
写真の一覧を確認したり、PHOTO-Uの設定を確認／変更するときに開く画面です。
 フレーム
スライドショーで表示する写真の周りに額や枠などの絵柄を表示する機能です。
 エフェクト
スライドショーで写真が切り替わるときの切替方法（特殊効果）を変更できる機能です。
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 各部の名称と機能      
■  リモコン

 ボタン電池を入れる／交換する
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（▶P.21）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。スライドショー一時停止中
は、データの詳細画面を表示します。

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

ボタン電池を交換する
左記操作1の後、ボタン電池を取り外して、
操作2で新しいボタン電池をセットしてくだ
さい。
※ 交換するボタン電池は必ず「CR2032」を
ご使用ください。

リモコン背面
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■ 本体    

 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

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

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

本体前面 本体側面

◎ 本体のリモコン受光部とリモコンの発光部が正面に位置していない場合、通信距離が
短くなったり、リモコン操作ができなくなることがあります。

◎ 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。

◎ microSD／miniSDメモリカードをご使用いただく場合は、変換アダプタが必要です。
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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。

◎ 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    
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 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
初回起動時は、初期設定画面（▶P.13）が表示されます
初期設定が完了している場合は、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。

◎ ディスプレイが消灯しているときに、本体のPを押してもディスプレイを点灯できます。
◎ 時刻を指定してディスプレイが自動的に点灯／消灯するように設定できます。設定方法については、「省電力タイマー」（▶P.31）をご参照く
ださい。

◎ 長時間使用しない場合は、本体の電源を切った後、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。
◎ 本体とリモコンの間の距離は5m以内（正面距離）でご使用ください。

 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
ディスプレイを消灯するときも、
リモコンのpを押します。
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PHOTO-Uの 初期設定を行う
PHOTO-Uのお買い上げ後、最初に電源を入れたときには、初期設定画面が表示されます。
サービス申し込みを行い、写真を受信するためのメールアドレスを取得してください。

3 PHOTO-Uお申込み手続き完了画面が
表示されたらoを押す

1 本体のPを押す

2 PHOTO-U回線開通開始画面が
表示されたらoを押す

画面の指示に従い
oを押して設定を
進めてください。

初期設定が完了すると、スライドショーが
表示されます。

◎ サービス申し込みを行わなかった場合、スライドショーの表示はできますが、メールの受信はできません。
◎ サービス申し込みを行わなかった場合、本体を再起動すると再び初期設定画面が表示されます。
◎ 「開通に失敗しました。」と表示された場合は、本体を電波状況の良い場所へ移動させて、初期設定をやり直してください。やり直しても表示
される場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

◎ 操作2～5は本体のRO（青色）でも同じ操作ができます。
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PHOTO-Uの メールアドレスと 電波の 受信状況を確認する
PHOTO-Uに写真を送るためのメールアドレスや電波の受信状況を確認できます。

1 スライドショー表示中に本体のRO（青色）とRC（赤色）を同時に押す
自分のメールアドレス、電話番号、製造番号、ソフトウェアのバージョンなどが表示されます。
電波の受信レベルは、ディスプレイの左上のアイコンで確認できます。
未読メールがある場合には、ディスプレイ右上にアイコンと件数が表示されます。
約60秒経過するか、本体のRC（赤色）またはcを押すとスライドショーに戻ります。

電波の強さ
（受信レベル） 未読メールの件数

メールアドレス

△△□□@photo-u.jp

： 強
： 中
： 弱
： 微弱
： 圏外

◎ 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。

◎ PHOTO-Uの初期設定が完了していない場合、メールアドレスは表示されません。メールを受信するには、PHOTO-Uの初期設定（▶P.13）
を行ってください。

◎ スライドショー表示中に H ht→［メニュー］→［情報表示］→［本体情報表示］からも同じ内容を確認できます。（▶P.32）
◎ PHOTO-Uには電話番号が割り振られていますが、音声電話、テレビ電話、Cメールなどのサービスはご利用いただけません。
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 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」（▶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。
◎ スライドショーの切替時間を変更（▶P.29）したり、スライドショーにフレーム（額・枠）やエフェクト（切替効果）（▶P.27）を設定すること
ができます。また、スライドショーの再生順序をランダム再生（▶P.29）にすることができます。

 次の写真／1つ前の写真を表示する
スライドショーを一時停止して、次の写真／1つ前の写真を見ることができます。

1 スライドショー表示中にoを押す
スライドショーが一時停止します。
一時停止中は画面右下に  が表示されます。

2 rまたはlを押す
rを押したときは、次の写真を表示します。
lを押したときは、1つ前の写真を表示します。
cを押すとスライドショーに戻ります。

スライドショー開始スライドショー開始

l r

1つ前の写真 次の写真スライドショー一時停止

l r

1つ前の写真 次の写真スライドショー一時停止
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 写真を 回転する
写真を90°ずつ回転させることができます。横向きに表示された写真を正しい向きに表示させることができます。

