


ii

ごあいさつ
このたびは、E05SH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』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au
お客様センターまでご連絡ください。

■E05SHをKDDI内線ソリューション｢OFFICE 
FREEDOM｣でご利用いただく場合は本取扱説明書
（zP.117)、及び、｢OFFICE FREEDOM説明書｣をご
参照ください。

■For Those Requiring an English/Chinese 
Instruction Manual
英語版・中国語版の『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
（発売約1ヶ月後から）。
Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this
manual.
簡易英語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意
E05SH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のホームページ、お客さまサポート
「故障診断」で症状をご確認ください。
• E05SHからは→待受画面でR→［au one トップ］→［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/business/manual/
e05sh/index.html

au電話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
通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ
ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途
切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

• au電話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
話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう
と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。

• au電話は電波を使用しているため、第三者に通話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方式は通話上
の高い秘話機能を備えております。）

• au電話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。

•「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電
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au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にご注意
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。

• E05SH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EZwebの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。詳しくは、同梱の「グローバルパスポート
CDMAご利用ガイド」をご参照ください。

オンラインマニュアルのご利用について
E05SHに付属する『取扱説明書』（本書）は、オンラインマニュアルでもご用意
しております。
auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
•『取扱説明書』のダウンロード
（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html）

• オンラインマニュアル
（http://www.au.kddi.com/business/manual/e05sh/index.html）
オンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
•〈アクセス方法〉 待受画面でR→［au one トップ］→［auお客さまサポート］
→［オンラインマニュアル］



かんたんガイド
箱の中身を確認！

かんたんガイド
まず始めに箱の中身を確認！箱の中身を確認！箱の中身を確認！

電池パック

電池パック用
ロックドライバ
（試供品）

法人向け
アプリケーションに
関するご案内

本体

CD-ROMブックレット

本章で操作を始める前に、

■「安全上のご注意」(　P.35)
■「取扱上のお願い」(　P.42)
に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。保証書

すべてそろっているか
    確認してね

 ● 別売の共通ACアダプタ01／ 02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。

CD-ROM

以下のものは同梱されていません。

● microSDメモリカード ● 卓上ホルダ
● ACアダプタ ● USBケーブル
● 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
● ステレオイヤホン
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ご使用上の注意

お知らせシート

取扱説明書（本書）

グローバルパスポート
CDMAご利用ガイド
おサイフケータイv
はじめてガイド



取扱上のご注意
充電についてのご注意

取扱上のご注意

POINT1 POINT2 POINT3
　 （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。

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？電池には寿命が
あります。
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。

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。

日なたに置かない・落とさない
充電用機器は、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。

充電用機器にも気をつけよう

電池パックを長持ちさせるには？

JUST FIT～♪

そろそろ充電～ 充電は涼しい
場所で！

※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～！？

充電についての充電についての
ご注意ご注意
充電についての
ご注意
詳しい注意事項については、「安全上のご注意」
（　P.35）と「取扱上のお願い」（　P.42）を
お読みください。
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※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。



防水ケータイの取扱上のご注意

E05SHは、IPX5/7（旧JIS保護等級相当）の防
水性能を持っていますが、ご利用方法によって
は、水濡れや発熱などが故障の原因となる場合
があります。「安全上のご注意」（　P.35）

防水ケータイの防水ケータイの
取扱上のご注意取扱上のご注意
防水ケータイの
取扱上のご注意

キッチン
●アルコール・せっけん・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
●砂・泥などにご注意ください。受話
口・スピーカーなどから入り故障の
原因となります。

  温泉・お風呂（シャワー）
●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。

海・プール
●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。

●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。

●キャップ類はしっかりと
閉じ、電池パックは確
実に取り付けてご利
用ください。

よく読んで
確認してネ！

※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。

･･･････････････････････

･････････････
･････････････
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充電する
充電する

1

1

まずは
エネルギ

ー

チャ～ジ！

　 卓上ホルダ（別売）に
共通ACアダプタ01／02（別売）を
   つなぎマ～ス

端子の向きに
注意して

外部接続端子
カバー

外部接続端子カバーを完全に
開いて、共通ACアダプタ01／02
（別売）をつなぐ。

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。またご使用中に携帯電話の画面
に　 や　 が表示されたときも充電してくだ
さい。

