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EZweb

EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。お買い上げ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auお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、はじめに初期設定（P.26）を行ってください。

●EZwebをご利用の前に

・ 画面は表示例です。実際の画面とは異なることがあります。
・ データフォルダ内のデータは、機種変更、故障修理などによるW63Kの交換の際、データが有料・無料かを問わず引

き継がれませんので、ご了承ください。
・ 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因にかかわらず一切の責任を負いません。
・ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上には、一部の方に不快感を与える情報も存在し

ます。そのようなデータへのリンクや参照も予想されますので、利用する際はご注意ください。
・ 情報サイトには、通話料が必要になるものがあります。
・ 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。
・ EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

ご注意

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。詳細な内容については、auのホーム
ページをご覧になるかauお客様センターにお問い合わせください。

・ 初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。
・ 有料データのダウンロードには、EZweb専用通信料とは別に情報料がかかります。
・ 情報サイトにはインターネットを経由するものがあり、混雑などで情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、

契約内容によっては、データ量に応じたEZweb専用通信料が必要になります。

ご注意

・ EZwebを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。
EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W63Kでブラウジング中は、EZサーバから受信し
た情報を一時的にW63K内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。

・ EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定しない」に設定中は（お買い上げ時はこの状態です）、EZブラウ
ザを起動し、すでに見たことのある情報サイトを選択したとき、そのサイトの情報がW63Kのキャッシュに残ってい
ると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、情報サイトなどの新しい情報がEZサーバ
に入ってきていても、W63Kのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、
W63Kのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。

・ 新しい情報を見たいときは、「ページ更新」または「ブラウザ履歴クリア」を行って、W63Kのキャッシュ内情報を消
去した後、再度見たい情報を選択してください。

・ EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」を「自動設定する」に設定中は、ブラウザ終了時にキャッシュ内情報が消去さ
れます。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

・ 情報を送受信すると、初期設定などを除きエラーになった場合でも料金がかかります。キャッシュ内情報を表示する場
合、料金はかかりません。

・ キャッシュ内情報は、キャッシュ範囲を超えると、古いものから順に消去されます。また、情報の有効期限に従い自動
的に消去されます（有効期限は情報により異なります）。

・ ブラウジング中は、キー操作の反応が遅くなることがあります。
・ 情報サイトによっては、表示に時間がかかり、この間操作ができない場合があります。表示されるまでお待ちください。

別の操作をしたい場合は電源を入れ直してください。ただし、一度電源を切ったり、通常モード／かんたんモードの切
り替えを行うと、表示中のコンテンツや情報サイトはキャッシュから消去されます。

ご注意

■EZweb専用通信料金について

EZweb契約要
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■SSL／TLSについて
・ W63Kは特別な操作なしに、SSL／TLS対応サイト（SSL／TLSページ）を表示できます。
・ SSL（Secure Sockets Layer）と、TLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するた
めのプロトコルです。SSL／TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード
番号、企業秘密などを傍受、改ざん、なりすましなどの危険から保護し、安全に送受信できます。

・ 例えばインターネット上でお買い物をされるとき、代金の支払いのために送信するクレジットカード番号を他人に盗ま
れないようにするためなどに使用されます。

・ 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ありま
せん。ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信をご使用ください。
認証会社：Verisign, Inc.／RSA Data Security, Inc.／Entrust.net／GTE Corporation／GlobalSign nv/sa／
GeoTrust, Inc.／KDDI CORPORATION／SECOM Trust.net／RSA Security Inc.／Comodo Inc.

ご注意

・ SSL／TLSページへの接続中は、ディスプレイに「 」が点灯します。

お知らせ

■au oneトップにアクセスする

B⇒1「au oneトップ」

●EZwebにアクセスする

生活に密着したカテゴリごとに情報をまとめたポータル画面を使って、知りたい情報や新しい情報に接続できます。

キーワード検索機能 キーワード入力による情報検索機能をご提供
メール パソコンからも使えるもうひとつのメールアドレスをご提供
マイページ お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大

容量のデータ保存領域をご提供
リモコン形式での ①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本・コミック
直接アクセス ⑧ショッピング⑨オークション
トップニュース 最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報 EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご

紹介
ニュース＆ビジネス ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報な

どをご提供
マップ＆エリアガイド 乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング＆ ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・
オークション 落札できるオークション情報をご提供
ライフ 暮らしに役立つ情報をご提供
エンターテインメント ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテ

インメントのトレンド情報などをご提供
コミュニティ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
パーソナル＆ラボ もうひとつのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合

わせた情報やツール、au one各サービスを便利にするID登
録などをご提供

au style auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介
とくする情報 EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料