1 スライドショー表示中にoを押す
スライドショーが一時停止します。

2 uまたはdを押す
uを押すと反時計回りに90°、dを押すと時計回りに
90°回転します。
cを押すとスライドショーに戻ります。

◎ 回転させた写真は表示方向が記録され、次回からも回転させた向きでスライドショーが表示されます。

 写真の詳細情報や メールの本文を確認する
スライドショー表示中の写真の詳細情報やメールの本文などを表示することができます。

1 スライドショー表示中にoを押す
スライドショーが一時停止します。

2 oを押す
ファイル名、メールの送信者名／受信日時／件名／本文、
写真撮影時の情報（Exif情報）などが表示されます。
メールの本文が長い場合は、udを押すとスクロール
できます。
cを2回押すとスライドショーに戻ります。

◎ メールの送信者名／受信日時／件名／本文は、メール受信した写真の場合のみ表示されます。
◎ ホーム画面（▶P.21）で写真を選択してoを2回押しても写真の詳細情報やメールの本文を表示できます。

スライドショー一時停止 詳細情報表示

o

スライドショー一時停止 詳細情報表示

o

スライドショー一時停止 時計回りに90°回転

d

スライドショー一時停止 時計回りに90°回転

d
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携帯電話やパソコンからPHOTO-Uへ 写真を送る
PHOTO-Uは、携帯電話やパソコンから送信されたメールを受信できます。

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（▶P.14）
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（▶P.18）

メールアドレス 宛先にPHOTO-Uの
メールアドレスを入力

♪

◎ 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で受信・表示可能なメール・写真の形式については「主な仕様」（▶P.36）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、携帯電話からのメールのみ受信可能になっています。 メールフィルターの設定は、
PHOTO-Uサポートサイト（▶P.28）で変更できます。

◎ 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のメール
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。

◎ 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。
◎ PHOTO-Uでの表示に適している写真は、横縦比が5:3の写真です。その他の写真サイズの場合、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。

◎ 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。
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PHOTO-Uで 写真を 受信したとき
写真が添付されたメールが届くと、受信中は電源ランプが点滅します。
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。

1 メールの受信が完了したらoまたは本体のRO（青色）を押す
受信メール詳細画面が表示されます。
c→oの順に押すとスライドショーに戻ります。

メール受信音♪

受信メール詳細画面新着メール通知画面

o

◎ 受信した写真は、PHOTO-U本体に保存され、「再生ファイルの選択」（▶P.29）が、「全選択」の場合、自動的に写真がスライドショーに追加さ
れます。「個別選択」に設定した場合は、受信メール詳細画面で写真を選択してoを3回押すと、その写真をスライドショーに追加できます。

◎ 新着メール通知画面でcまたは本体のRC（赤色）を押して未読となったメールは、「未読メール確認」（▶P.29）で表示できます。
◎ メールを受信するときに、本体のメモリの空き容量が不足している場合は、「容量がいっぱいです。」とメッセージが表示され、メールを受信
できません。データの移動または削除（▶P.25）を行い、メモリの空き容量を確保してからメールの受信を行ってください。

◎ メール受信時の メール受信音の有無や、 メールを自動的に開封する設定を「メール未読確認、受信設定」（▶P.29）で設定できます。
◎ メールの送信者が「差出人名称」を設定してメールを送信した場合、受信メール詳細画面の「差出人」欄に送信者が設定した名称が表示されます。
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■  受信メール詳細画面での操作
• 写真にカーソルがある状態でoを押すと、写真をプレ
ビューできます。

• 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、フレームやエフェクトにカーソルがある状態でoを押
すと、プレビューできます。プレビュー画面でoを2回押
すと、そのフレーム／エフェクトを設定できます。

• 複数の写真が添付されたメールを受信した場合は、lrで
写真を選択できます。

• メールの本文が長い場合は、udを押すとスクロールでき
ます。

• メールの本文が長い場合は、本体の RC（赤色）RO（青色）を
押してもスクロールできます。本文が短い場合やスクロール
バーが一番上にあるときは、本体の RC（赤色）→RO（青色）
の順に押すとスライドショーに戻ります。

• c→oの順に押すとスライドショーに戻ります。
• 本体の RC（赤色）→ RO（青色）の順に押してもスライド
ショーに戻ります。

• ［設定］を選択してoを押すと、以下の設定ができます。

 受信拒否リストに追加する メールの送信者を受信拒否リストに追加します。
※ 受信拒否リストの内容の確認・編集（削除など）は、PHOTO-Uサポートサイト（▶P.28）の
「メールフィルター設定」で行うことができます。

 文字サイズを設定する ディスプレイに表示される文字サイズを変更します。
画像を 保護する 添付されている写真を誤って削除しないように保護します。

送信者名

写真 設定

件名
本文

受信メール詳細画面

受信日時
送信者名

写真 設定

件名
本文

受信メール詳細画面

受信日時
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 グリーティングカードや Flash®コンテンツを受信したとき
グリーティングカードやFlash®コンテンツを受信したときは、メールを
開くとすぐに内容が表示されます。