充電充電する充電する
●卓上ホルダ（別売）で
　充電する

●共通ACアダプタ01／02
  （別売）で充電する

充電する
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2 3

2

赤色に点灯していた充電／着信ランプが
　消灯したら充電完了！

充電端子を
合わせてネ！

本体を卓上ホルダ（別売）に
置き、本体の充電端子と
卓上ホルダ（別売）の接
続部を合わせるようにして、
本体を後ろにたおします。

AC100Vコンセントに差し込む。

AC100Vコンセントに差し込む。

エネルギ
ー

満タン～
♪

※根元まで確実に差し込んでください。

※根元まで確実に差し込んで
ください。

※カチッと音がするまでゆっくりと
　本体をたおしてください。
　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。

●別途、共通ACアダプタ01／02(別売)や
卓上ホルダ(別売)が必要です。
(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。)

●共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家
庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ
02（別売）はAC100Vから240Vまで対応
しています。

●E05SHや卓上ホルダ（別売）の接続端子
に対して平行になるように、共通ACアダ
プタ01／02（別売）のコネクタを抜き差し
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。

 ●INFORMATION● 
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電話を使う
電話をかける

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。

電話をかける電話をかける電話をかける
●番号を押してかける

●履歴からかける●アドレス帳からかける

あっ♪

もしも
し～

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、発信履歴／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。

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。

電話を使う
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電話を受ける

電話を受ける電話を電話を受ける受ける電話を受ける

通話が終わったら
Fを押して切る

電話がかかってきたら
Nを押して通話

は～ぃ♪
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《電話をかける》

《電話を受ける》
かかってきた電話に出なかった
場合は

待受画面に   が表示され、出なかった着信
の件数が表示されます。

かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否する
ことができます。

■迷惑電話はシャットアウト！

電話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声を、メモ代わりに60秒間
録音することができます。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通
話が終わった直後に1442N
で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガ
イダンス」を流しシャットアウトできます。（迷惑
電話撃退サービス）

こんなときは…？

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプション
サービスです。ご利用には
お申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退
サービスを利用
する（オプション
サービス）」
P.227

「通話音声メモを利用する」 P.284

海外から電話したいときは
E05SHで海外からも簡単に日本国内へ電
話をかけられます。

海外用の携帯電話を使うときは
E05SHで使用しているau ICカードを、海外
用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、い
つもの電話番号のまま世界のネットワーク
で話せます。特別な申し込み手続きや日額・
月額使用料も不要です。

「E05SHで海外から日本国内へ電話をかける
(グローバルパスポートCDMA)」

「GLOBAL PASSPORT GSM（グローバル
パスポートGSM）について」

電話番号を入力
%を押す
「国際電話：日本へ」を選びcを押す
Nを押す

1.
2.
3.
4.

P.66

P.99

「着信を拒否する」 P.98

「電話を受ける」 P.96
E05SHでは、テレビ電話対応のau電話ま
たは国内他社のテレビ電話機と、映像を見
ながら通話ができます。また、最大5台のテ
レビ電話対応au電話と、お互いの映像を見
ながら通話ができるグループテレビ電話も
利用できます。

