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付録・索引

付録

周辺機器のご紹介

■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）
※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。
※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用
ください。

※AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、CHAは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

■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）

■骨伝導レシーバ
マイク01
（0201QUA）（別売）

■共通DCアダプタ01
（0201PEA）（別売）

■ポータブル充電器01
（0201PDA）（別売）

■USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
■USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）
■平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
■平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
■簡易アンテナE（0202ANA）（別売）

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com）
にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合せください。

◎E06SHは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入
いただけます。
パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com
au電話からは：バーコード（QRコード）よりアクセスでき
ます。

■電池パック用
ロックドライバ
（試供品）

■電池パックL
（シルバー：05SHUFA）
（ブラック：05SHUBA）
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電池パックを交換する
電池パックは、専用のものをご使用ください。

電池パックを取り外す
A 本体裏面の電池パックのビスをゆるめる（反時計回り）

B 電池パックを取り外す
電池パックの凹部を持って、上方へ持ち上げて取り外します。

電池パックを取り付ける
A 電池パックのツメの部分（2箇所）をE06SH本体の溝に
合わせて取り付ける
※ツメの部分を溝に合わせないで無理に取り付けようとすると破損するおそれがあります。

B 電池パックのビスを締め付ける（時計回り）◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」（zP.40）をご参照
ください。

◎電池パックの取り付け／取り外しのために、電池パック用ロックドライバ
（試供品）を付属しています。

◎電池パックを取り外すときは、凹部を上に引くようにしてください。凹部以
外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあ
ります。

◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波
OFFモード（M52）」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日
付、曜日、時刻の代わりに「ー」（ハイフン）が表示されることがあります。
（zP.62「時刻が表示されなくなったら」）

◎電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

ビス

A B

電池パック

凹部

◎au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り
付けてください。

◎取り付けるときは、防水パッキンとケース面がきれいなことをご確認し、奥
まで完全に閉じてご使用ください。

◎取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パック破損の原因
となります。

◎電池パックのビスを締め付けるときは、締め付け過ぎないようご注意くだ
さい。
電池パック用ロックドライバ（試供品）が破損するおそれがあります。

A B

ツメ ビス
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共通DCアダプタ01（別売）を使用して
充電する

電池パックをE06SHに取り付けた状態で充電してください。

A E06SHに共通DCアダプタ01（別売）を接続する

側面にある外部接続端子カバー（A-1）を開け、共通DCアダプタ01（別
売）のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます（A-2）。

B 共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタ
ソケットに差し込む
E06SHの充電／着信ランプが赤色に点灯します。

E06SHの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなり
ます。
充電が完了すると、赤色に点灯していた充電／着信ランプが消灯しま
す。

C 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタ
ンを、押しながら引き抜く

D E06SHの外部接続端子カバーを閉じる

E 共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタ
ソケットから抜く

イヤホンを使用する
市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
（別売）を接続して使用します。

A「イヤホン種類（M241）」を「マイクなし」に設定する充電時間は約250分です（電池パックL装着時）

A-1
A-2

B

突起部

C

ED
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B 市販のステレオイヤホンと外部接続端子用イヤホン変換
アダプタ01（別売）を接続する
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）には、イヤホン端子
（丸型）とイヤホンマイク端子（平型）があります。
市販のステレオイヤホンの形状を確認して差し込みます。イヤホン端
子（丸型）またはイヤホンマイク端子（平型）のいずれか一方に接続して
ください。

C E06SHに外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
（別売）を接続する
側面にある外部接続端子カバー（C-1）を開け、外部接続端子用イヤホ
ン変換アダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行に
なるように差し込みます（C-2）。

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／
平型ステレオイヤホンマイク（別売）／
骨伝導レシーバマイク01（別売）を使用する

A「イヤホン種類（M241）」を「マイクつき」に設定する

B 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイ
ヤホンマイク（別売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）
と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）を接
続してE06SHに取り付ける
E06SHの側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤ
ホン変換アダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して平行
になるように差し込みます。

電話をかける
A 電話番号を入力→マイク（別売）のスイッチを“ピピッ”と
音がするまで押す
音がしたらすぐ（2秒以内）にスイッチを離してください。音がした後も
スイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

B 通話を終了するときは、マイク（別売）のスイッチを
“ピーッ”と音がするまで押す
“ピーッ”と音がすると通話が終了します。

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホ
ンを取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性
があります。

◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体か
ら抜けてしまったり破損の原因となります。

C-1

C-2
B

外部接続端子用イヤホン
変換アダプタ01（別売）

ステレオイヤホン

イヤホンマイク端子
（平型）

イヤホン端子
（丸型）

◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク
（別売）を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可
能性があります。

◎外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体か
ら抜けてしまったり破損の原因となります。

◎平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別
売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）のお問い合わせは、auホームページ
（http://www.au.kddi.com）をご確認ください。
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電話を受ける
A 着信中にマイク（別売）のスイッチを“ピピッ”と音がする
まで押す

故障とお考えになる前に

◎画面に電話番号が表示されている状態で、マイク（別売）のスイッチを押す
と、その電話番号に電話がかかります。

◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク（別売）の
スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話
がかかります。

こんなときは ご確認ください 参照
Fを押しても電源
が入らない

電池パックは充電されていますか？

電池パックは正しく取り付けられています
か？
電池パックの端子が汚れていませんか？
Fを長押ししていますか？

P.59
P.305
P.305

P.59
P.60

電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか？

「オートパワーオフ（M553）」が設定されて
いませんか？

P.59
P.305
P.298

電源起動時のアニメー
ション表示中に電源が
切れる

電池が切れていませんか？
※電池残量が少ない場合、電源を入れると、アニメー
ションが表示され、しばらくすると画面が消えま
す。

P.59
P.305

電話がかけられない 電源は入っていますか？
au ICカードが挿入されていますか？
電話番号が間違っていませんか？
（市外局番から入力していますか？）
電話番号入力後、Nを押していますか？
「エリア設定」が間違っていませんか？
「ダイヤル発信制限（M421）」で発信が制限
されていませんか？
「アドレス帳ロック（M412）」で発信が制限
されていませんか？
「電波OFFモード（M52）」が設定されてい
ませんか？

P.60
P.63
P.92

P.92
P.104
P.292

P.289

P.297

電話がかかってこない 電波は十分に届いていますか？
サービスエリア外にいませんか？
電源は入っていますか？
au ICカードが挿入されていますか？
「エリア設定」が間違っていませんか？
「着信拒否（M43）」が設定されていません
か？
「電波OFFモード（M52）」が設定されてい
ませんか？
着信転送サービスが設定されていません
か？