1 メールの受信が完了したらoまたは本体のRO（青色）を押す
グリーティングカードやFlash®コンテンツの内容が表示されます。

 お届け確認メールについて
お届け確認メールは、PHOTO-Uでメールを開いたタイミングで、メールを開いたことを送信元にメールでお知らせするサービス
です。
メールの送信者がPHOTO-Uのメールアドレスの@以下を「o.photo-u.jp」に変更してメール送信することにより利用できます。
送信者が、PHOTO-Uサポートサイト（▶P.28）で「お届け確認メールを受取る」にチェックを入れてメールを送信してもお届け
確認用メールを送ることができます。

◎ 「お届け確認メール設定」（▶P.29）でメールの送信者へお届け確認メールを送信しないように設定することができます。
◎ お届け確認メールは“info@photo-u.jp”から届きます。携帯電話やパソコンの メールフィルター設定で“info@photo-u.jp”からのメールを
受信できるように設定してください。

 表示日時指定メールについて
PHOTO-Uで表示される日時を指定して、写真を送ることができます。
表示日時を指定して写真を送るには、PHOTO-Uサポートサイト（▶P.28）で「表示日時を指定する」にチェックを入れて、年月
日、時間を指定してメールを送信してください。

グリーティングカードの例 Flash®コンテンツの例
©2010 LEDRAPLASTIC JAMMY

※画像はイメージです。コンテンツの内容は、予告なく変更される場合があります。
グリーティングカードの例 Flash®コンテンツの例

©2010 LEDRAPLASTIC JAMMY

※画像はイメージです。コンテンツの内容は、予告なく変更される場合があります。
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 ホーム画面について
スライドショー表示中にH ht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。プレビュー画面でcを押すとホーム画面に戻ります。
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。

未読メールの件数メールアドレス電波の強さ

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。
本体／SDカード

表示するデータの種類を選択できます。
写真／グリーティングカード／フレーム／
エフェクト／Flash（R）コンテンツ

データの表示順序を変更できます。
名前昇順／名前降順／撮影日時が新しい順／
撮影日時が古い順／受信日時が新しい順／
受信日時が古い順

メニュー画面を表示します。（▶P.29）

データの状態を示すアイコン
：未読のデータ ：期限切れのデータ

◎ 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®コンテンツなどの表示中にH htを押してもホーム画面を
表示することができます。

◎ ホーム画面で選択したデータの表示順序でスライドショーが表示されます。
◎ 再生ファイルの選択（▶P.22）、データのコピー／移動（▶P.25）、削除（▶P.25）、保護（▶P.26）の際は、データの表示順序の変更はできません。
◎ グリーティングカードやFlash®コンテンツなどで表示期限が設定されているデータは、表示期限を過ぎると期限切れのデータのアイコンが表示
されます。
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 スライドショーで表示する写真を選択する
お好みの写真だけを選んでスライドショーを作成することができます。

1 スライドショー表示中にH htを押す

2 [メニュー]を選択してoを押す

3 [スライドショー]を選択してoを押す

4 [再生ファイルの選択]を選択してoを押す

5 [個別選択]を選択してoを押す
現在スライドショーの対象になっている写真は、
右下に が表示されます。

6 お好みの写真を選択してoを押す
選択した写真には左上に （チェックマーク）が表示
されます。
もう一度oを押すと、選択が解除されます。
複数の写真を選択することができます。

7 [実行]を選択してoを押す
選択した写真だけのスライドショーが表示されます。

◎ 本体内の写真とSDメモリカード内の写真の両方を含めてスライドショーを作成することはできません。どちらか一方に保存されている
写真のみとなります。

◎ SDメモリカード内の写真でスライドショーを作成する場合、操作2の前に、［本体/SD］→［SDカード］を選択し、SDメモリカード内の写真
を一覧表示してください。

◎ 「再生ファイルの選択」を「個別選択」に設定した場合、受信メール詳細画面（▶P.18）で写真を選択してoを3回押すと、その写真をスライド
ショーに追加できます。「全選択」の場合は、受信した写真は自動的にスライドショーに追加されます。

スライドショー設定（個別設定）画面

チェックマーク 現在スライドショーの
対象になっている写真

スライドショー設定（個別設定）画面

チェックマーク 現在スライドショーの
対象になっている写真
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  時計やカレンダーを表示する
スライドショー表示中の画面に時計やカレンダーを表示することができます。
1 スライドショー表示中にHhtを押す
2 [メニュー]を選択してoを押す
3 [画面表示]を選択してoを押す
4 [時計/カレンダー表示]を選択してoを押す
5 時計／カレンダーの種類を選択してoを押す
設定が完了すると、画面表示メニュー画面に戻ります。
H htを2回押すとスライドショーに戻ります。