でご提供
auお客さまサポート 料金確認・各種申し込み・auオンラインマニュアル、

auからのお知らせを掲載
auワンちゃんの部屋 auワンちゃんキャラクターのご紹介
カンタンアクセス・ カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介
オープンサイト
災害用伝言板 災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH 英語版のサイトのご紹介

待受画面で
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「カテゴリ検索」を選択 ⇒0⇒カテゴリを選択⇒0⇒
情報サイトを選択⇒0⇒データを選択⇒0

・ 実際の操作は情報サイトにより異なります。ダウンロードする際は画面表示に従ってください。
・ ダウンロードしたアニメデータ、アニメ＆メロディデータ、EZムービー、Flash®データなどは、正常に再生されない

場合があります。
・ データの種類によっては、ダウンロードできるサイズに制限があります。

ご注意

microSDカード挿入時はダウンロードが完了すると、データによってはSでmicroSDカードへ移動できます。

ダウンロードのしかた

au oneトップで

■ワンタッチでアクセスする
ワンタッチでお好みの情報サイトに接続できます。お買い上げ時は「京セラサイトK」に設定されていますが、お客様の
お好みで変更できます（P.156）。

B（1秒以上）待受画面／ブラウジング中に

以下の項目から選択します。

*EZ番号通知設定では、自分のEZ番号（お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号）を表示して確認することが
できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行う
と、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ（BREW®）では設定にかかわらず、
EZ番号が通知される場合があります。

●auお客さまサポートについて

「auお客さまサポート」を選択⇒0 auお客さま
サポートメニュー

au oneトップで

料金の照会や各種お申し込みができます。項目によっては、暗証番号やEZパスワードが必要となります（P.8）。

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

みんなでQ&A みんなで質問・回答を投稿するau Q＆Aサイトへアクセス
「なるほど！au」

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

調べる 料金プラン／割引サービスなどのサービス内容の説
明、携帯電話の操作方法を確認

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

ご利用の多い 通話料・通信料照会 通話料／通信料の照会
メニュー 有料サービス利用情報 有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利

用料金などを確認

契約情報照会 お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内
容を確認

変更受付確認 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認

auショップ検索 お近くのauショップを検索

便利なリンク集 au style au style（auホームページ）にアクセス
（auホームページ）

auオンラインショップ 携帯電話のオプション品の購入やポイント変換

お問い合わせ お客様センターへのお問い合わせ

キーワード入力欄を選択⇒0⇒キーワード入力⇒0⇒
「検索」を選択⇒0

au oneトップで

■キーワードで検索してアクセスする

・ au oneトップは、表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いています。
・ au oneトップの内容がW63Kのキャッシュに残っている場合は、EZサーバに接続せずにau oneトップを表示します。
・「添付データ再生設定」（P.156）を「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データの保存ができません。また、

着うた®、EZムービーなどのダウンロードもできません。

お知らせ
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■ご利用料金／ご契約内容などを確認する

「確認する」を選択⇒0⇒「有料サービス利用情報」を
選択⇒0⇒「継続利用確認（EZリスト）」を選択⇒0

EZリストを確認する

auお客さまサポートメニューで

「確認する」を選択⇒0auお客さまサポートメニューで

お客様がご購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。
「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。「有料情報サービス」を選択す
ると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

EZパスワードを初期化／変更する

auお客さまサポートメニューで

有料情報サービスをご利用お申込時に使用するEZパスワード（P.8）の初期化、または任意の番号への変更ができます。

※「EZパスワード初期化・変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

■EZパスワードを変更する場合

「確認する」を選択⇒0⇒「有料サービス利用情報」を選択⇒0⇒
「EZパスワード初期化・変更」を選択⇒0⇒「EZパスワードの変更」を選択
⇒0

1

2入力欄を選択⇒現在のEZパスワードを入力⇒0⇒任意の4桁の数字を入力⇒
再び同じ4桁の数字を入力⇒0

EZパスワードの入力を省略するように設定する

auお客さまサポートメニューで

有料情報サービスご利用のお申し込み時に、EZパスワードの入力を省略できるように設定します。

「確認する」を選択⇒0⇒「有料サービス利用情報」を選択⇒0⇒
「EZパスワード入力省略設定」を選択⇒0
1

2入力欄を選択⇒現在のEZパスワードを入力⇒0⇒「承諾する」を選択⇒
0⇒「入力を省略する」を選択⇒「OK」を選択⇒0
「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で省略設定ができます。

通話料・通信料照会 今月（前日または前々日まで）の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au
国際電話通話料を照会