映像を見ながら電話したいときは

「テレビ電話をかける・受ける」 P.104



アドレス帳に登録する
かかってきた電話やメールをアドレス帳に
登録する

1

2 3

かかってきたかかってきた
電話やメールを電話やメールを
アドレス帳にアドレス帳に
登録する登録する

アドレス帳編集
画面が表示され
ます。各項目を
入力します。

　着信履歴から
アドレス帳に登録
　できるのよ～

「新規登録」を選んで
cを押して、
jで番号種別を選び
cを押すと…

名前を入力したら
登録完了

 例えば
 「携帯」を
　　選んで…

かかってきた
電話やメールを
アドレス帳に
登録する

●かかってきた電話を登録

カンタン～カンタン～

待受画面でlを押すと
着信履歴一覧画面が
表示されます。
jで登録したい番号
を選びます。

%を押すとサブメニューが
表示されます。
「アドレス帳へ登録」を選び
cを押します。

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！

カンタン～

アドレス帳に登録する
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1

2 3

アドレス帳編集画面が
表示されます。
各項目を入力します。

待受画面でLを押して
Eメールメニューから
「受信ボックス」を選び
cを押します。

「新規登録」を選びcを押し､
jでEメール種別を選び
cを押すと…

「受信ボックス」
から選ぶのよ

登録方法は

電話のときと

同じね

アドレスの入力ミスも
ないから ィィネ ～

●もらったメールを登録

jで差出人を選び、
cを押します。
「アドレス帳へ登録」を選び、
cを押します。

jでフォルダを選び、
cを押します。
jで登録したいEメールを
選び、cを押します。

登録したアドレス帳を修正するには
一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録
などの編集作業ができます。
アドレス帳詳細画面を表示させて、&を押
すと、アドレス帳編集画面が表示されます。
追加したい情報や変更したい情報を入力し
て、%を押すと、修正された情報が、アドレス
帳に登録されます。

よく連絡する相手がいるときには
よく連絡する相手の方を5件までペア機能に
登録しておくと、簡単な操作で電話をかけた
りメールを送信したりできます。

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手
先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、
市外局番から入力します。

●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕
生日など、さまざまな情報が登録できます。

「よく通話する相手をペア機能に登録する」

こんなときは…？

 ●INFORMATION● 
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赤外線を使ってプロフィールを交換する

赤外線を使って赤外線を使って
プロフィールをプロフィールを
交換する交換する

赤外線を使って
プロフィールを
交換する

送るときは
共通操作

もらうときは

アドレス帳や
スケジュールを
交換できちゃう

送信か受信を
選ぶのよ

「赤外線送信」
を選びcを押して

「赤外線受信」
を選びcを押すと

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままに
して動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。
受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

「赤外線」を選び
cを押したら…

メインメニューが
表示されるので

アドレス帳に登録する

待受画面でc
を押すと…
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あ！
ステキ

プロフィール交換してぇぇ～

%を押して
送信！

「プロフィール」を
選びcを押します｡

受信画面が表示
されて、受信開始～｡

このメッセージが
出たら受信成功。

え？
ちょっ

とぉ！
？

……
でね～♪ 赤外線通信では、次のデータが送受信でき

ます。
●アドレス帳 ●プロフィール
●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
●Eメール
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 ●INFORMATION● 

※データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
※Eメールは、Eメールの一覧画面／内容表示画面からのみ送
信できます。



メールでコミュニケーション（Eメール）
Eメールを送る（文字を送る）

1 2

65 7

Eメールを送るEメールを送る
（文字を送る）（文字を送る）
Eメールを送る
（文字を送る）

Eメールメニューから
「新規作成」を
選んで…

待受画面で
Lを押すとEメール
メニューが表示され
ます。

次は「件名」を入力！ 「件名」を入力したら
次は本文を入力
しましょ♪

jで「     件名」を選んで
cを押すと
件名入力画面になります。

入力し終ったら
cを押してね。

本文を入力して
cを押すと
送信画面になります。

jで「     （本文）」を選んで
cを押すと
本文入力画面になります。

「宛先」を選んで
cを押します。

Eメールを送る前に･･･
■初期設定は終わっていますか？
■相手のメールアドレスはアドレス帳に
　登録されていますか？

メールでコミュニケーション（Eメール）

12



3 4

8

アドレス帳の中から
宛先を決めたら
　cを押します。

●Eメールを受信すると…

Eメールを受信すると、
待受画面に
Eメール受信アイコンと
受信したEメールの
件数が表示されます。

　宛先は

 アドレス帳

から選ぼうっと

jで「アドレス帳引用」を
　選びcを押します。

&を押して送信～。

メールを書いているときに電話
がかかってきたら？

メール作成中にかかってきた電話に出ても、
作成中のメールは消えません。
通話が終わった後で、メールの続きを書くこ
とができます。

メールにフォトやムービーを
添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の
データが添付できます。
次のようなデータが添付できます。

●データフォルダのデータ
●ラッピングメールデータ
●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
●ボイス録音データ ●プロフィールデータ
●アドレス帳 ●スケジュール
●タスクリスト

