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安全上のご注意

本書の表記方法について
■掲載されているキー表示について
本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご
了承ください。

■項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の
表記方法について

本書では、jやaでメニューの項目／アイコン／画面上のボタンな
どを選択してc（OK／選択／設定／決定）を押す操作を、［名称］と省
略して表記しています。

例：発信メニューから「特番付加」を選択する場合

A 電話番号を入力する→c（発信）
→［特番付加］

l r

u

d

uまたはdを押すとき................ j
lまたはrを押すとき................ s
u、d、l、rを押すとき.... a

&
c

%
L R
NCF
123
456
789
*0#

fw

◎本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略
している場合があります。あらかじめご了承ください。

◎画面最下行に表示された内容をc／&／%を押して実行する場合、c
（発信）のようにカッコ内に内容を表記します。
※ただし、c（OK）／c（選択）／c（設定）／c（決定）の場合は省略してcのみ表記し
ています。

◎各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット（M452）でリセッ
トされる内容」（zP.334）および「メモリリセット（M453）でリセットさ
れる内容」（zP.339）をご参照ください。

◎本書では「microSD™メモリカード（市販品）」の名称を、本文中は「microSD
メモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
また、本文中は「EZアプリ（BREWv）」を「EZアプリ」と表記します。

「特番付加」をjで選択してc（OK）を押す
操作を表しています。
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■掲載されている画面表示について
本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了
承ください。

免責事項について
◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ
の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用によ
り生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、
事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。

◎『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一
切責任を負いません。

◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか
ら生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロー
ドされたデータ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。

◎大切なデータはコンピュータのハードディスク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。

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、E05SH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。

※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。

●図記号の意味は以下のとおりです。

実際の画面 『取扱説明書』の
表記例

『取扱説明書』の表
記では、画面上部の
アイコン類などは、
省略されています。 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。

してはいけないこと（禁止）を表しています。

しなければならないこと（指示）を表しています。
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■E05SH本体、電池パック、充電用機器、
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ、
au ICカード、USBケーブル共通

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。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液
の原因となります。
E05SH専用および共通周辺機器
●電池パック

●電池パック用ロックドライバ（試供品）
●卓上ホルダ（05SHPUA）（別売）
●外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（0201QVA）（別売）
●USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）
●共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
●共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
●AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
●AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
●AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
●AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
●AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
●AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）
●AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）
●AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）
●共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）
海外で充電するときは必ず共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
をご使用ください。AC Adapter MIDORI／AO／SHIRO／MOMO
／CHA／REST／RANGERS／CHARGYは共通ACアダプタ02と
共通の仕様です。

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）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。

電池パック（シルバー） （05SHUSA）
電池パック（ブラック） （05SHUKA）
電池パックL（シルバー） （05SHUFA）
電池パックL（ブラック） （05SHUBA）

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au電話の電源をお切りください。また、充電もしない
でください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタン
ド構内などでおサイフケータイvをご利用になる際は、必ず事前に電
源を切った状態で使用してください。（FeliCaロックを設定されてい
る場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。）

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。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続
端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたり
しないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。

指定のACアダプタ（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグ
に金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでくださ
い。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてくださ
い。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

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・漏液・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・感電の恐
れがあります。

お客様による分解・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au電話などに不具合が
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。携帯電話の改造は電波法違反になります。
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■E05SH本体について

お客様によるプロテクターの取り外しはしないでください。故障・傷
害の原因となる恐れがあります。万一、プロテクターの取り外しによ
りE05SHに不具合が生じても責任は負いかねます。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめて
ください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出
部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすること
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。

E05SHは防水性能を有していますが、万一、水などの液体が外部接
続端子カバーなどから本体内部に入った場合には、使用を中止して
ください。発熱・発火・感電・故障の原因となります。

E05SH本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回
路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電
による故障は、保証の対象外となり、修理ができません。

充電端子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。

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）や高温になる所、極端に低温
になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。発熱・発
火・変形や故障の原因となる場合があります。