P.67
P.67
P.60
P.63
P.104
P.293

P.297

P.200

圏外アイコンが
表示される

サービスエリア外か、電波の弱い所にいま
せんか？
内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま
せんか？
「エリア設定」が間違っていませんか？

P.67

P.57

P.104
充電／着信ランプは
点滅するが着信音が
鳴らない

「着信設定（M21）」の音量が「OFF」に設定
されていませんか？

マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」
「サイレントマナー」になっているか「オリ
ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定
されていませんか？

P.281

P.284
P.262

こんなときは ご確認ください 参照

～
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さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、auお客さま
サポート「故障診断」でご案内しております。
• E06SH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/e06sh/index.html

充電ができない 充電用機器は正しく接続されていますか？
電池パックは正しく取り付けられています
か？
卓上ホルダ（別売）や充電端子などが汚れて
いませんか？

P.60
P.305

P.59

キー操作ができない 電源は入っていますか？
キーロックが設定されていませんか？
「オートロック（M411）」が設定されていま
せんか？

P.60
P.262
P.288

au ICカード（UIM）
エラーと表示される

au ICカードが挿入されていますか？
異なるau ICカードを挿入していませんか？

P.63
P.62
P.63

充電してください、
電池切れなどと表示
されて警告音が鳴った

電池残量がほとんどありません。 P.60
P.305

電話が勝手に応答する 簡易留守メモが設定されていませんか？ P.264
電池パックを利用
できる時間が短い

十分に充電されていますか？
※赤色の充電／着信ランプが消灯するまで、充電し
てください。

電池パックが寿命となっていませんか？
「圏外」が表示される場所での使用が多くあ
りませんか？

P.59

P.59
P.67

電話をかけたときに
受話口から「プーッ、
プーッ、プーッ…」と
音がしてつながらない

サービスエリア外か、電波の弱い所にいま
せんか？
無線回線が非常に混雑しているか、相手の
方が通話中ですのでおかけ直しください。

P.67

―

ディスプレイの照明が
すぐに消える

「ディスプレイ照明（M321）」の照明点灯時
間が短く設定されていませんか？

P.287

相手の方の声が
聞こえない

受話音量が「Level1」に設定されていませ
んか？
受話口を耳でふさいでいませんか？

P.92

P.57
相手の声がいつもより
遅れて聞こえる、
間延びして聞こえる

スロートークを設定していませんか？ P.95

平型イヤホンマイクの
マイクが使えない

「イヤホン種類（M241）」が「マイクなし」に
設定されていませんか？

P.285

時刻が表示されない E06SHが基地局から時刻を取得できない
状態にありませんか？

P.62

こんなときは ご確認ください 参照
画面が動かなくなり、
どのキーを押しても
操作できない

Fを10秒以上長押ししてみてください。
電源を自動的にOFFした後、もう一度電源
ONになります。編集中のデータは消失され
る可能性がありますが、保存しているデー
タは消失されません。

―

レーザガイド付きバー
コードリーダーでレー
ザが照射されない

E06SHは、業務用途に使用を限定すること
で製造・販売が許可されており、お買い上げ
の時点ではレーザガイドが発光しません。
恐れ入りますが「端末所有者証明書」のご提
出をお願いいたします。

P.50

レーザガイド付きバー
コードリーダーでバー
コードが読み取れない

バーコードを押し当てていませんか？
※E06SHをバーコードから離してください。

赤色照明を消灯してみてください。
※赤色照明を消灯して、再度読み取りください。照明
などの読み取り環境により、読み取りできない場
合があります。

読取可能なバーコードですか？
バーコードの種類をご確認ください。バー
コードの種類により読み取りできないもの
もあります。
バーコードが汚れていたり、かすれていた
りしませんか？
スキャナ部が汚れていませんか？

―

P.83

P.324

―

―

◎管理者制限の設定で機能が制限されていることがあります。（zP.260「利
用できる機能を管理者が制限する （M401／M402／M403）」）

こんなときは ご確認ください 参照
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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。

■補修用性能部品について
当社はこのE06SH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。

■安心ケータイサポートについて
au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター
サービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315
円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大する
サービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしく
はauお客様センターへ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。

◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービ
スにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客
様へ返却することはできません。 ◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが
本サービスの提供対象となります。

◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者
に引き継がれます。

◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しい au 電
話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイ
サポート」は自動的に退会となります。

◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。



311

付
録
／
索
引

■au ICカードについて
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。

■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）

■auアフターサービスの内容について

一般電話からは 0077-7-113（通話料無料）
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→［au one トップ］

→［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。

サービス内容抜粋 安心ケータイサポート会員 無料会員
A 保証サービス
注：保証内の場合、

無償修理
5年保証サービス 3年保証サービス

B 修理代金割引
サービス

注：水濡れ・全損以外
の故障の場合、
修理代金を割引

全額割引
（無料）

お客様負担額
5,250円（税込）

C 水濡れ・全損時
リニューアル
サービス

注：水濡れ・全損の
故障の場合、
リニューアル代金
を割引

お客様負担額
5,250円（税込）

お客様負担額
10,500円（税込）

D 紛失時あんしん
サービス

注：盗難・紛失の場合、
解除料の減額
もしくは購入代金
の割引

フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失
した場合

フルサポート解除料
全額免除

フルサポート解除料
お客様負担額

最大10,500円（税込）まで
新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合
新しいau電話購入代金
最大18,000円（税込）

OFF

新しいau電話購入代金
最大6,120円（税込）OFF

E 電池パック無料
サービス

同一au電話を1年以上（ま
たは3年以上）継続利用す
ることで電池パックを1
個プレゼント

なし

F 無事故ポイント
バック

同一au電話を継続利用で、
1年間無事故の場合、auポ
イント1,000ポイントプ
レゼント

なし
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カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧
データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

修理代金割引サービス
◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の
場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対
象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス
◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の
場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス
◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察
署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となりま
す。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届
出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
電池パック無料サービス
◎ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継
続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）

◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お
申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年ま
での間の計2回（各1個の提供）となります。

無事故ポイントバック
◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あ
んしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご
利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進
呈します。
※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月とな
ります。

データの種類
デ
コ
レ
=
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ョ
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モ
ジ

フ
ォ
ト
／
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メ
／
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／
メ
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ィ
／
着
う
た
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ム
=
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=
／
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Z
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=
ビ
=

着
F
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s
h

F
l
a
s
h
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登録先

着信音関連 音声着信音 ○ ○ ○ ○

Eメール受信音
指定外Eメール受信音
お知らせ受信音
Cメール受信音
ニュースフラッシュ受信音

○

音関連 ウェイクアップ音
パワーオフ音
カウントダウンタイマー音

○

アラーム音 ○ ○ ○ ○

スケジュールアラーム音
タスクアラーム音 ○ ○ ○

着信画像関連 音声着信画像 ○ ○ ○

Eメール受信画像
指定外Eメール受信画像
Cメール受信画像

○
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○：登録できます。

■音や画像以外の登録先一覧

編集できる画像の一覧

○：編集可能　×：編集不可

データの種類
デ
コ
レ
=
シ
ョ
ン
エ
モ
ジ
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／
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／
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登録先