●Eメールのご利用には、EZweb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auお客様センター
までお問い合わせください。

「Eメールにデータを添付する」

こんなときは…？

 ●INFORMATION● 

13

P.119



デコレーションメールを送る

21

デコレーションデコレーション
メールを送るメールを送る
デコレーション
メールを送る

Eメールメニューから
「デコレーションメール作成」
を選んでcを押します。

デコレーションメールでできること

「宛先」と「件名」
を入力。

ここはEメールを
送るのと同じね

かわいぃ～

待受画面でLを押すと
Eメールメニューが
表示されます。

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。
画像やデコレーションエモジを挿入でき
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。

メールでコミュニケーション（Eメール）

お友だちに
自分らしさを
アピール

14



3 4

入力が終ったらcを押して、
　&で送信！

本文入力画面で、お好みの
デコレーションを選びます。

いろいろなデコレーションが
楽しめます！

点
滅
す
る
よ
〜

文字が
動く！

カ・ラ・フ・
ル～

Rを押すとデコレーション
メニューが表示されます。

普通に書いていたメールを
デコレーションメールに変えたい

通常のEメール(テキストメール)を作成中に、
デコレーションメールに切り替えることがで
きます。

これで、デコレーションメールが作成できます。

●デコレーションメール本文には、装飾情報
を含めて約10KB（全角2,450文字）の文
字を入力できます。

●デコレーションメール本文には、最大20件
（合計100KB以下）の画像／デコレー
ションエモジを挿入できます。

●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。

Eメール作成画面で、%を押す

「デコレーションメール切替」を選んで
cを押す

「はい」を選んでcを押す

1.
2.

3.

「Eメール作成画面でできること」

こんなときは…？

 ●INFORMATION● 

15

P.122



撮ったフォトをメールで送る
（メールに添付する）
Eメールを読む

1

32

撮ったフォトを撮ったフォトを
メールで送るメールで送る
（メールに添付する）（メールに添付する）

撮ったフォトを
メールで送る
（メールに添付する）

Eメールを読むEメールを読むEメールを読む

フォトを撮ったら、
&を押して
「Eメール」を選び
cを押します。

「宛先」「件名」、
本文を入力
したら…

&を押して
  送信！

メールを読むには…
Lを押して
「受信ボックス」
を選ぶ！

スグに
　送るね～

カ
シ
ャ！！

あっ
きたきた

～

え??！
！

何コレ
～

メールでコミュニケーション（Eメール）

16



迷惑メールはお断り

1

2 3

迷惑メールは迷惑メールは
お断りお断り
迷惑メールは
お断り

これで迷惑メールも
撃退ね！！「メールフィルター」を選びcを押すと、

説明画面が表示されます。
「次へ」を選びcを押すと、暗証番号を
入力する画面になります。

待受画面でLを押し、jで
「Eメール設定」を選び
cを押します。

「カンタン設定」から
フィルターレベルを選び
cを押します。

暗証番号を入力して
「送信」を選び
cを押します♪

17

受信したEメールに返信したい
ときは

受信メールの内容表示画面で、&を押す

宛先には、自動的に相手のEメールアドレ
スが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に
「Re:」が付けられます。

本文を入力し、cを押して&を押す

パソコンで使っているアドレスで、
メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレス
を使って、au電話からメールを送受信するこ
とができます(ケータイ de PCメール)。
※ケータイ de PCメールのご利用にあたっては、会員
登録が必要です。
　会員登録後は、月額使用料がかかります。

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事
を送ることができます。

1.

2.

「ケータイ de PCメールを利用する」

こんなときは…？

メールフィルターを
　設定するのよ

P.146



お手軽メール（Cメール）
Cメールを送る

1 2

3

CメールをCメールを
送る送る
Cメールを
送る

待受画面で
Lを長押しすると、
Cメールメニュー
になるのよ！

Cメールメニューで
「新規作成」を選び
cを押します。 本文の入力が終了したら、

cを押します。

「宛先」を選びcを押し、
電話番号を入力して
cを押します。

「本文」を選んで
cを押します。

全角で50文字、
半角で100文字まで
入力できます。

&を押して、
送信！

宛先はアドレス帳や

履歴からも選べるし

直接、電話番号を

入力してもOK

auの携帯電話同士
だったら、Cメールが
便利で
ダンゼンお得！

お手軽メール（Cメール）

18



Cメールを読む

1

2 3

CメールをCメールを
読む読む
Cメールを
読む

Cメールを受信すると、Cメール受信音
　が鳴り、待受画面に 　 と
　　受信件数が表示されるので…

　リストから、未読の
Cメールを選びcを
　押します。

19

緊急地震速報を受け取るには

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急
地震速報を、震源地付近のau携帯電話に一
斉にお知らせするサービスです。
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します。