ご請求金額照会 ご請求金額の照会（6ヶ月分）と、金額の内訳（最新の1ヶ月分）を照会
契約情報照会 お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報 お客様がご購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更
auインターネット料金 毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
お知らせサービス
KDDIインターネット料金 KDDIまとめて請求・KDDI他サービスの料金照会／登録内容の確認・変更
お知らせサービス
ポイント照会 auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアメンバーズ auポイント優遇会員（登録料・月額料無料）の受付
変更受付確認 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会 前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い 今月のご請求や未払い料金を、振込用紙なしでお支払い

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

以下の項目から選択します。
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■各種サービスを調べる

「調べる」を選択⇒0auお客さまサポートメニューで

料金プラン／割引サービス紹介 料金プラン、料金割引サービスなどの説明

サービス紹介 EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明

auショップ検索 お近くのauショップを検索

オンラインマニュアル ご利用中の携帯電話の操作方法を確認

迷惑メール対策 迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策の確認

災害用伝言板（デモ版） 災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ

技術情報 お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などを確認

B

●EZwebメニューについて

au oneトップ au oneトップの表示（P.150）

お気に入りリスト お気に入りに登録した情報サイトに接続（P.154）
お気に入りリストの利用（P.154）

画面メモリスト 画面メモの利用（P.155）

有料サービス情報 EZweb有料コンテンツの登録状況などを表示するサイトに接続

URLダイレクト入力 ⇒入力欄を選択⇒L⇒URLを入力⇒0⇒「OK」を選択⇒0
URLを入力して情報サイトに接続

ブラウザ履歴クリア ⇒「YES」を選択⇒0
W63Kのメモリ（キャッシュ）内に保存されているブラウザ履歴をすべて
消去

EZ設定 EZwebに関する各種設定（P.156）

前回画面表示* 前回見ていた情報サイトに接続

■各種サービスを申し込む／変更する

EZwebメニュー

以下の項目から選択します。

*前回表示した情報サイトがW63Kのメモリ（キャッシュ）内に残っていない場合は、au oneトッ
プを表示します。

待受画面で

・ 各種お申し込みは電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく
受け付けられない場合があります。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理
由で通信が切断した場合、すべてのお申し込みが無効になります。

・ 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。

ご注意

auお客さまサポートメニューで

「申し込む／変更する」を選択⇒01

2変更する項目を選択⇒0⇒入力欄を選択⇒暗証番号を入力⇒
「送信」を選択⇒0

お申し込みをする前に、W63Kをお買い上げ時にご記入された暗証番号を入力する必要がありま
す（P.8）。

・ パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾
していただきます。

・ 一部のデジタルコンテンツ（BREW®他）およびモバイルショッピングの商品を購入の際は、パスワードを毎回入力す
る必要があります。

お知らせ

以下の項目から選択します。
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■お気に入りリストを利用する
お気に入りリストには、100件までの情報サイトを登録できます。また、フォルダを10個まで作成し分類できます。

2「お気に入りリスト」 お気に入りリスト
一覧画面

・ お気に入りリストは、ブラウザメニュー（P.155）からも表示できます。

お知らせ

EZwebメニューで

お気に入りを選択⇒7

・ フォルダ内のお気に入りを表示するには、フォルダを選択してフォルダ内の一覧を表示させ、お気に入りを選択します。
・ ショートカットキーに登録したURLには、ブラウジング中（au oneトップを除く）に1～9を1秒以上押しても

接続できます。

お知らせ

お気に入りを表示させる

お気に入りリスト一覧のメニューを使う

お気に入りを選択⇒0
以下の項目から選択します。選択したお気に入りの内容により項目は異なります。

詳細 フォルダ名やタイトル、URLの確認

編集 お気に入りの内容を編集（P.155）

新規登録 ⇒タイトル欄を選択⇒5⇒タイトルを入力⇒0⇒URL欄を選択⇒5⇒URLを入力⇒
0⇒登録フォルダ欄を選択⇒7⇒登録先のフォルダを選択⇒0⇒;