 Flash®コンテンツを表示する
PHOTO-Uでは、時計やカレンダー、ゲームなどをはじめとする
Flash®を用いた多彩なコンテンツを表示することができます。
1 スライドショー表示中にHhtを押す
2 [データの種類]を選択してoを押す
データの種類の選択メニューが表示されます。

3 [Flash（R）コンテンツ]を選択してoを押す
4 表示するコンテンツを選択してoを押す
Flash®コンテンツが表示されます。
Hhtを押すとホーム画面に戻ります。

デジタル時計 カレンダーデジタル時計 カレンダー

カレンダーコンテンツ
©MTV Networks

時計コンテンツ
※画像はイメージです。コンテンツの内容は、予告なく変更される場合があります。

カレンダーコンテンツ
©MTV Networks

時計コンテンツ
※画像はイメージです。コンテンツの内容は、予告なく変更される場合があります。

Flash®コンテンツは、 カスタモ for PHOTO-Uで
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/ 
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 SDメモリカードを利用する
SDメモリカードについて

PHOTO-Uでは、デジタルカメラや携帯電話などで撮影してSDメモリカードに保存した写真を表示することができます。
PHOTO-Uは、下記のSDメモリカードに対応しています。
• SDメモリカード（最大2GB）
• SDHCカード（最大16GB）
SDメモリカードをご使用の際は、下記の点にご注意ください。
• 読み込み中、書き込み中にSDメモリカードを取り外したり、本体の電源を切ったりしないでください。
 記録したデータが壊れる（消失する）ことがあります。
• 本体にSDメモリカードを取り付けている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えたりしないでください。
 記録したデータが壊れる（消失する）ことがあります。
• SDメモリカードにラベルやシールを貼らないでください。接触不良やデータが消失する原因となることがあります。
 SDメモリカードに保存されている写真を見る
1 SDメモリカードを取り付ける（▶P.10）
2 スライドショー表示中にH htを押す
3 ［本体/SD］を選択してoを押す
［本体］［SDカード］の選択メニューが表示されます。
4 ［SDカード］を選択してoを押す
SDメモリカードに保存されている写真が表示されます。
SDメモリカード内の写真をスライドショーで表示するときは、ホーム画面で
［メニュー］→［スライドショー］→［再生ファイルの選択］を選択し、［全選択］
または［個別選択］でSDメモリカード内の写真を選択してください。

◎ microSD/miniSDメモリカードをご使用いただく場合は、変換アダプタが必要です。
◎ 表示可能な写真の形式については「主な仕様」（▶P.36）をご参照ください。
◎ 本体とSDメモリカード間でデータをコピー／移動することができます。操作方法については、「データを管理する」（▶P.25）をご参照ください。
◎ SDメモリカードに保存されている大きなサイズの写真は、PHOTO-Uでの表示に適したサイズに縮小されて表示されます。
◎ SDメモリカードに保存されている写真のサイズや枚数によっては、一覧表示されるまでに時間がかかる場合があります。
◎ スライドショーやホーム画面の一覧で、SDメモリカード内のデータを表示中にSDカードを抜くと、本体内データに自動的に切り替わります。

SDメモリカード内データ一覧画面SDメモリカード内データ一覧画面
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データを管理する
データを コピー／ 移動する

本体とSDメモリカード間でデータをコピー／移動することができます。
1 スライドショー表示中にHhtを押す
2 ［メニュー］を選択してoを押す
3 ［本体/SDデータ管理］を選択してoを押す
4 ［本体からSDカードへコピー］または［本体からSDカードへ移動］を選択してoを押す
SDカード内のデータを表示している場合は、［SDカードから本体へコピー］／［SDカードから本体へ移動］と表示されます。

5 ［個別選択］を選択してoを押す
［全選択］を選択すると、すべてのデータを選択できます。

6 コピーまたは移動するデータを選択してoを押す
選択したデータには左上に （チェックマーク）が表示されます。もう一度oを押すと、選択が解除されます。
複数のデータを選択することができます。

7 ［実行］を選択してoを押す
移動の場合は、確認メッセージが表示されますのでoを押してください。
データのコピー／移動が完了すると、コピー／移動の選択画面に戻ります。H htを2回押すとスライドショーに戻ります。

◎ メール本文など写真以外のデータはコピー／移動できません。本体からSDカードへコピー／移動する際に、写真以外のデータは破棄されます。
◎ 右下に が表示されているデータは、著作権保護が設定されているため、コピー／移動できません。
◎ 本体からSDカードへコピー／移動した写真は、SDカードに自動的に作成される「PHOTO-U_SP01」フォルダに保存されます。

データを 削除する
本体に保存されているデータを削除できます。
1 スライドショー表示中にHhtを押す
2 ［メニュー］を選択してoを押す
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3 ［削除］を選択してoを押す
4 ［個別選択］を選択してoを押す
［全選択］を選択すると、すべてのデータを選択できます。
5 削除するデータを選択してoを押す
選択したデータには左上に （チェックマーク）が表示されます。もう一度oを押すと、選択が解除されます。
複数のデータを選択することができます。