●Cメールは、Cメールに対応したau携帯電
話同士で、電話番号を宛先にしてメールの
やりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大100件まで保存
できます。
受信したCメールは、最大200件まで保存
できます。

「緊急地震速報を利用する」

こんなときは…？

 ●INFORMATION● 

cを押し、
フォルダを選んで
cを押します。

P.155



写真やムービーを撮る（カメラ／ビデオ）
写真やムービーをもっと楽しむ

写真や写真や
ムービーをムービーを
もっと楽しむもっと楽しむ

写真や
ムービーを
もっと楽しむ

フォトモニター画面で
%を押し、
「フォト画質」を選び
cを押して

「ファインモード」に！

待受画面でfを長
押しします。

もっとキレイに撮る
細部まで鮮明に表現できる、高画質な
フォトやムービーも撮影できます。

ムービーモニター画面で
%を押し、
「録画モード」を選び
cを押して

「QVGA」に！

フォトモニター画面や
ムービーモニター画面
から、いろいろな
設定ができるのよ。

フォト
(デジカメモード） ムービー

キレイ～

写真やムービーを撮る（カメラ／ビデオ）

※フォトサイズが「0.3M」
のときは、「フォト画質」
を設定できません。

20



フォトモニター画面で
%を押し、
「フォトサイズ」を選び
cを押して

「2M」に！

大きなサイズで撮る 連写でフォトを撮る

フォトモニター画面で
%を押し、
「連写設定」を選び
cを押して

「連写起動」を選び
cを押し、
「ON（連写モード）」
を選びcを押します。

デジカメモードで撮影したフォトを、2L
判サイズでキレイにプリントできます。

1回の撮影で、連写した4枚／9枚の
フォトを撮影できます。

フォト（デジカメモード） フォト（壁紙モード）

21

●フォトでできること
用途に合わせてフォトサイズや画質設定が
選択できます。

●ムービーでできること
録画モードによって、ムービーのサイズが
選択できます。

 ●INFORMATION● 

P.231「このカメラでできること」

フォトサイズ：横×縦（ドット） 画質設定

ノーマルモード
固定

録画モード 録画サイズ：横×縦（ドット）
高品質L
QVGA

176×144
320×240

壁紙（標準）：240×320
壁紙（ワイド）：240×400
0.3M：640×480
1M：1,280×960
2M：1,600×1,200

ファインモード／
ノーマルモード



ネットを楽しむ（EZweb）
EZwebでできること

2 3

1

EZwebでEZwebで
できることできること
EZwebで
できること 午後も晴れ

かにゃ～？

オープンカフェで
お茶しよ～

待受画面でuを押して、jで
「天気」を選びcを押します。

※EZwebのご利用は事前のお申し込みが必要です。
※EZwebの接続は、接続時間に関係なく送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料
がかかります。

お天気を調べる

「きょうの天気」
「あしたの天気」
などが表示されます。

9を押すと
天気の詳細が
表示されます。

EZwebは、携帯電話で
インターネットをカンタンに
楽しめる情報サービスです。

ネットを楽しむ（EZweb）

22



1

32

時間
　ピッタ

リ！

どのルートが
一番早い
　かなぁ～

スゴ～イ！
乗り継ぎのロス
タイムも少ない。

乗り換え検索
待受画面でRを押し、「au one
トップ」を選びcを押します。
「乗換」を選んでcを押します。

出発駅と到着駅を入力して、
「出発する」を選び
cを押します。

経路（ルート）を選び
cを押します。

23

お気に入りを登録したいときは
（ブラウザメニュー～お気に入り）

お気に入りリストに登録したい情報サイトを
画面に表示させて

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、
登録が完了します。
お気に入りリストは100件まで登録できます。

%を押す

「お気に入り登録」を選びcを押す

%を押す

1.
2.
3.