フォルダ作成 ⇒フォルダ名を入力⇒0

フォルダ移動 ⇒移動先のフォルダを選択⇒0
お気に入りを選択したフォルダに移動（フォルダは移動できません）

並び替え ⇒移動したい位置を選択⇒0

削除 ⇒「1件削除」、「選択削除」、「全件削除」から選択⇒7
お気に入りを削除（P.42）

ショートカットキー ⇒番号を選択⇒7⇒お気に入りを選択⇒7
お気に入りをショートカットキーに登録

赤外線送信 1件送信 ⇒「YES」を選択⇒0

全件送信 ⇒ロックNo.を入力⇒0⇒「YES」を選択⇒0⇒認証パスワードを入力

URLお預り ⇒「YES」を選択⇒0
すべてのお気に入りをau one My Pageに保存（P.192）

お預りURL確認 ⇒「YES」を選択⇒0
au one My Pageに保存しているお気に入りを確認（P.194）

・ フォルダにお気に入りを登録中は、フォルダの「1件削除」はできません。
・ フォルダ内を表示中に「全件削除」をすると、フォルダ内のお気に入りがすべて削除されます。
・ タイトルを入力しないで新規登録すると、URLの先頭半角100文字までがタイトルとなります。
・「新規登録」で登録先のフォルダ選択時や「フォルダ移動」で移動先のフォルダ選択時に「新規作成」を選択すると、

フォルダを新規作成してお気に入りを登録・移動できます。

お知らせ

お気に入りリスト一覧画面で

お気に入りリスト一覧画面で
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お気に入りを編集する

2「編集」⇒フォルダ名を入力⇒0
■フォルダを選択した場合

■お気に入り選択した場合

2「編集」⇒タイトル欄を選択⇒5⇒タイトル名を編集⇒0⇒URL欄を
選択⇒5⇒URLを編集⇒0⇒登録フォルダ欄を選択⇒7⇒フォルダを選
択⇒0⇒;

お気に入りリスト一覧のメニューで

■画面メモを表示させる

3「画面メモリスト」⇒画面メモを選択⇒0 画面メモリスト
一覧画面

詳細／編集 ⇒タイトルを編集⇒0⇒「登録」を選択⇒0

画面メモ更新 ⇒(

削除 ⇒(

全削除 ⇒(

・ 画面メモ選択中に0を押すと、以下の項目が選択できます。

お知らせ

B⇒お好みの情報サイトに接続⇒q

●ブラウザメニューについて
ブラウザメニュー

以下の項目から選択します。

au oneトップ au oneトップの表示（P.150）

お気に入り登録 ⇒;
ブラウジング中の情報サイト*のタイトルとURLを、お気に入りリスト
に登録

データフォルダへ保存 情報サイトの添付データを保存（P.156）

画面メモへ保存 ⇒タイトルを入力⇒0⇒「登録」を選択⇒0
表示している情報サイト*を「画面メモ」として保存（20件、または
150KBまで）

ページ更新 ブラウジング中の情報サイト表示を更新して、最新の状態で表示

お気に入りリスト 「お気に入り」に登録した情報サイトに接続（P.154）
お気に入りリストの利用（P.154）

画面メモリスト 画面メモの利用（P.155）

URLダイレクト入力 URLを入力して情報サイトに接続（P.153）

ページ情報表示 情報サイトの詳細を表示

サーバ証明書表示 サーバの証明書を表示

*情報サイトによっては、登録や保存ができません。

EZwebメニューで

待受画面で
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・ 保存したデータによっては再生できません。
・ 情報サイトによっては、添付データの保存ができません。
・ データが2件以上あると、添付データの再生時に/が表示され1件ずつ保存できます。データが最終のときは
=が表示されます。

お知らせ

EZwebをご利用いただくための環境を設定できます。必要に応じて設定してください。

●EZ設定について

B⇒7「EZ設定」
以下の項目から選択します。

画像サイズ設定*1 ⇒「標準」または「拡大」を選択⇒0

文字サイズ設定 ⇒「極小」、「小」、「中」、「大」、「極大」から選択⇒0

添付データ再生設定*2 ⇒「再生する」または「再生しない」を選択⇒0
情報サイトをブラウジングしたとき、表示される画像などの添付データを再生するかどう
かを設定

ページスクロール設定*3 ⇒「1行」または「1ページ」を選択⇒0
Eを1秒以上押したときの画面スクロールを1行単位にするか、1ページ単位にするかを
設定

タイトル表示設定 ⇒「表示する」または「表示しない」を選択⇒0
情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設定

ブラウザ履歴クリア設定 ⇒「自動設定する」または「自動設定しない」を選択⇒0
EZブラウザの終了時に、ブラウザ履歴を消去するかどうかを設定

タイムアウト設定 ⇒「30秒」または「60秒」を選択⇒0
EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を設定

EZ設定確認 EZサーバのドメイン名を表示

一発ジャンプ設定*4 ワンタッチで接続（P.151）できる情報サイトの設定

サイトK 「京セラサイトK」を設定

お気に入り選択 ⇒お気に入りリストで、情報サイトを選択⇒7

手動設定 ⇒URLを入力⇒0

バージョン情報 ブラウザのバージョン情報を表示

*1：横120ドット、縦160ドット以上のサイズの画像は拡大できません。
*2：「再生しない」を選択すると、確認画面が表示されます。「再生しない」に設定中は、ページに含まれる添付データ