6 ［実行］を選択してoを押す
7 oを押す
データの削除が完了すると、メニュー画面に戻ります。H htを2回押すとスライドショーに戻ります。

データを 保護する
本体に保存されているデータを誤って削除しないよう保護できます。
1 スライドショー表示中にH htを押す
2 ［メニュー］を選択してoを押す
3 ［保護］を選択してoを押す
4 ［個別選択］を選択してoを押す
［全選択］を選択すると、すべてのデータを選択できます。
現在保護されているデータは、右下に が表示されます。

5 保護するデータを選択してoを押す
選択したデータには左上に  （チェックマーク）が表示されます。もう一度oを押すと、選択が解除されます。
複数のデータを選択することができます。

6 ［実行］を選択してoを押す
データの保護が完了すると、メニュー画面に戻ります。H htを2回押すとスライドショーに戻ります。

◎ データの保護を解除する場合も上記の操作を行い、操作5で保護を解除するデータのチェックマークを外してください。
◎ 保護されたデータを削除するときは、保護を解除してから削除してください。
◎ 「メモリリセット」、「全体リセット」（▶P.32）を行った場合、保護したデータも消去されますので、ご注意ください。
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PHOTO-Uのデザインを変更する
PHOTO-Uでは、スライドショーにフレーム（額・枠）やエフェクト（切替効果）を設定することができます。
 フレームを変更する
1 スライドショー表示中にHhtを押す
2 ［データの種類］を選択してoを押す
データの種類の選択メニューが表示されます。

3 ［フレーム］を選択してoを押す
4 設定したいフレームを選択してoを押す
プレビュー画面が表示されます。

5 oを押す
確認画面が表示されます。

6 oを押す
ホーム画面に戻ります。Hhtを押すと選択したフレームを
合成したスライドショーが表示されます。
 エフェクトを変更する
1 スライドショー表示中にHhtを押す
2 ［データの種類］を選択してoを押す
データの種類の選択メニューが表示されます。

3 ［エフェクト］を選択してoを押す
4 設定したいエフェクトを選択してoを押す
プレビュー画面が表示されます。

5 oを押す
確認画面が表示されます。

6 oを押す
ホーム画面に戻ります。Hhtを押すと選択したエフェクトを
設定したスライドショーが表示されます。

フレームの例 エフェクトの例フレームの例 エフェクトの例

 カスタモ for PHOTO-Uでは、多彩なデザインの
フレームやエフェクトなどを購入できます。
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/ 
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携帯電話やパソコンからPHOTO-Uを設定する
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。
はじめに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H ht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。

ここからは、携帯電話またはパソコンでの操作です。
4 携帯電話またはパソコンでPHOTO-Uサポートサイトにアクセスする
携帯電話またはパソコンから下記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
6 ［PHOTO-U設定］を選択する
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
操作3でPHOTO-Uに表示されたメールアドレス、パスワードを入力してください。

8 PHOTO-Uの各種設定項目を変更する
PHOTO-Uのメールアドレスの変更や本体の各種設定ができます。
詳細はPHOTO-Uサポートサイトにてご確認ください。
設定が完了すると、PHOTO-U本体に「設定完了通知」が届きます。

携帯/PCサイトで設定画面携帯/PCサイトで設定画面

PHOTO-U設定画面
（携帯電話用サポートサイト）

※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。

PHOTO-U設定画面
（携帯電話用サポートサイト）

※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。

◎ 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。
◎ パスワード発行後、24時間以内にPHOTO-Uサポートサイトにログインしなかった場合、そのパスワードは無効となります。再度パスワードを
発行してください。

◎ 2回目以降、PHOTO-Uサポートサイトにアクセスした場合、操作5の画面は表示されません。
◎ パスワードを再発行し、別の携帯電話でPHOTO-Uサポートサイトにアクセスした場合、はじめにPHOTO-Uサポートサイトにアクセスし
た携帯電話からは、ログインできなくなります。はじめにアクセスした携帯電話でPHOTO-Uサポートサイトにログインする場合は、再度
パスワードを発行してください。

◎ 「PHOTO-Uメールアドレス・パスワード変更」、「メールフィルター設定」の一部設定、「表示日時指定メール」は、PHOTO-Uサポートサイト
でのみ設定・変更ができます。

◎ パソコンからPHOTO-Uにメールで写真を送る場合、メールフィルターの設定変更が必要です。「メールフィルター設定」でパソコンからの
メールを受信許可に設定してください。