傾いた所やぐらついた台など、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。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パック
の誤飲で窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。

金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電
の際に卓上ホルダ（別売）や電池パックの接続端子、特にコンセント
などに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・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
が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれ
ば指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはシガーライタソケット
から抜き、熱くないことを確認します。その後au電話の電源を切り、電
池パックを外して、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、落下などによ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。

外部から電源が供給されている状態のE05SH本体・電池パック・充
電用機器に、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の定格を超える使いかたはしないでくださ
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。

電池パックを外したときは、電池パックのビスを紛失しないようご
注意ください。

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。

Bluetoothv機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetoothv
機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で
ご使用になると罰せられることがあります。

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。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでく
ださい。交通事故の原因になります。自動車・オートバイ運転中の携
帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯
電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
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航空機内での携帯電話の使用（電波OFFモード含む）は法律で禁止さ
れています。電源をお切りください。管理機能などにより自動的に電
源が入る場合がありますので、「航空機モード」を「ON」にしたうえで
電源をお切りください。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機
器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装
置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことをお守りくだ
さい。
1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着され

ている方は、携帯電話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、付近に植込み型心臓ペース
メーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性
がありますので、携帯電話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
携帯電話を持ち込まないでください。

• 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。管理機能などに
より自動的に電源が入る場合がありますので、「航空機モード」
を「ON」にしたうえで電源をお切りください。

• ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯
電話の電源をお切りください。

• 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めて
いる場合は、その医療機関の指示に従ってください。

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

高精度な電子機器の近くではE05SH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。（影響を与える恐れがある機器
の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知
器・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は機器メーカーまた
は販売者に電波による影響についてご確認ください。）

モバイルライト（簡易ライト）をご使用になる場合、モバイルライト
（簡易ライト）を人の目の前で発光させないでください。また、モバイ
ルライト（簡易ライト）点灯時は発光部を直視しないようにしてくだ
さい。同様にモバイルライト（簡易ライト）を他の人の目に向けて点
灯させないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因と
なります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてモバイルライト（簡易
ライト）を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、
事故を起こす原因となります。

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、事前に必ず医師と相談してください。

通話・メール・撮影・インターネットなどをするときは周囲の安全を
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。

赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低
下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向
けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。

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。

FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。au
電話のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準
拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられること
があります。

Bluetoothv機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetoothv
機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で
ご使用になると罰せられることがあります。

イヤホンやハンドストラップなどを持ってau電話を振りまわさない
でください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがありま
す。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用
しないでください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合
があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用
しないでください。

夏季に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には
置かないようにしてください。E05SHのキャビネットが熱くなり、
やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利
用できる時間が短くなったり、本体が変形し故障の原因となる場合
があります。



39

安
全
上
の
ご
注
意

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

■電池パックについて
E05SHの電池パックはリチウムイオン電池です。
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。
充電してからお使いください。

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
どを生じる場合があります。

使用箇所 使用材料 表面処理
外装ケース ポリアミド樹脂 アクリル系UV硬化処理
コーナーカバー エラストマー樹脂 なし
ディスプレイ アクリル樹脂 アクリル系UV硬化処理
赤外線ポート アクリル樹脂 ハードコート処理
カメラレンズ アクリル樹脂 ハードコート処理
モバイルライトレンズ アクリル樹脂 ハードコート処理
外部接続端子カバー PC 樹脂・エラスト

マー樹脂
アクリル系UV硬化処理

SDIOコネクタカバー PC樹脂 アクリル系UV硬化処理
センターキー
カーソルキー

PC樹脂 なし

電源キー
クリア／メモキー
発信キー
ダイヤルキー
アプリキー
アドレス帳キー
メールキー
EZキー
サイドキー

PC樹脂 アクリル系UV硬化処理

UIMカードトレイ POM樹脂 なし
microSDメモリカードス
トッパー

POM樹脂 なし

充電端子 SUS 金メッキ
電池パックカバー PC樹脂 アクリル系UV硬化処理
コーナーカバービス SUS クロムメッキ
電池パックビス SUS クロムメッキ
指紋センサー シリコン メッキ
指紋センサー樹脂部分 エポキシ樹脂 なし