画像関連 ウェイクアップ画像
パワーオフ画像
メール送信中画像
メール受信中画像
EZ接続画像
アラーム画像
スケジュールアラーム画像
タスクアラーム画像

○

待受画面 ○ ○

スケジュール画像 ○ ○ ○

アドレス帳関連 個別音声着信音
グループ音声着信音 ○ ○ ○ ○

個別メール受信音
グループメール受信音 ○

アドレス帳画像
プロフィール画像
グループ音声着信画像

○ ○ ○

グループメール受信画像 ○

◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
◎BMP形式の画像は、登録できません。また、データ形式によっては、登録でき
ない場合があります。

◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧
画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する
場合があります。

登録先 データの種類
メインメニュー設定 メニュー用Flashv
ケータイアレンジ ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書 辞書データ
祝日データ 祝日データ
ガジェット ガジェット
待受ショートカット すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。

辞書データ、ガジェット、デコレーションエモジパック、
受信メール、送信メール、コンテンツパック、EZアプリ
アーカイブ、PCドキュメント、不明データ

画像種類 画像サイズ

画像編集 画
像
切
出

フ
ァ
イ
ル
サ
イ
ズ
変
換

フ
レ
=
ム

ス
タ
ン
プ

文
字
合
成

特
殊
効
果

ト
リ
ミ
ン
グ

画
像
回
転

JPEG 壁紙（標準） 横240×縦320 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
壁紙（ワイド） 横240×縦400 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

0.3M 横640×縦480 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

1M～3M 横1,280×縦960～
横2,048×縦1,536 × × × × × × ○ ○

上記以外
のJPEG 横1～800×縦1～800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

PNG、
GIF 横1～800×縦1～800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
◎データサイズによっては編集できない場合があります。
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表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

※DCF 規格に準拠している画像ファイルで再生可能サイズを超える場合は、DCF サムネイル画像
を表示します。

Eメールの詳細情報
■Eメールで送信可能なデータ一覧

■Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類 拡張子 再生可能サイズ
画像 .jpg 1.5MB、3Mpixel

（2,048×1,536）以下※

.gif、.png 1.5MB、800×800以下
フレーム .png 512KB、

94×94～240×400
スタンプ .png 512KB、

10×10～240×348
アニメ .gif 512KB、800×800以下

.mmf、.mqf 500KB、240×240以下

.m3f 500KB、120×120以下
ムービー／EZムービー .amc、.3gp、.3g2 1GBまで保証

データの種類 拡張子 アイコン
ピクチャ
（GIFファイルのアニメも含む）

.png、.gif、

.jpe／.jpg／.jpeg
アニメ／メロディ／テキスト／
アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／
テキスト＆アニメ＆メロディ／
テキスト＆アニメ

.mmf、.m3f、.mqf

ボイス .qcp、.hvs
ムービー .amc、.3gp、.3g2
アドレス帳データ（vCard） .vcf
スケジュールデータ（vCalendar）／
タスクリストデータ（vCalendar）

.vcs

テキスト（TXT） .txt
ラッピングメールデータ .mcx
ライセンス未取得データ .kcf

◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

データの種類 拡張子 アイコン
ピクチャ
（GIFファイルのアニメも含む）

.png、.gif、.jpe／

.jpg／.jpeg
Flashv .swf
アニメ／メロディ／テキスト／
アニメ＆メロディ／テキスト＆メロディ／
テキスト＆アニメ＆メロディ／
テキスト＆アニメ

.mmf、.m3f、.mqf

ボイス .qcp、.hvs、.3g2
ムービー .amc、.3gp、.3g2
アドレス帳データ（vCard） .vcf
スケジュールデータ（vCalendar）／
タスクリストデータ（vCalendar）

.vcs、.ics

テキスト（TXT） .txt
ラッピングメールデータ .mcx
ライセンス未取得データ .kcf
装飾データ（デコレーションメールの添付
の場合は無効）

.ntl

PCドキュメントデータ .doc、.pdf、.xls、.ppt、
.htm、.html、.mht、
.mhtml

拡張子 送信できるデータサイズ
.jpe／.jpg／.jpeg 2MB
.mcx 100KB
その他 500KB
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機能リセット（M452）でリセットされる内容

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

リセット対象 機能リセット後
通話料金表示（M13） OFF
音声電話（M141） 1.0倍
音声着信
（M211）

音 パターン1
音量 Level3
画像 Standard
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー5
Eメール受信
（M212）

音 受信音1
音量 Level3
画像 Standard
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー1
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：5秒

拡張子
受信できるデータサイズ

（受信後データフォルダに保存される
データのデータサイズ）

.jpe／.jpg／.jpeg 2,803KB（2MB）

.swf、.mcx 137KB（100KB）
その他 685KB（500KB）

指定外
Eメール受信
（M213）

音 受信音2
音量 Level3
画像 Standard
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー1
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：5秒
お知らせ受信
（M214）

音 受信音4
音量 Level3
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー3
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：5秒
Cメール受信
（M215）

音 受信音5
音量 Level3
画像 Standard
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー4
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：5秒
ニュース
フラッシュ
受信（M216）

音 受信音3
音量 OFF
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー2
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：5秒
キー操作音（M231） OFF
OK音（M232） Level3
NG音（M233） Level3
充電開始音（M234） Level3
充電完了音（M235） Level3

リセット対象 機能リセット後
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ウェイク
アップトーン
（M236）

音 ウェイクアップ音1
音量 Level2
画像 Standard
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー5
パワー
オフトーン
（M237）