29

各
種
設
定

 メニュー画面 設定一覧
メニュー画面を表示するには：スライドショーを表示中→H ht→［メニュー］→o

項目 説明 初期値 参照
スライド
ショー

スライドショー開始 スライドショーを開始します。 ― P.15
再生ファイルの
選択

全選択 本体またはSDメモリカード内のすべての写真をス
ライドショーで表示します。

全選択 P.22

個別選択 本体またはSDメモリカード内からお好みの写真だけ
を選択してスライドショーで表示します。

 スライドショー
切替時間

スライドショー表示中の、写真を切り替える速さを設定します。
　早い／普通／遅い

早い ―

 スライドショー
再生順序

スライドショーの再生順序を設定します。
　ホーム画面表示順序で再生／ランダム再生

ホーム画面表示
順序で再生

―

メール
未読確認
受信設定

 未読メール確認 未読メールがある場合、未読メールを表示します。 ― ―
メール自動開封
設定

PHOTO-Uに届いたEメールを自動的に開封するかしないかを設定
します。
　自動的に開封する／手動で開封する

手動で開封
する

P.18

メール受信音設定 新着通知
ONにする

新着メール受信時に受信音で知らせます。3種類の
受信音から選択できます。
　 パターン1／パターン2／パターン3

パターン1 P.18

新着通知
OFFにする

新着メール受信時に受信音で知らせないように設定
します。

お届け確認メール
設定

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に、メール
の送信者へ「お届け確認メール」を返信するかしないかを設定します。
　お届け確認メールに返信する／お届け確認メールに返信しない
※ メールの送信者が「お届け確認メール」の要求を設定するには、
PHOTO-Uサポートサイト（▶P.28）で設定するか、PHOTO-Uの
メールアドレスの@以下を「o.photo-u.jp」にしてメールを送信し
てください。

お届け確認
メールに返信
する

P.20
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項目 説明 初期値 参照
保護 全選択 本体内のすべてのデータを保護します。保護されたデータを削除するときは、保護を

解除してから削除してください。
P.26

個別選択 本体内から選択したデータを保護します。保護されたデータを削除するときは、保護
を解除してから削除してください。

本体/
SDデータ
管理

本体からSD
カードへコピー
／SDカードから
本体へコピー

全選択 本体内のすべてのデータをSDメモリカードへコピーします。
／SDメモリカード内のすべてのデータを本体へコピーします。

P.25

個別選択 本体内から選択したデータをSDメモリカードへコピーします。
／SDメモリカード内から選択したデータを本体へコピーします。

本体からSD
カードへ移動
／SDカードから
本体へ移動

全選択 本体内のすべてのデータをSDメモリカードへ移動します。
／SDメモリカード内のすべてのデータを本体へ移動します。

個別選択 本体内から選択したデータをSDメモリカードへ移動します。
／SDメモリカード内から選択したデータを本体へ移動します。

削除 全選択 本体内のデータをすべて削除します。 P.25
個別選択 本体内から選択したデータを削除します。

 音量 音楽再生時の音量やメール受信音の音量を設定します。音量を選択
すると、メロディが流れ、選択した音量を確認できます。
　0～5

3 ―

画面表示  フォトフレームの
向き

PHOTO-Uの設置向きに合わせてメニューなどの表示が変更されま
す。横置き、縦置きを変更した場合に使用します。
　ヨコ置き／タテ置き

ヨコ置き ―

 写真サイズ自動
補正

解像度の低い写真（サイズの小さい写真）をPHOTO-Uの画面サイズ
に合わせて拡大するかしないかを設定します。
　ディスプレイに合せて拡大表示／オリジナル解像度で表示

ディスプレイ
に合せて拡大
表示

―

 文字サイズ ディスプレイに表示される文字サイズを設定します。
　大／標準

標準 ―
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項目 説明 初期値 参照
画面表示  明るさ ディスプレイの明るさを設定します。明るさのレベルを選択すると

明るさが確認できます。
　レベル1～レベル5

レベル3 ―

時計/カレンダー
表示

スライドショー表示中に時計／カレンダーを表示します。
　表示しない／デジタル時計／アナログ時計／カレンダー

表示しない P.23

本体設定  時計設定 自動時刻補正 日付・時刻情報の電波をもとに自動で設定します。 自動時刻補正 ―
手動設定 日付、時刻を入力して設定します。

 省電力タイマー 自動ON 使用する ディスプレイを自動的に点灯する時間
を設定します。
※ PHOTO-U本体の電源がOFFの場
合、自動ONの設定は無効となりディ
スプレイは自動点灯しません。

使用しない ―

使用しない ディスプレイの自動点灯の設定を解除
します。

自動OFF 使用する ディスプレイを自動的に消灯する時間
を設定します。

使用しない

使用しない ディスプレイの自動消灯の設定を解除
します。

 自己診断 キー 本体およびリモコンのボタンの故障の有無を確認できます。 ―
ディスプレイ ディスプレイの故障の有無を確認できます。
スピーカー スピーカーの故障の有無を確認できます。
電源ランプ 電源ランプの故障の有無を確認できます。 ―
通信機能 通信機能の故障の有無を確認できます。
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項目 説明 初期値 参照
本体設定 ソフトウェア

アップデート
ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。更新
が必要な場合は、画面の指示に従いアップデートしてください。
アップデートは、リモコンなしで、本体のボタン操作のみでも行うことができます。
スライドショー表示中に、本体のRO（青色）とRC（赤色）同時押し2回→本体の RO
（青色）を押してください。