人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人に
あたり、思わぬけがをする場合があります。

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
ンカードなど磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容
が消失する場合があります。

外部接続端子に液体・金属片・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。また、通常は外部接
続端子のカバーを開けたままにしないでください。ほこり・水などが
入り、故障の原因となります。

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や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。

受話口部やスピーカー部の吸着物にご注意ください。これらの箇所
には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキス
の針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用
の際、受話口部などに異物がないかを必ず確かめてください。

危険
誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂な
どの恐れがあり危険です。必ず下記の危険事
項をよくお読みになってからご使用くださ
い。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせないでくだ
さい。
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■充電用機器について

電池パックをau電話本体に接続するときは正しい向きで接続してく
ださい。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となりま
す。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご
確認してから接続してください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでくださ
い。発火や破損の原因となります。

お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。ま
た、外装シールをはがさないでください。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。

落としたり、破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）など
を接続端子と充電端子に触れさせないでください。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。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるの
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恐
れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受け
てください。

電池パックをau電話本体から取り外すときは、凹部を持ち、上方へ持
ち上げて外してください。先の細いものを差し込んで外そうとした
場合、発火や破損の原因となります。

警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な
どの恐れがあります。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。

電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。ま
た、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れる
と発熱・破損・発火の原因となります。

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
れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な
どの恐れがあります。必ず下記の警告事項を
よく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。共通ACアダプタ01（別売）では日本国内家庭
用AC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器
を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02（別売）／
AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）／AC Adapter AO（0204PLA）（別
売）／AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）／AC Adapter MOMO（0204
PPA）（別売）／AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）／AC Adapter REST
（LS1P002A）（別売）／AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別
売）／AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）はAC100Vから
240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DC
アダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご
使用ください。 

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
し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となりま
す。傷んだ指定のACアダプタ（別売）・ゆるんだコンセントは使用し
ないでください。

共通DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れた場合は必ず指定の
ヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。発熱・発火の原因と
なります。ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01（別売）の取扱説明
書をよくご確認ください。

電源コードを傷つけたり、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。
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■au ICカードについて

お手入れをするときには、指定の充電用機器（別売）のプラグをコンセ
ントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないで
お手入れをすると感電やショートの原因となります。また、指定の充
電用機器（別売）の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。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げに
ならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となりま
す。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発
熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万
一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてく
ださい。

充電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。

長時間使用しない場合は、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。

au電話本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器（別売）
を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

注意
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・
故障・物的損害などの恐れがあります。必ず
下記の注意事項をよくお読みになってから
ご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台な
どに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレー
タ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだり
しないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となりま
す。

濡れた電池パックを充電しないでください。

風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感
電や故障の原因となります。

指定の充電用機器（別売）のプラグを抜くときは、必ずプラグを持っ
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恐れがあ
ります。

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しな
いでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

卓上ホルダ（別売）を車内で使用しないでください。落下・運転の妨げ
により故障の原因となります。卓上ホルダ（別売）は室内の安定した
場所での使用を前提とします。

卓上ホルダ（別売）を使用して充電する際は、外部接続端子に指定の
ACアダプタ（別売）を接続しないでください。充電が正しく行われな
いだけでなく、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。

au ICカードを本体に取り付けるときや、取り外すときは、手や指を
傷つけないようご注意ください。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してくだ
さい。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原
因となります。指定品については、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。

au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原
因となります。
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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。