音 パワーオフ音1
音量 Level3
画像 Standard
バイブレータ OFF
ランプ メロディ連動

色：カラー5
イヤホン種類（M241） マイクなし
音出力先（M242） イヤホン＋スピーカー
オート着信（M243） OFF

応答時間：5秒
通話中ランプ
（M251）

設定 OFF
パターン パターン1
色 カラー1

お知らせランプ（M252） ON
待受画面（M311） Black Logo（静止画）
表示情報設定
（M312）

ニュースフラッシュ
テロップ

表示ON／OFF設定：OFF
スクロールスピード：ふつう
文字サイズ：ふつう

ニュースフラッシュ
ウィンドウ

OFF

ガジェット 表示ON／OFF設定：OFF
ガジェット選択：OFF

検索ウィンドウ OFF
表示パターン パターン1（検索ウィンドウ：左）
時計／カレンダー OFF

メール送信中画面（M313） Standard
メール受信中画面（M314） Standard
EZ接続画面（M315） Standard

リセット対象 機能リセット後
ベールビュー
（M316）

視野ブロック画像 ケータイアレンジに従う
フィルタレベル 標準
マナーモード連動 OFF

ディスプレイ
照明（M321）

照明点灯時間 10秒
微灯時間 10秒
明るさ設定 自動調節モード

キー照明（M322） ON
充電中表示（M323） OFF
入力文字（M331） やや大
メール表示（M332） 中
EZweb表示（M333） 中
アドレス帳（M334） やや大
履歴（M335） やや大
電話番号（M336） やや大
Set Language（M34） 日本語
オートロック（M411） OFF

再ロック：OFF
アドレス帳ロック（M412） OFF

着信時相手表示：表示する
遠隔ロック
（M413）

指定時間 3分
着信回数 5回
データ消去 消去しない
本体ロック解除 無効

ダイヤル発信制限（M421） OFF
EZweb制限（M422） OFF
PCサイトビューアー制限（M423） OFF
メール制限（M424） OFF
EZアプリ制限（M425） OFF
シークレット（M426） 表示しない
音声着信
（M431）

指定番号／非通知／
公衆電話／通知不可能／
アドレス帳登録外／
海外ローミング中全拒否

すべてOFF

着信履歴保存 ON
発信者番号通知（M46） ON（通知する）
送出確認設定（M482） ON（確認あり）

リセット対象 機能リセット後
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その他の機能
ルート認証局（M483） すべて有効
入力設定
（M514）

入力方式 かな方式
予測変換 ON
パーソナル予測 スタンダード
連携変換 ON

ダウンロード辞書（M515） 登録なし
電波OFFモード（M52） OFF
ニ画面終了確認（M541） ON
新着通知優先（M542） ON
自動時刻補正（M551） 自動補正
オートパワー
オン（M552）

ON／OFF設定 OFF
時刻設定 6：00

オートパワー
オフ（M553）

ON／OFF設定 OFF
時刻設定 0：00

市外局番メモリ（M562） OFF
USB設定（M573） 接続時に選択
USB充電（M574） ON
ケータイ
アップデート
（M581）

自動設定 ON
予約時刻 データなし
ソフトウェア更新用
データ

データなし

統計データ送信機能（M583） データ送信する

リセット対象 機能リセット後

リセット対象 機能リセット後
メインメニュー設定 Black menu
待受ショート
カット

ユーザー設定アイコン カレンダー／スケジュール、電卓、
アラーム、タスクリスト、
マナーモード設定、
内蔵辞書／日英翻訳、
名刺リーダー、EZナビウォーク、
フォト（壁紙モード）

ケータイアレンジ設定 Standard（初期値）
受話音量 Level3
発信履歴／
着信履歴／
受信メール
履歴／送信
メール履歴

フォト表示 OFF

グローバル
機能

エリア設定 日本
PRL設定 PRL自動取得：ON
航空機モード OFF

アドレス帳 並び順設定 五十音順
フォト表示 OFF
au one アドレス帳 自動保存設定：OFF
グループ編集 音声着信設定、Eメール受信設定、

Cメール受信設定：すべてOFF
時計／
カレンダー

カレンダー／
スケジュール

休日設定：2000～2011年は
日曜・祝日、その他は日曜
祝日設定：解除
カレンダー表示切替え：1ヶ月リス
ト表示
フォト表示：ON
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時計／
カレンダー

アラーム アラーム設定：OFF
アラーム時刻：0時00分
繰返し：1回のみ
アラーム名：アラーム1～10
アラーム音：アラーム音1
スヌーズモード：OFF
アラーム音量：Level3
アラーム画像：Standard
バイブレータ：OFF
優先設定：マナー優先

カウントダウンタイマー 時間：3分
音：カウントダウンタイマー1
音量：Level3
バイブレータ：OFF
優先設定：マナー優先

ストップウォッチ 計測中の記録：破棄
モード：LAP

簡易留守メモ 簡易留守メモ設定 OFF
応答メッセージ設定 通常
応答時間設定 16秒

メモ帳 カレンダー登録 解除
マナーモード ON／OFF設定 OFF

設定 通常マナー
オリジナルマナー 着信音量：すべてOFF

バイブレータ
音声着信：パターン1
Eメール受信／指定外Eメール
受信／お知らせ受信：パターン3
Cメール受信：パターン4
ニュースフラッシュ受信：OFF
ウェイクアップトーン／
パワーオフトーン／アラーム／
スケジュールアラーム／
タスクアラーム：パターン5

アラーム音量：すべてOFF
操作音量：すべてOFF
簡易留守メモ：OFF

カメラ 撮影モード フォト（壁紙モード）

リセット対象 機能リセット後
フォト フォトサイズ フォト（壁紙モード）：壁紙（ワイド）

フォト（デジカメモード）：2M
日付スタンプ OFF

文字色設定：ブラック
シャッター音 シャッター音1
全画面表示 OFF
自動保存設定 OFF
連写速度 おそい
連写枚数 4枚
フォト画質 ノーマルモード

ムービー 録画モード 高品質L
プレビュー設定 手動再生
録画開始／終了音 シャッター音1
全画面表示 OFF
拡大表示 OFF

データ
フォルダ

サムネイル／リスト
切替え

お買い上げ時の設定内容

ムービー再生方法 拡大再生：OFF
全画面再生／通常再生：通常再生
（S／M／L／LLサイズ）、全画面再
生（QVGAサイズ）

一時保存データ オンデマンド型ストリーミング再
生：中断データなし

EZweb ブラウザ履歴 メモリなし
文字サイズ設定 中
添付データ再生設定 再生する
ページスクロール設定 1行
タイトル表示設定 表示しない
ブラウザ履歴クリア設定 自動設定しない
タイムアウト設定 30秒
エリア情報送出設定 送出する
一発ジャンプ設定 ビジネスEZ

au one 
ガジェット

透明度選択 0%
背景色選択 ガジェットに従う
フレーム選択 フレームなし
フォトスライドショー スライド間隔：1分

フォルダ指定：ランダム

リセット対象 機能リセット後
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検索
ウィンドウ

透明度選択 0%
検索エンジン指定 毎回選択

EZナビ GPS情報通知設定 ON（確認あり）
ナビパスワード変更 安心ナビ初回起動時に設定
プライバシーフィルター アドレス帳登録外：受信しない

指定番号の設定：受信する
指定番号リスト：登録なし

GPSメールURL 初期値
安心ナビ いつでも位置確認の許可ユーザーリ

スト：登録なし
応答設定：自動（確認なし）
登録情報受信：受信しない

EZアプリ 待受EZアプリ設定 設定OFF
待受EZアプリ起動時間 2秒
一発起動設定 設定OFF
メニュー表示切替 アイコン表示大

Eメール 受信ボックス 表示切替：差出人一覧＋5行
送信ボックス 表示切替：宛先一覧＋5行
メール自動受信 ON
メール受信方法 全受信
添付自動受信 ON

静止画：137KB
音声：60KB
動画：60KB
装飾データ：10KB
ラッピングメールデータ：137KB
Flashv：137KB
テキスト：137KB

フォルダ表示 ON
ラッピングメール表示 ON
返信先アドレス OFF
差出人名称 OFF
冒頭文 OFF
署名 OFF
返信メール引用 ON
アドレス自動変換 お買い上げ時の登録内容