P.33

 リセット 機能リセット PHOTO-Uの各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。 ―
メモリリセット 本体に保存されているデータをすべて消去します。

※ 保護したデータも消去されますので、ご注意ください。
全体リセット 機能リセットおよびメモリリセットの両方を実行します。

※ 保護したデータも消去されますので、ご注意ください。
 通信契約 PHOTO-Uサービスの契約／解約を行います。

契約／解約手続きは、リモコンなしで、本体のボタン操作のみでも行うことができ
ます。スライドショー表示中に、本体の RO（青色）とRC（赤色）同時押し2回→本体
のRC（赤色）を押してください。

―

情報表示 本体情報表示 PHOTO-Uのメールアドレス、電話番号、製造番号、ソフトウェアのバージョンなど
を表示します。

P.14

 フォルダ使用状況 本体およびSDメモリカードのデータフォルダの使用状況を表示します。 ―
携帯/PCサイトで設定 PHOTO-UサポートサイトのURLとパスワードを表示します。 P.28
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ソフトウェアを更新する
本製品は、ソフトウェアの更新の必要があるかどうかをネットワークに接続して確認し、必要な場合はソフトウェアを更新する
ことができます。

1 スライドショー表示中にHhtを押す
2 ［メニュー］を選択してoを押す
3 ［本体設定］を選択してoを押す
4 ［ ソフトウェアアップデート］を選択してoを押す
ネットワークに接続してソフトウェアの更新データの有無を確認します。
更新がある場合は、自動的にソフトウェアの更新を行います。
更新がない場合は、「お使いのPHOTO-Uソフトウェア、通信機能は最新バージョンです。」と表示されます。
oを押して本体設定画面に戻ってください。

◎ スライドショー表示中に、本体のRO（青色）とRC（赤色）同時押し2回→本体のRO（青色）を押してもソフトウェアの更新ができます。
◎ ソフトウェアの更新にかかる通信料は有料です。
◎ 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します。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様セ
ンター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、PHOTO-U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
場合は、auからのお知らせをお送りすることがあります。

◎ ソフトウェアの更新中にACアダプタを取り外さないでください。更新に失敗することがあります。
◎ 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、更新に失敗することがあります。
◎ ソフトウェアを更新しても、本製品やSDメモリカードに登録された各種データ（写真やメール情報など）や設定情報は変更されません。ただし、
お客様の機器の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、更
新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

◎ ソフトウェアの更新に失敗したときや中止されたときは、再度ソフトウェアの更新を実行してください。
◎ 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、スライドショーに戻った後にソフトウェア更新の画面が
表示されます。

誤：
 「お使いのPHOTO-Uソフトウェア、通信機能は
最新バージョンです。」
正：
 「アップデートするPHOTO-Uのソフトウェアは
ありません。」
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 故障とお考えになる前に
こんなときは ご確認ください 参照

電源が入らない ACアダプタは正しく接続されていますか？ ▶ ACアダプタの接続を確認してください。 P.12
リモコンのボタンを
押しても操作できない

本体の電源は入っていますか？ ▶ 本体のPを押してください。 P.12

リモコンの電池が切れていませんか？ ▶ リモコンの電池を確認してください。 P.9
本体のリモコン受光部の前に物などを置いて
いませんか？

▶ リモコン受光部の前に物などを置かないで
ください。

－

リモコンの発光部を指などでおおっていませ
んか？

▶ リモコン発光部を指などでおおわないでく
ださい。

－

メールを受信できない 初期設定は完了していますか？ ▶ 初期設定を行ってください。 P.13
送信者がメールアドレスを間違えていません
か？

▶ メールアドレスを確認してください。 P.14

メールの送信者を受信拒否リストに設定して
いませんか？

▶ PHOTO-Uサポートサイトの「メールフィ
ルター設定」で受信拒否リストの内容を確
認してください。

P.28

が表示される サービスエリア外か、電波の弱い所に設置して
いませんか？

▶ 電波の届く場所に移動させてください。 －

ディスプレイが勝手に
点灯／消灯する

省電力タイマーの設定をしていませんか？ ▶ 省電力タイマーの設定を確認してください。P.31

写真のコピー／移動が
できない

本体またはSDメモリカードの空き容量が不
足していませんか？

▶ 「フォルダ使用状況」で本体またはSDメモ
リカードの空き容量を確認してください。

P.32

 周辺機器のご紹介
■ PHOTO-U SP01リモコン01（01PTNBA） ■ PHOTO-U SP01ACアダプタ01（01PTPQA）
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 アフターサービスについて
■ 修理を依頼されるときは
修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合
の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

■ 補修用性能部品について
当社はこのPHOTO-U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6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。

■ 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auお客様センターへお問い合わせください。
auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）
一般電話からは  0077－7－113（通話料無料）
※ au電話をお持ちのお客様は以下からもお問い合わせができます。
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→［トップメニュー・検索］