■ E05SH本体、指紋センサー、電池パック、充電用機器、外部接続端子
用イヤホン変換アダプタ、au ICカード共通

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放
置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因と
なります。

au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶
損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au ICカードのIC（金属）部分に不用意に触れたり、ショートさせたり
しないでください。内部データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障
の原因となります。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでくだ
さい。故障の原因となります。

au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が
付着すると故障の原因となります。

au ICカードのIC（金属）部分を傷つけないでください。故障の原因と
なります。

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の
原因となります。

au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所
には置かないでください。故障の原因となります。

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤
飲で窒息したり、傷害などの原因となります。

● 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、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中
で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても
保証の対象外となります。

● E05SHは外部接続端子カバーおよび電池パックが完全に装着された状態で、防
水保護等級（JIS C 0920）IPX5／IPX7相当の防水性能を有していますが、完
全防水というわけではありません。雨の中や水滴の付いた状態で外部接続端子
カバーの開閉および電池パックの取り付け／取り外しを行うと、本体内部に水
が浸入し、故障の原因となります。また、周辺機器には防水性能がありません。水
などの液体をかけないようご注意ください。調査の結果、これらの水濡れによる
故障と判明した場合は、保証の対象外となり、修理ができません。

● 極端な高温・低温・多湿はお避けください。下記の温度・湿度の範囲内でご使用
ください。
･ E05SH本体、本体装着時の電池パック・au ICカード
周囲温度5℃～35℃、周囲湿度35%～90%

･ 充電用機器、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ
周囲温度5℃～35℃、周囲湿度35%～85%
調査の結果、極端な温度・湿度条件下での使用による故障と判明した場合は、
保証の対象外となり、修理ができません。

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

● 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れ
ていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は強い力を加
えて端子を変形させないでください。

● 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恐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。

● 充電中や通話中、カメラ機能動作中、EZwebご利用中など、温かくなることがあ
りますが異常ではありません。
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■E05SH本体について

● 使用中、E05SH が高温となった場合、本体の保護のため一時的に一部機能を停
止することがあります。

● 電池パックはau電話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
電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。

● お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱い
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。

● 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）のコードを本体に巻き付けて
使用しないでください。音声がとぎれたり、雑音が入ることがあります。

● 充電中や通話中、ムービー撮影中、EZwebご利用中は、本体の一部が温かくなり
ますので、手や顔などが触れる場合はご注意ください。

● 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。
傷の発生や、破損の原因となることがあります。

● 日常生活における使用での衝撃を想定しています。投げつけたり無理な落とし
かたをするなど、故意に極度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますの
でご注意ください。また本体の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発
生します。

● キーの表面に爪や硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や故障
の原因となります。

● ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、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。そのまま使用するとけがの原因とな
ることがあります。

● au電話本体（電池パックを取り外した背面）に貼ってある製造番号の印刷されたシー
ルは、お客様のau電話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。

● au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリ
ストなどの内容は、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。大切な内容は必ず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。

● au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）な
どは、機種変更・故障修理などによるau電話の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。

● E05SH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。

● 本体のご使用中は、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
して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。

● ディスプレイやディスプレイの裏面、キーのある面にシールなどを貼らないで
ください。E05SH本体が損傷する恐れがあります。

● カバンやポケットに入れているときにキーが誤動作しないように、キーロック
を設定しておくことをおすすめします。

● フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、カメ
ラ機能・EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくな
り長時間皮膚に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。

● 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使い
ください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合が
あります。

● E05SHに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー
部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

● 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、温度が急激
に変化するような場所で使用された場合、E05SH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使用は故障の原因となりま
すのでご注意ください。

● 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
ラスクリーナーを使うと故障の原因となります。

● 明るさセンサーを指でふさいだり、明るさセンサーの上にシールなどを貼る
と、「ディスプレイ照明」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にしたり、「キー照
明」を「ON」にしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作し
ない場合がありますのでご注意ください。

● エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化によ
り結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
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■FeliCaリーダー／ライターについて

■電池パックについて

■充電用機器について

● E05SHは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できない
ようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しく
ご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来
店ください。なお、変更処理は有償となります。