リセット対象 機能リセット後
Eメール 文字サイズ 送信メール作成画面：やや大

フォルダ一覧画面：やや大
メール一覧画面：やや大
内容表示詳細画面：中

Cメール 受信ボックス 表示切替：差出人一覧＋5行
表示件数切替え：未読件数

送信ボックス 表示切替：宛先一覧＋5行
署名 OFF
蓄積機能 選択蓄積
受信フィルター 指定番号の設定：OFF

アドレス帳登録外／
Eメールお知らせ：OFF

受信フォルダ表示 ON
文字サイズ 受信ボックスフォルダ一覧画面：やや大

メール一覧画面：やや大
内容表示詳細画面：中

緊急地震速報 受信設定：受信する（ON）
Bluetoothv
機能

ワイヤレス機器選択 OFF（スピーカー／イヤホン）
接続待ち開始／停止 接続待ち停止
Bluetooth着信鳴動 両方鳴動
セキュリティ あり
探索受付 受付

PCサイトビューアー PCサイトビューアーで設定リセッ
トを行った場合と同様
z P.192「PCサイトビューアーを設
定する」

リセット対象 機能リセット後
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メモリリセット（M453）でリセットされる
内容

「メモリリセット（M453）」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ
モリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ
時の内容に戻ります。
•「遠隔ロック（M413）」の有効番
号リスト

•「音声着信（M431）」の指定番号
リスト

•「緊急用位置確認（M49）」
•「ユーザー辞書（M511）」
•「定型文編集（M512）」
•「顔文字編集（M513）」
•「ダウンロード辞書（M515）」
•「プレフィックス設定（M561）」
•「市外局番メモリ（M562）」
• プロフィール
• 待受ショートカットのユーザー
設定アイコン※1／通知アイコン

• 発信履歴／着信履歴／送信メー
ル履歴／受信メール履歴

•「エリア設定」の手動登録エリア
• 文字入力の貼り付け／通常変換
機能・予測変換機能の学習内容／
絵文字・記号・顔文字の学習内容

• アドレス帳／スケジュール／タ
スクリスト編集中に一時的に保
存された内容

• アドレス帳
• アドレス帳のグループ編集
• ペア機能
• スケジュール
• タスクリスト
• 簡易留守メモリスト
• 通話音声メモ
• メモ帳
• スマートリンク辞書の履歴／し
おり／辞書リスト

• データフォルダの保存データ※2／
ユーザーフォルダのサブフォルダ
名称

• EZwebのお気に入りリスト／画
面メモリスト／ブラウザ履歴

• EZ設定の一発ジャンプ設定
• EZニュースフラッシュの配信
情報

• EZナビのナビパスワード変更／
プライバシーフィルター※3

• いつでも位置確認のパートナー
リスト／自動確認設定／許可
ユーザーリスト／確認した履歴
／確認された履歴

• エリア通知のエリア通知リスト
／通知した履歴／通知された履
歴

• 位置確認メールの送信履歴／受
信履歴

• 安心ナビの音・バイブ設定：音＋
バイブ

• 安心ナビの応答設定：自動（確認
なし）

• 安心ナビの登録情報受信：受信
しない

• EZアプリ※4

• EZアプリ設定※5

• Eメールの受信ボックス／送信
ボックス／なかよしボックス／
インフォボックス

• Eメールの振分け登録の設定／
なかよし登録の設定／フォルダ
名

• Cメールの受信ボックス／送信
ボックス

• Cメールの受信ボックスのフォ
ルダ名／フォルダロック：解除
／振分け登録

• 緊急地震速報の受信履歴
• Cメールの署名※6

• Cメールの受信フィルター※6

• Bluetoothv機能のワイヤレス機器
選択※7

• Bluetooth設定※8

• PCサイトビューアーのお気に入
り／アクセス履歴／画面メモ／
待受指定／入力履歴／Cookie情
報／ログイン情報／前回表示画
面※9

※1データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データ
のユーザー設定アイコンのみ削除されま
す。

※2お買い上げ時にデータフォルダに保存され
ているデータはすべて削除されます。お買
い上げ時の内容には戻りません。

※3アドレス帳登録外：受信しない、指定番号の
設定：受信する、指定番号リスト：登録なし

※4リセットにより削除される EZ アプリにつ
いては、「リセットにより削除されるEZア
プリについて」（zP.294）をご参照くださ
い。

※5待受EZアプリ設定：設定OFF、待受EZアプ
リ起動時間：2秒、一発起動設定：設定OFF

※6登録内容のみ削除されます。
※7ワイヤレス機器選択の設定：OFF（スピー

カー／イヤホン）
※8接続相手リスト：登録なし、自機情報の自機

名称：E06SH
※9PCサイトビューアーでメモリリセットを行

なった場合と同様
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主な仕様

◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな
ども削除されます。

◎データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ
ト（M453）」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時
の設定に戻ります。

◎microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット（M453）」を実行しても
リセットされません。

ディスプレイ 約2.6インチ、最大26万色、NewモバイルASV液晶
240×400ドット（WQVGA）

質量 電池パックL装着時：約160g

連続通話時間

国内 電池パックL装着時：約480分

海外

電池パックL装着時：約530分
アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土
／ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラ
エル／インド／ベトナム／ニュージーランド／
タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル
／バングラデシュ／バミューダ諸島／バハマ／
ベネズエラ／香港

※対象国は2009年3月時点

連続待受時間

国内 電池パックL装着時：約530時間

海外

電池パックL装着時：約210時間
アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土

電池パックL装着時：約370時間
ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエ
ル／インド／ベトナム／バングラデシュ／バハ
マ／香港

電池パックL装着時：約570時間
ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ
／ペルー／ブラジル／バミューダ諸島／ベネズ
エラ