「お気に入りリストを利用する」

こんなときは…？

P.166

※ 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。



安心ナビ
安心ナビ

安心ナビ安心ナビ安心ナビ
待受画面でRを押して、
sで「EZナビ」を
選びます。
jで「安心ナビ」を
選びcを押します。

利用規約に
同意して…

ナビパスワード
を設定。

まずは、安心ナビを
起動させましょう。

安心ナビ

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなど
に、登録したau電話を持つお母様やお父様が、
お子様の居場所をカンタンに確認できます。

親ケータイ 子ケータイ

親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。

子ケータイの電話番号を
パートナーリストに
登録します。

親ケータイの操作です。

「いつでも位置確認」
を選びcを押し、
「位置確認」を選び
cを押します。

cを押して、
子ケータイに、
登録依頼を
送信します。

《初めて安心ナビを使用するときは》
パートナーリストに電話番号を登録する際に、
「パートナー登録説明」の画面が表示されます。
内容をよく読んでcを押してください。

アドレス帳から、パートナー
リストに登録する子ケータイ
の電話番号を選び、
cを押します。

これで、
準備完了。

24



子供の居場所を確認するには

子供の居場所を確認するには子供の居場所を確認するには子供の居場所を確認するには子ケータイに登録依頼が
送られます。

子ケータイの操作です。

子ケータイに、
登録依頼が送られます。

ナビパスワードを入力して、
登録情報を送信します。

親ケータイに、
登録完了通知が
届きます。

これで、いつでも、子供の居場所が確認できます。

待受画面でRを押して、
sで「EZナビ」を選びます。
jで「安心ナビ」を選び
cを押します。
「いつでも位置確認」
を選びcを押し、
「位置確認」を選び
cを押します。

パートナーリストから
子ケータイの番号を選び
cを押し、「位置確認」を選び
cを押します。
位置が確認できると、
「位置を確認できました」と
表示されます。
「地図を表示」を選び
cを押すと、位置情報が地図に
表示されます。

確認された子供の
位置情報が、地図に
 表示されます。

あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、
自動で位置確認することも可能です。

25



自分ケータイにする
ケータイアレンジ

アッという間に
ヘンシ～ン

ケータイケータイ
アレンジアレンジ
ケータイ
アレンジ

一括コーディネート

着信音や待受画面をまとめて一括コーディネート♪
もちろん、音や画面を違うイメージでまとめる
こともできます。

お気に入りのアニメやイラストなど、ひとつのテーマで統一された
画面や音に一括コーディネートできます。
ケータイアレンジファイルは、待受画面や壁紙、メインメニューの
デザインなどがひとつのパッケージになっています。

気分にあわせて、
ケータイも気軽に
イメージチェンジ!!

■もっとオリジナリティーを出すときは・・・・

データフォルダ
ダウンロードなどで保存したケータイアレンジファイルで
一括変更できます。

EZwebで探す
人気アニメや映画、有名マンガなどのキャラクターや音
などを利用した画面や着信音に変更できます。

メーカーサイトで探す
SH@ez（シャープ携帯専用サイト）で提供するデザイン
や効果音に変更できます。

オリジナル
E05SHには、あらかじめ1件のケータイアレンジが用意
されています。

アレンジ操作をするまでの共通手順

選んでね～

自分ケータイにする

待受画面でcを押し、%を押してjで
「ケータイアレンジ設定」を選びcを押します。

26



個別に設定
一括コーディネート以外にも、自分の好みに
合わせて画面や着信音などを個別に
設定することもできます。

オリジナルから探す ときは…
「オリジナル」を選んでcを押し、変更
するデータを選んでcを押す

データフォルダから探す ときは…
「データフォルダ」を選んでcを押し、
変更するデータを選んでcを押す

EZwebから探す ときは…
「EZwebで探す」を選んでcを押し、
EZwebにアクセスし、ダウンロードする
データを選ぶ
※ダウンロードの方法については「EZweb上の音や
画像を利用する」 (▶P.161)をご参照ください。