● 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネ
クタが平行になるように抜き差ししてください。

● 外部接続端子に機器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。

● 外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意くだ
さい。

● 撮影などしたフォト／ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添
付などの利用により個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめしま
す。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないもの
もありますのであらかじめご了承ください。

● E05SHは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。
また、携帯電話の改造は電波法違反になります。

● 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した
通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、法律で
禁止されています。

● 心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や着信音量の設定に気を付けてください。
心臓に影響を与える可能性があります。

● E05SHはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅
くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温に
なれば正常に戻ります。

● ポケットおよびカバンなどに収納するときはディスプレイが金属などの堅い
部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレ
イに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご
注意ください。

● 直射日光下などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合があります
が故障ではありません。

● au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波
を使用しています。

● 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場
合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近
くにないことを確認してお使いください。

● FeliCaリーダー／ライター機能は、海外モードおよび電源を入れてから一度も
国内の圏内になっていない（電波OFFモード含む）状態では、使用できません。

● 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、電池パック
の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も
短くなります。できるだけ常温でお使いください。

● 長期間使用しない場合には、E05SH 本体から外し、ビニール袋などに入れて高
温多湿を避けて保管してください。

● 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使用できる時間が、次第
に短くなります。目安として、十分充電しても使用できる時間が購入時の半分程
度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することを
おすすめします。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

● 環境保護と資源の有効利用をはかるため、普通のゴミと一緒に捨てないでくだ
さい。また、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップな
どで使用済み電池パックの回収を行っております。

● お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いに
なるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してくださ
い。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありませ
ん。）

● 電池パックは使用条件によって、寿命が近づくにつれて膨らむ場合がありま
す。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上には問題ありません。電池
パックの膨らみによって本体に取り付けられなくなったときは、電池パックを
交換してください。

● ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）のプラグおよび卓上ホルダ
（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
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■カメラ機能について

■著作権／肖像権について

■音楽機能について

■au ICカードについて

● 指定の充電用機器（別売）の電源コードをプラグおよび卓上ホルダ（別売）に巻
き付けないでください。感電・発火・火災の原因となります。

● カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

● カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退
色・焼付けを起こすことがあります。

● au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「デー
タ」といいます。）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または
消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利
益について一切の責任を負いません。

● 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害とな
る恐れがありますので、ご注意ください。

● 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正
しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認くださ
い。

● 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめく
ださい。

● お客様が E05SH で撮影・録音したものを複製・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。
なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、
撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。

● 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転
送することはできません。

● 撮影したもの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。

● 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やEZチャンネルプラスなどを視
聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の
原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏
切や横断歩道ではご注意ください。

● 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与え
ることがありますので、ご注意ください。

● 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注
意ください。

● au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の
場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、
盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。ま
た、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちくださ
い。

● au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてく
ださい。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないよう
にしてください。

● 他の ICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場
合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

● au IC カードの IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入
れには乾いた柔らかい布などで拭いてください。

● au ICカードにシールなどを貼り付けないでください。

● 使用中、au IC カードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそ
のままご使用ください。

● au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC（金属）部分に触れないようにご注意
ください。
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ご利用いただく各種暗証番号について
E05SHをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただき
ます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗
証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないよ
うご注意ください。

プライバシーを守るための機能について
保存されているデータのプライバシーを守るために、E05SHには次
のような機能が用意されています。

PINコードについて
au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PIN
コードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違え
るとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除
コードを利用して解除できます。

■PIN1コード
第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたび
にPIN1コードの入力を必要にすることができます。また、PIN1コード
の入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。（zP.314「入
力要否設定（M472）」）
• お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていま
すが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必
要」に変更できます。（zP.314「PINコードを設定する（M47）」）

● 暗証番号
使用例 A お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する

場合
B auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・

申込・変更をする場合
C Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo. ● PINコード
使用例 電話機本体の各種設定など