を保存できません。また、着うた®、EZムービーなどがダウンロードできなかったり、au oneトップやFlash®利用
ページが正しく表示されなかったりする場合があります。

*3：設定にかかわらずA／Bを押すとページ単位でスクロールします。
*4：一発ジャンプ設定の画面で%を押すと、設定されているURLが確認できます。

待受画面で

■情報サイトの添付データを保存する
ブラウジング中に、表示されている情報サイトの画像などの添付データをデータフォルダに保存できます。

2「データフォルダへ保存」⇒添付データが再生される⇒!ブラウザメニューで

・ 著作権保護のあるデータなどは保存できません。また、データフォルダの空き容量が足りない場合も添付データが保存
できません。

・ Flash®データは100KBまで保存できます。

ご注意
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・ 情報サイトにより、操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
・「添付データ再生設定」（P.156）を「再生する」に設定していないと選択できません。
・ ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッ

セージが表示された場合のみ、データフォルダに保存することができます。
・ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。再度ご利用になる場合には新たに通

信料が必要となります。

お知らせ

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。
EZwebのご利用をお申し込み後は、いつでもお楽しみいただけます。

●EZムービー

・ データに、以下のような著作権保護情報が登録されている場合があります。この情報が登録されているときはEZムー
ビーをEメールに添付したりシリアル転送したりすることができません。

ご注意

EZweb契約要

保護情報 内容

著作権保護あり 著作権保護の設定あり

再生回数制限 再生回数の制限あり（再生時に再生可能回数と再生回数を表示）

再生可能期限制限 再生可能な期日の制限あり（再生時に再生可能な期日を年月日で表示）
（有効年月日チェック）

再生可能期間制限 再生可能な日数の制限あり（再生時に再生可能な日数を表示）
（有効日数チェック）

・ 情報サイトにより、操作方法が異なります。実際の操作は表示される情報サイトの指示に従って行ってください。
・ 情報サイトによっては課金情報などで複数の確認操作が必要な場合があります。
・「添付データ再生設定」（P.156）を「再生しない」に設定中は、ダウンロードできない場合があります。

ご注意

‐「再生回数制限」、「再生可能期限制限」、「再生可能期間制限」のデータは機能設定できません。
‐「著作権保護あり」の場合は、データの詳細表示で「添付不可」、「転送不可」が表示されます。
‐ 著作権保護情報により再生可能期限／期間が設定されているEZムービーは、「 」が表示されているサービスエリ

アで、自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。電源をONにした後、この日時情報を
W63Kが自動受信するまでの間は、再生できません。

‐ ダウンロードした後の有効日数は「ダウンロード日＋有効日数＋最終日の24：00まで」となります。有効日数が
5日で2008年12月1日にダウンロードした場合、2008年12月1日の24：00（12月2日の0：00）を基準と
して、2008年12月6日の24：00（12月7日の0：00）まで再生可能となります。

●EZムービーを再生する

■ダウンロードしてそのまま再生する
EZムービーをダウンロードすると、自動的にデータフォルダに保存されます。その場で再生したり、後でデータフォル
ダから呼び出して再生したりできます。ここではダウンロードしてその場で再生する手順を説明します。

au oneトップで

EZムービーを選択⇒7EZムービーポータルサイト上の動画選択画面で

■ストリーミングを再生する
ストリーミング再生には、「オンデマンド型ストリーミング再生」と「ライブカメラ型ストリーミング再生」の2種類があ
ります。

サーバとの通信が開始され、ムービーが再生されます。再生終了後、=で動画選択画面に戻ります。

「カテゴリ検索」を選択⇒0⇒着ムービーサイトを選択⇒01
2情報サイトを選択⇒0⇒ムービーを選択⇒0⇒0⇒ダウンロード完了
⇒&
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■EZムービーからハイパーリンクを利用する

ハイパーリンクを選択⇒+／'／G

EZムービーのテロップにリンクが設定されている場合、リンクから電話をかけたり、Eメールを送ったり、URLに接続し
たりできます（P.43）。

・ 機能利用制限（P.109）の設定によっては、ハイパーリンクの利用時にロックNo.の入力が必要です。

ご注意

EZムービー再生中／再生後の画面で

・ ハイパーリンクは、ショートストリーミング再生、データフォルダからの再生などで利用できます。

お知らせ
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