待受画面を変える
待受画面でc311

Eメール受信画面を変える
待受画面でc314

音声着信音を変える
待受画面でc211c

Eメール受信音を変える
待受画面でc212c

step:1 step:2

27

●ケータイアレンジの設定には、時間がかか
ります。着信などによって、ケータイアレン
ジの設定が中止された場合は、もう一度、
ケータイアレンジの設定を行ってくださ
い。

●ケータイアレンジファイルによっては、設定
を部分変更できないものがあります。

●ケータイアレンジファイルには、有効期限
が設定されているものがあります。有効期
限には、「有効年月日」と「有効日数」の2つ
のタイプがあります。
有効期限は、データフォルダのデータ詳細
情報画面（▶P.256）で確認できます。

●有効期限が満了になると、自動的にお買い
上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様
が部分変更している設定については、その
ままの設定内容が引き継がれます。

 ●INFORMATION● 



落としても安心
遠隔ロック

1

32

遠隔ロック遠隔ロック遠隔ロック
待受画面で
c414を
押し、ロックNo.を入力
してcを押すと･･･

「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。

%を押して、
電話番号を登録します。

遠隔操作をする電話番号を登録します。

設定画面から
遠隔ロックの設定を
選択します。

ロック操作の条件(時間／回数)を
設定します。

登録した電話（電話番号）から
ケータイに、設定した条件で
電話をかけます。

「10分間に3回」と設定した場合、
10分の間に3回、なくしたケータイに
電話をかけます。

%を押して終了。

E05SHを紛失した場合に、事前に登録した電話
から、E05SHに電話をかけて着信を繰り返すこと
で、遠隔操作で他人が使えないようにオートロック
とFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけること
ができます。

慌てない
　慌てない…

例えば：「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

「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

落としても安心

28

ケータイをなくしてしまったら



安心ロック

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。

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。安心ロック安心ロック安心ロック

本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合
でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックを
かけることができます。

受付は24時間。
無料です。

■一般電話、au以外の携帯電話から

■au電話から

0077-7-113

113

●auお客様センターに電話する

●auお客さまサポートにアクセスする

https://cs.kddi.com/URL

局番なしの
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●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」
に設定されています。
ロックNo.は、変更することもできます。

●登録した電話からE05SHの遠隔操作をす
る場合は、発信者番号を通知して電話をか
けてください。

●E05SHの電源が入っていない場合には、
遠隔ロックや安心ロックが起動できませ
ん。
また、電波の弱い場所にE05SHがある場
合には、遠隔ロックや安心ロックが起動で
きない場合があります。

「ロックNo.を変更する（M44）」

こんなときは…？

ケータイ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、携帯電話の置き忘れや紛失時に、パソ
コンから携帯電話のおおよその位置を検索
できます。
「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

 ●INFORMATION● 

P.313

P.185



知っててよかった！
災害用伝言板サービス
着信拒否

知っててよかった！

災害用伝言板サービス

私は無事よ！

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、自分の安否情報が登録できます。

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。
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着信拒否
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、「音声着信」を選びcを
押します。
ロックNo.を入力して cを押し、
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。 「着信を拒否する（M431）」 P.312

《音声着信の場合》

待受画面でcを押し、「ツール」を選びcを押します。
「テレビ電話」を選びcを押し、「着信拒否」を選びcを
押します。
ロックNo.を入力してcを押し、相手の番号や「ON」「OFF」
などの内容を設定します。

「着信拒否を設定する（テレビ電話）」 P.112

《テレビ電話着信の場合》



オンラインマニュアル
料金照会
なるほど！au
オンラインマニュアル 料金照会

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。

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないケータイの
操作方法を簡単に探すことができます。

au one トップから接続する
待受画面でRを押し、「au oneトップ」を選びcを押します。
「auお客さまサポート」を選びcを押し、
「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、s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。

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。

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。

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。

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。

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。
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マナーを守ろう
マナーも携帯する

マナーもマナーも
携帯する携帯する
マナーも
携帯する

マナーを守ろう

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。

●こんな場所では、使用禁止！
・ 自動車・オートバイ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。

●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。

●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。
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