を変更する場合
使用例 第三者によるau ICカードの

無断使用を防ぐ場合
初期値 1234 初期値 1234

● EZパスワード
使用例 EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード
使用例 A まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除

する場合
B まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード
使用例 A 安心ナビの起動

B いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値 安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

● 管理者ロックNo.
使用例 利用できる機能を管理者が制限する場合
初期値 1234

機能 設定方法
「FeliCaロック（M412）」 設定方法は、「FeliCa ロックをかける（M412）」

（zP.201）をご参照ください。
「アドレス帳ロック（M413）」 設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する（M413）」

（zP.308）をご参照ください。
「遠隔ロック（M414）」 設定方法は、「遠隔ロックを設定する（M414）」

（zP.308）をご参照ください。
「シークレット（M426）」 設定方法は、「シークレット情報を表示するかどう

かを設定する（M426）」（zP.311）をご参照くだ
さい。

データフォルダの
「プライベート」フォルダ

詳しくは、「プライベートフォルダについて」
（zP.245）をご参照ください。
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■セキュリティPINコード
EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすまし
を防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合が
あります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セ
キュリティPINコードの入力を必要にすることができます。また、セ
キュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要とな
ります。（zP.314「入力要否設定（M472）」）
• お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定さ
れていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入
力必要」に変更できます。（zP.314「PINコードを設定する（M47）」）

■署名PINコード
デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。
• 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じ
て4～8桁のお好きな番号に変更できます。（zP.314「PINコード変
更（M471）」）

• 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問
い合わせください。

■PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPIN
コード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力す
ることでロックを解除できます。
• PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラス
ティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時に
はすでに決められています。

• PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたは
セキュリティPINコードを設定してください。（zP.314「PINコード
変更（M471）」）

• PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPit
もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード（署名PINコード用）
署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除で
きます。
• PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく
署名PINコードを設定してください。（zP.314「PINコード変更
（M471）」）

• PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名がで
きなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせ
ください。

• PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット（M45）」
（zP.313）を行ってもリセットされません。

〈本機の記憶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、記憶内容が消失したり変化することがあります。
※控え作成の手段
アドレス帳などの文字情報や撮影したフォト／ムービーデータ、着メロなどの音楽データ
は、メール添付を利用して個別にパソコンに転送しておいてください。
またはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。
ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがありま
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
漏れなどでお気づ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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防水性能について
■E05SHの防水性能
E05SHは、防水保護等級（JIS C 0920）IPX5相当、IPX7相当の防水
性能を有しています。（当社試験方法による） 
● E05SH は、外部接続端子カバーと電池パックをきちんと取り付けた状

態で防水性能を保ちます。接触面に細かいゴミ（髪の毛1本、砂粒1個、微
細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。

●E05SHの防水性能は、常温（5℃～35℃）の真水・水道水にのみ対
応しています。

●すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取
り扱いの不備による故障と認められたときは、保障の対象外となり
ますのでご了承ください。

■ IPX5／IPX7について
•「IPX5相当」とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から
約12.5リットル／分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向
からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つ
ことです。

•「IPX7相当」とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽にE05SH
を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電
話機としての性能を保つことです。

• 具体的には… 
雨の中（1時間あたり20mm未満の雨量）で傘をささずにE05SHを
ご使用になれます。
風呂場や洗面所、台所、プールサイドなど、水がある場所でもE05SH
をご使用になれます。
弱めの水流（6リットル／分以下）で常温（5℃～35℃）の水道水を
使ってE05SHを洗うことができます。

■防水（水周りでのご使用）に関するご注意
●E05SHに次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
また、砂や泥が付着しないようにしてください。
• 石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水／海水／プールの水／温泉、熱湯
など

●手やE05SHが濡れているときに、外部接続端子カバーや電池パック
の取り付け／取り外しは絶対にしないでください。

●湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しない
でください。（キー操作を含む） 

●耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い水流（6リッ
トル／分を超える）をかけないでください。