→［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。
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主な 仕様
ディスプレイ サイズ 約7.0インチ

方式 TFT　最大26万色
画素数 384,000画素

（800×480ドット）
受信メール 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

対応画像形式 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

保存容量 1GB（システム領域約140MBを含む）
対応SDメモリ
カード

SDカード（最大2GB）
SDHCカード（最大16GB）

質量 約493g（本体のみ）
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

約189mm×128mm×26mm（最厚部29mm）
※ スタンドを閉じた状態

本製品は無線通信機能を有する通信モジュールを内蔵してい
ます。内蔵モジュールの認証番号は次の通りです。
This product has radio module inside which takes charge 
of a radio communication function and its certification 
numbers of the internal module are as below.
005XZAA0169
005ZYAA0103
005NXAA0132

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。
SD™、SDHC™、miniSD™、miniSDHC™、microSD™、
microSDHC™はSD Card Associationの商標です。
QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、
それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合
があります。
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。
本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に
持ち出してはいけません。（米国輸出規制により、以下の国々
に本製品を持ち込むことはできません。（2010年5月現在）
キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）
U.S law and international agreements currently 
prohibit export of this device's browser and security 
technology to the following countries-Cuba, Iran, 
North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions 
regarding this device may apply.)
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数字／アルファベット
Flash®コンテンツ ..............................  20、23
PHOTO-Uサポートサイト ......................   28
SDメモリカード .......................................   24
カードスロット .....................................   10
取り付け／取り外し .............................   10

あ
明るさ .........................................................   31
アフターサービス ......................................   35
移動 .............................................................   25
エフェクト ............................................   8、27
遠隔設定 .....................................................   28
お届け確認メール ......................................   20
音量 .............................................................   30

か
回転 .............................................................   16
各部の名称と機能 .........................................   9
カスタモ for PHOTO-U ...................  23、27
カレンダー表示..........................................   23
クリアボタン ........................................   9、11
グリーティングカード ..............................   20
決定ボタン ............................................   9、11
故障 .............................................................   34
コピー .........................................................   25

さ
削除 .............................................................   25
自己診断 .....................................................   31

索引
写真
SDメモリカード ...................................   24
送る ........................................................   17
回転 ........................................................   16
受信 ........................................................   18
詳細情報 ................................................   16
次の写真／1つ前の写真 ......................   15

写真サイズ自動補正 ..................................   30
周辺機器 .....................................................   34
受信拒否リスト..........................................   19
受信したとき .............................................   18
受信メール詳細画面 ..................................   19
仕様 .............................................................   36
省電力タイマー..........................................   31
初期設定 .....................................................   13
スタンド .....................................................   11
スピーカー .................................................   11
スライドショー
切替時間 ................................................   29
再生順序 ................................................   29
写真の選択 .............................................   22
表示・開始 ..............................................   15
用語 ...........................................................   8

設定 ......................................................  27、29
ソフトウェアアップデート ......................   33

た
通信契約 .....................................................   32
ディスプレイのON／OFF .......................   12
データの管理 .............................................   24
電源コネクタ差込口 ..................................   10
電源のON／OFF .......................................   12
電源ボタン ............................................   9、11
電源ランプ .................................................   10
電池の交換 ....................................................   9
電波の強さ .................................................   14

同梱物 ............................................................   8
時計設定 .....................................................   31
時計表示 .....................................................   23

は
ハンドストラップ取付口 .............................   9
表示日時指定メール ..................................   20
フォトフレームの向き ..............................   30
フォルダ使用状況 ......................................   32
フレーム ................................................   8、27
ホーム画面 ............................................   8、21
ホームボタン ................................................   9
保護 ......................................................  19、26

ま
未読メール確認..........................................   29
未読メールの件数 ......................................   14
メールアドレス..........................................   14
メール自動開封設定 ...........................  18、20
メール受信音設定 ......................................   18
メールの本文 .............................................   16
メールフィルター .......................  17、20、28
メニュー画面設定一覧 ..............................   29
文字サイズ ..........................................  19、30

や
用語集 ............................................................   8

ら
リセット .....................................................   32
リモコン ........................................................   9
リモコン受光部..........................................   10
リモコン発光部.............................................   9



お客様各位

このたびは、PHOTO-Uをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書の内容に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正させていただきます。

ソフトウェアの更新がない場合の表示に関する訂正
該当箇所：P.33「ソフトウェアを更新する」手順4の補足説明の3行目

誤：
更新がない場合は、「お使いのPHOTO-Uソフトウェア、通信機能は最新バージョンです。」と表示されます。

正：
更新がない場合は、「アップデートするPHOTO-Uのソフトウェアはありません。」と表示されます。



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

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

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。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

2010年10月第2版

なるほど! au
みんなでつくる、auQ&Aサイト

EZwebからは
EZ▶トップメニュー・検索▶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

※別途パケット通信料がかかります。

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま
サポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

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）

お問い合わせ先番号 auお客様センター

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）

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）

®
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