※対象国は2009年3月時点
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

電池パックL装着時：約48mm×138mm×21mm（最厚部
37mm）

◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の
電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
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■携帯電話機の比吸収率（SAR）について
この機種【E06SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関
する技術基準に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機
器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的
根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波
の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption
Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしていま
す。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全
率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放
射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値に
なっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術
基準に適合していることの証明（技術基準適合証明）を受ける必要があ
ります。この携帯電話機【E06SH】も財団法人テレコムエンジニアリン
グセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.816W/kg
です。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニ
アリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に
従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。
個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、い
ずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局
との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、
実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各
ホームページをご参照ください。

※技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

■Eメール

○ 総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html

○ KDDI法人向け機種ホームページ：
http://www.kddi.com/business/keitai_denwa/index.html

○ シャープのホームページ：
http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/
sar/index.html

新規作成 宛先 30件（To／Cc／Bccを含む）
件名 全角50／半角100文字
本文 全角5,000／半角10,000文字（ただ

し、転送の引用文は本文の文字数には
含まれません）

添付データ※1 添付データ名（半角40文字以内）※2

5データまで添付可
5データを合計して最大2MB（符号化
して2,803KB）※3

受信 差出人 日時、差出人、宛先（To／Ccを含め半角
1,920文字以内）※4

件名 全角50／半角100文字
本文 全角5,000／半角10,000文字
添付データ※1 添付データ名（半角128文字以内）※2

25データまで受信可
1データあたり最大約2MB（符号化し
て2,803KB）
1メールあたり最大3MB
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※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな
データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す
ると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保
存すると約500KBになります。
送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。（zP.314「Eメールの
詳細情報」）

※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
※3デコレーションメールの本文に画像／デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本

文に挿入した画像／デコレーションエモジを合計して最大約2MB（符号化して約2,803KB）ま
で添付できます。

※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

■EZweb

■Cメール

■EZアプリ

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダ
の使用容量により減少します。

■カメラ

受信ボックス
（＋インフォボックス）

保存容量 約3MBまたは最大1,000件
保存期間 無期限
保護件数 受信ボックスの全容量の50%分また

は最大500件まで
送信ボックス 保存容量 約1.5MBまたは最大500件

保存期間 無期限
保護件数 送信ボックスの全容量の50%分また

は最大250件まで
サーバ 保存容量 12MB

保存期間 30日

◎Eメール送信数は1日最大1,000通（宛先数含む）までです。

お気に入りリスト 最大フォルダ数 9個
フォルダ名 全角14／半角28文字
タイトル 全角50／半角100文字
URL 半角1,024文字
最大登録件数 100件

URLダイレクト入力 URL 全角／半角1,000文字
一発ジャンプ設定 URL 半角256文字
画面メモリスト タイトル 全角／半角50文字

最大登録件数 20件
最大データ量 150KB

新規作成 本文 全角50／半角100文字
受信 本文 全角50／半角100文字
受信フィルター 指定番号 10件
受信ボックス 保存件数 200件

保存期間 無期限
保護件数 100件

送信ボックス 保存件数 100件
保存期間 無期限
保護件数 50件

緊急地震速報 保存件数 20件
保存期間 無期限

Cメールセンター 保存件数 無制限
保存期間 Cメールセンターに蓄積されてか

ら72時間まで

保存容量 約740MB／255件※

撮影素子 CMOSイメージセンサー
有効
画素数

203万画素

フォト フォト
サイズ

壁紙（標準）240×320※1

壁紙（ワイド）240×400※1

0.3M 640×480
1M 1,280×960
2M 1,600×1,200

5.05倍ズーム 17段階
4.04倍ズーム 16段階
2.52倍ズーム 10段階
ズーム不可
ズーム不可

撮影可能
枚数

最大5,000枚※2（壁紙サイズの場合）
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※1「連写」の場合は、「壁紙（標準）」「壁紙（ワイド）」と同様です。
※2撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存してい

るその他のデータの容量などによって変わります。
※3市販品のmicroSDメモリカード（512MB～2GB）をセットした場合の録画可能時間です。た

だし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などに
よって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては録画時間が減少しま
す。

■レーザガイド付きバーコードリーダー

■データフォルダ

※1 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。
※2データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は

EZアプリの使用容量により減少します。

■microSDメモリカード

※1著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データ
を最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存で
きます。

※2 E06SHでは、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

ムービー 録画
モード

高品質L（横176×縦144）
QVGA（横320×縦240）

6.88倍ズーム 20段階
3.78倍 17段階

録画時間 高品質L：最大15秒
QVGA：最大約120分※3

録画可能
件数

最大5,000件（高品質L／15秒データの場合）※2

スキャナ部 方式 CMOSカメラ（レーザガイド付）
読取可能バー
コード

UPC-A、UPC-E、EAN-8/JAN-8、EAN-13/
JAN-13、Code128、UCC/EAN-128、
ISBT128、Code39、Interleaved 2 of 
5(ITF)、NW-7(Codabar)、Postal Codes、
GS1 DataBar、PDF417、DataMatrix、
MaxiCode、QRコード

全データ 保存可能件数 最大5,000件※1、約740MB※2

タイトル 全角20／半角40文字
フォト
フォルダ

保存可能
枚数（目安）

壁紙（標準）240×320 5,000枚
（21KB程度）

壁紙（ワイド）240×400 5,000枚
（27KB程度）

0.3M 640×480 5,000枚
（70KB程度）

1M 1,280×960
（ファインモード）

2,152枚
（341KB程度）

フォト
フォルダ

保存可能
枚数（目安）

1M 1,280×960
（ノーマルモード）

3,643枚
（205KB程度）

2M 1,600×1,200
（ファインモード）

1,754枚
（423KB程度）

2M 1,600×1,200
（ノーマルモード）

2,960枚
（244KB程度）

ムービー
フォルダ

保存可能
件数（目安）

高品質L（15秒） 約5,000件
（144KB程度）

QVGA（1分） 約256件
（2,950KB程度）

ユーザー
フォルダ

フォルダ件数 11件
フォルダ名 全角6／半角12文字

Eメール
フォルダ

受信ボックス 最大5,000件
送信ボックス 最大5,000件

◎保存可能枚数／保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている
データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

データフォルダ 登録可能データ件数 1フォルダあたり1,000件※1

タイトル 全角20／半角40文字
ユーザーフォルダの
サブフォルダ

フォルダ件数：100件
フォルダ名：全角6／半角12文字

デジカメフォルダ 登録可能データ件数 1フォルダあたり1,000件
登録可能フォルダ
件数

900件

フォルダ名 半角8文字
ファイル名 半角12文字

PCフォルダ データ名 全角127／半角255文字※2
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利用許諾契約

安心ナビ 利用規約
■サービス内容
KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社（以下「弊社等」といいます。）は、この
「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。
なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が
定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意
味に従います。
1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通