●風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。ま
た、風呂場で長時間利用しないでください。

●サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの熱風は
あてないでください。

●コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置か
ないでください。

●送話口、受話口、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音
量が小さくなることがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえ
でご使用ください。

●電池パックや付属品は、防水に対応していません。
●落下させるなど、E05SH本体に強い衝撃を与えたり、送話口、受話口、
スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。防水
性能が損なわれることがあります。

●砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。送話口、受話
口、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。

●結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはE05SHが常温になっ
てから持ち込んでください。万一結露が発生したときは、取れるまで
常温で放置してください。

●E05SHは水に浮きません。
●強い雨の中では使用しないでください。
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●外部接続端子カバーや電池パックに劣化、破損があるときは、防水
性能を維持できません。これらのときは、お近くの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。

■防水パッキンについて
外部接続端子カバーや電池パック周囲の防水パッキンは、防水性能を
維持するための重要な部品です。次のことにご注意ください。
●はがしたり、傷つけたりしないでください。
●外部接続端子カバーや電池パックを取り付けるときは、以下のこと
にご注意ください。浸水の原因になることがあります。
• 防水パッキンを挟まないようにしてください。
• 細かいゴミ（髪の毛１本、砂粒１粒、微細な繊維など）を挟まないよ
うにしてください。

●水以外の液体（アルコールなど）が付着しないようにご注意くださ
い。防水性能を維持できなくなる場合があります。

●外部接続端子カバーや電池パックを外すときは、隙間に先の細いも
のを差し込んで無理に外さないでください。防水パッキンが傷つ
き、浸水の原因となることがあります。

●防水性能を維持するため、防水パッキンは異常の有無に関わらず、2
年ごとに交換することをおすすめします。

●防水パッキンの交換については、お近くの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。

●外部接続端子カバーに劣化、破損があるときは、防水性能を維持で
きません。このときは、お近くの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。

●電池パックが破損したときは、電池パックを交換してください。破
損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因と
なります。

■E05SHの洗いかた
E05SHに汚れ、ホコリ、砂などが付着したときは、やや弱めの水流（6
リットル／分以下）で常温（5℃～35℃）の水道水を使い、蛇口やシャ
ワーから約10cm離して洗います。外部接続端子カバーが外れないよ
うに押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってくだ
さい。洗った後は、水抜きをしてから使用してください。
●外部接続端子カバーと電池パックが、きちんと取り付けられている
ことを確認してから洗ってください。

●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
●乾燥のために電子レンジには絶対に入れないでください。電池パッ
クを漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、E05SHの
発熱・発火、回路部品の破損の原因となります。

●乾燥のためにドライヤーの熱風をあてたり、高温環境に放置しない
でください。E05SHの変形、変色、故障などの原因となります。

■水抜きのしかた
E05SHを水に濡らした場合、そのままご利用になると通話不良と
なったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまう恐れがあります。また、
外部接続端子などのショートによる火災・故障の原因となります。必ず
次の各部の水抜きを行ってください。
• 送話口部（マイク） 
• 受話口部（レシーバー） 
• スピーカー部
●E05SHを振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっ
かり握ってください。

A E05SHの表面の水分を乾いた布などで拭く
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B E05SH本体をしっかりと持ち、20回程度振る

C 各部の隙間に入った水分を乾いた布などを押し当てて拭く

●各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布をあ
て、軽くたたいて水を出してください。

D 乾いた布などを下に敷き、2～3時間程度常温で放置する

■充電時のご注意
●充電用機器は、防水に対応していません。屋外や風呂場、洗面所、台
所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用し
ないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しな
いときでも、風呂場などに持ち込まないでください。

●E05SHが濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回
路のショートなどによる火災・故障の原因となります。

●外部接続端子カバーを取り外して充電したときには、充電後しっか
りとカバーを取り付けてください。

●濡れた手で充電用機器に触れないでください。感電の原因となりま
す。

受話口部

送話口部

スピーカー部
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