信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属
するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社等が別に定める条件に従って、
他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することな
どができるサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。
(1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。

A 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といい
ます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約
者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。
以下「被検索者」といいます。）に対して被検索端末の位置情報の検索の許
諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリ
ストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミ
アムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」とい
います。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に
限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができ
る機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検
索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを
設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種
でのみご利用いただけます。

B パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからイン
ターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の
許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン
用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録

が抹消されるまでの間に限り、暦月１ヶ月につき100回を限度にパソコ
ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ
る機能。

(2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を
求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ
り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号
を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当
該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検
索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め
る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた
日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月
までの間、月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用
料」といいます。）を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ
いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし
て１ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。

4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。
尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合
にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等
1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別

に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。
弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安
心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社
等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいま
す。）が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞があ
る場合

(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が

ある場合
(4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適

切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。

以下、同様とします。）は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す
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るために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定し
ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別
に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる
パスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきま
す。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと
弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した
場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス
ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも
のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に
不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊
社等はその責任を一切負いません。

3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利
用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。

4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告
なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結してい
る全ての利用契約を解除することができるものとします。

(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場
合

(2) 【注意事項・お客様の義務】第２項の第１号、第２号、第４号又は第５号に定め
る許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合

(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除

することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結してい

るau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示
を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■知的財産権／個人情報
1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフ

トウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本
ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本
ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきま
す。

(1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
(2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社

等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。

2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個
人情報を取り扱います。

■注意事項・お客様の義務
1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いた

だきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただ

きます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が
生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとし
ます。

(1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末
の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得るこ
と。

(2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者
に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三
者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。

(3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な
ど不適正な方法を用いてはならないこと。

(4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検
索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者
から許諾を得ること。

(5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用
させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に
使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）

(6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得
した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を
確認する目的以外で利用しないこと。

(7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索さ
れる機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他
の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。

(8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検
索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。

(9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を
行い又はそれを変更しないこと。

(10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにそ
の他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しな
いこと。
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(11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
(12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
(13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部

を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあり

ます。
(1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電

波の送受信に支障がある場合。
(2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
(3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておら

ず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
(4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異

なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断
1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の

やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。
その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ
の限りではありません。

■免責事項
1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被っ

た場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害
を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害につ
いては、この限りではありません。

■通信料
1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロー

ドする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）
は、お客様が負担するものとします。

■変更
1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものと

します。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとし
ます。

－以　上－

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意
• 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
A お客様またはお客様が位置確認を依頼した他の au 電話が下記の状態にある

とき。
• 電源が入っていない
• 圏外または電波の届かない場所にある
• 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態

• お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリ
セットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必
要があります。

• お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS
衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合
は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意
• 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
A 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録す

ることを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定さ
れていない場合には、アプリは自動起動しません。（パートナーリストへの登
録情報を受けとれません。）

B 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利
用して、お客様の位置確認がされた場合。

• お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの
「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができませ
ん。

• お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認画面なし）」と
設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau
電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます。（お買い上
げ時には「自動（確認画面なし）」に設定されています。）

• 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
A お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が

削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

B お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
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C お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されて
いる場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間
内に位置通知を許可しなかった場合。

•「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通
知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
A お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。（削除したau電

話を検索するには、再度登録が必要になります。）
B お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。

削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許
可したい場合には再度登録が必要になります。

• お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料／パケット通信料が課金さ
れます。

■「安心ナビ位置確認」（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意
• 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
A 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求され

た場合。
• 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
A お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、

または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
• お客様が位置を確認された場合も、EZ アプリ通信料／パケット通信料が課金さ
れます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意
• 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
A お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されてい

るアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最
大10分前にアプリが起動されます。

B お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
•「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件
にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。

•「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への
通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ
なくなります。
A お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。（削除前の条

件での位置確認および通知は行われません。）

• お客様の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が
悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」とい
います）が提供する『EZ助手席ナビ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利
用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第

三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）

対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを
当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した
り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本
アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料
をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン
ロードに数分を要する場合があります。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
いけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

◎「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版
につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご
確認ください。
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(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損
害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と
して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に
基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の
責任を負いません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－

EZナビウォーク 利用許諾契約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」とい
います）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を
利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第

三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）

対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを
当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した
り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ

ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
いけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損
害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と
して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に
基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一
切の責任を負いません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－

Gガイド番組表リモコン 利用規約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド＜お
問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する「Gガイド番
組表リモコン」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、
本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ（BREWv）対応

端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が
管理するサーバーへ送信する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
三者に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）
対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを
当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した
り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ

ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
いけません。
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(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切
賠償の責任を負いません。

(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー
バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又
はEZアプリ（BREWv）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さま
は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は
一切の責任を負いません。

(12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話（株）は一切の
責任を負いません。

(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－

バーコードリーダー＆メーカー 利用許諾契約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」とい
います）が提供する「バーコードリーダー＆メーカー」（以下「本アプリケーション」
といいます）をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客さまがこの利
用許諾契約書（以下「本利用契約」）の全ての条項に同意されたものとします。これ
らの条項に同意しない場合は、当社はお客さまに本アプリケーションのダウン
ロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。
(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当

社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者（以下「本アプ
リケーションの権利者」といいます）に帰属します。

(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）
対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当
社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権
利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行っては
ならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ

ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用しては
いけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

(8) 当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みま
す。以下、第（12）条まで同じ。）は、お客さまに対し、本アプリケーションの動
作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三
者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証す
るものではありません。

(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切
賠償の責任を負いません。

(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー
バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又
はEZアプリ（BREWv）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さま
は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は
一切の責任を負いません。

(12) お客さまは、本アプリケーションを用いてお客さま又は第三者の氏名、電話
番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容に
ついて十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その
他一切の取扱いについては、お客さまの責任のもとで行うものとします。

(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。
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(14) 第（8）条から第（13）条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお
有効に存続します。

－以　上－

ケータイ de PCメール利用許諾契約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社＜お問合せ先：au電話から157＞（以下「当社」といいま
す）が提供する『ケータイ de PCメール』（以下「本アプリケーション」といいます）
を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本

アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料
をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン
ロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
三者に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）
対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを
当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した
り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
いけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

(8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さま
が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額
を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重
大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

(9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー
バに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続に
より、本アプリケーション又はEZアプリ（BREWv）対応端末機器に関して
損害を被った場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で
協議、解決するものとします。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－

au Smart Sports Run＆Walk 利用規約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157、info@au-run.jp＞
（以下「当社」といいます）が提供する『au Smart Sports Run＆Walk』を利用する
ためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当
たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第

三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストー

ルされた又はお客さまがダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）対応端
末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当
社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した
り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ

ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
いけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。
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(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損
害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上
限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過
失に基づく損害についてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－

EZニュースフラッシュ 利用許諾契約
このアプリケーション（以下、「本アプリ」といいます）は、KDDI株式会社＜お問い
合わせ先：au電話から157＞（以下、「弊社」といいます）が提供する『EZニュース
フラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーション
です。本アプリは、EZアプリ（BREWv）対応端末機器（以下、「本au端末」といいま
す）に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ（以下、「本コンテンツ」
といいます）を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリ
を利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に
必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用し

て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客さまが、本コンテンツを再

生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があり
ます。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス
品質の改善のために利用します。

(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属
します。

(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いい
ただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は
転送してはいけません。

(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその
おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下
「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停
止又は解除の日以降お客さまは本アプリを利用してはいけません。

(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ
とができるものとします。

(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移
転又は譲渡することはできません。

(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客さまが損
害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を
上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な
過失に基づく損害については、この限りではありません。

(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた
場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない
場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とし
ます。

－以　上－

au one カレンダー 利用許諾契約
このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会
社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下、「当社」といいます）が提供する『au
one カレンダー』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケー
ションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREWv）対応端末機器（以下、「本
端末」といいます）に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報
等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客さまが本アプリ
ケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご
利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプ

リケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかり
ます。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」に
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て通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によって
ダウンロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
三者に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみで
お使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・
複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した
り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
ケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの
利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除す
ることができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリ
ケーションを利用してはいけません。

(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も
第三者に移転又は譲渡することはできません。

(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損
害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又は
EZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害
を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害に
ついてはこの限りではありません。

(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－

地図ビューアー 利用許諾契約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客様がKDDI株式会社＜連絡先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が
提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに
あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本

アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料
をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン
ロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情
報を提供するために、EZアプリ（BREWv）対応端末機器から、EZ番号を取
得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があ
ります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三
者へ開示、提供いたしません。

(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
三者に帰属します。

(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）
対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを
当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり
又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケー
ションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当
該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけま
せん。

(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡
することはできません。

(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が
損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上
限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な
過失に基づく損害については、この限りではありません。
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(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバ
に接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続によ
り、本アプリケーション又はEZアプリ（BREWv）対応端末機器に関して損
害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、
解決するものとします。

(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争い
が生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解
決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁
判所とします。

－以　上－

ケータイ探せて安心サービス 利用規約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社＜連絡先：au携帯電話から157＞（以下「当社」といいま
す）が提供する『ケータイ探せて安心サービス』（以下「本アプリケーション」といい
ます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。
(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本

アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料
をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン
ロードに数分を要する場合があります。

(2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ（BREWv）対応端末機
器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合がありま
す。

(3) 本アプリケーションは、EZアプリ（BREWv）対応端末機器からお客さまの位
置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。

(4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第
三者に帰属します。

(5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）
対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを
当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した
り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
いけません。

(8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－

電子ブックビューア 利用規約
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■利用契約
お客さまがKDDI株式会社、シャープ株式会社＜連絡先：sstbooks-e@sst.ne.jp＞
（以下「当社」といいます）が提供する『電子ブックビューア』（以下「本アプリケー
ション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただ
きます。
(1) 本アプリケーションは、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、

EZアプリ（BREWv）対応端末機器から、データフォルダのファイルを取得
し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があり
ます。

(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、シャープ株
式会社に帰属します。

(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREWv）
対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを
当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社ら及び第三者の権利を侵害し
たり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとしま
す。

(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
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(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと
し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては
いけません。

(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は
廃止することができるものとします。

(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲
渡することはできません。

(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切
賠償の責任を負いません。

(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー
バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーションま
たはEZアプリ（BREWv）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さ
まは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社
は一切の責任を負いません。

(12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話
は一切の責任を負いません。

(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争
いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお
解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄
裁判所とします。

－以　上－
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本機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、逆アセンブルを行ったり、それに関与し
てはいけません。

本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要
になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出
し持ち帰る場合には許可は不要です。
ただし、国によってはレーザ製品の持ち込みが制限される場合があり、持ち込みが
できない可能性がありますことをご了承ください。
米国への持ち込みは個人使用目的で最大3台までに限定されています。米国入国時
には書類の提示を求められる場合があります。詳細は下記のホームページをご確
認ください。
http://www.kddi.com/business/keitai_denwa/lineup/e06sh/index.html
その他の国につきましては、あらかじめお持ち込みになる国の窓口となる機関に
対し、持ち込みが可能かどうか必ずご確認ください。
An export permit may be required if this device is to be used by or

transferred to anyone else. No such documentation is required if you take

this device out of the country and bring it back for the purpose of personal

use when going on vacations or short business trips.

However, please note that, depending on the country, there may be

restrictions limiting or prohibiting the import of the laser product into a

country.

You are allowed to bring up to three of such devices maximum into the U.S.

for the purpose of personal use only. You may also be asked to provide

documentation during customs procedures when entering the U.S. For

details, please confirm at the following website:

http://www.kddi.com/business/keitai_denwa/lineup/e06sh/index.html

For other countries, please make sure to check in advance with the

organizations in charge of such inquiries for the countries into which you

wish to import the product regarding whether or not you will be allowed to do

so.

米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、
シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。
This device is controlled under the export restrictions of the United States of

America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran,

North Korea, Sudan and Syria.

Purple Labs、Purple Labsのロゴ、およびPurple Labsで始まる用語群はすべて
Purple Labsの商標です。 
その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。 

Purple Labs, the Purple Labs logo and the family of terms carrying the

"Purple Labs" prefix are trademarks of Purple Labs. 

All other trademarks and registered trademarks are the properties of their

respective owners. 

Copyright © 2001-2009 Purple Labs. All Rights Reserved.

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA
Data Security, Inc.
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商
標または登録商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモ
ジュールが含まれています。
Copyright © 1996-2009 ACCESS CO., LTD.
本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3
M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.



344

付
録
／
索
引

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL
Player v1.3 for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2009 ACCESS CO., LTD.
本製品は、データ同期機能として株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを
搭載しています。
Copyright © 2004-2009 ACCESS CO., LTD.
Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://www.opera.comをご覧ください。

BREWv 及びBREWv に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標
です。
BREW

®
 and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM

Incorporated. 

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by

QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each

recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-

assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device

on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device.

Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of

this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer,

decompile or use any other means to discover the source code of the

Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is

the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and

to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the

Software contains material or code of a third party such third party, shall be

intended third party beneficiaries of these terms.

Microsoftv、Windowsv、Windows Vistavは、米国およびその他の国における米
国Microsoft Corporationの登録商標です。
Microsoftv Windowsv の正式名称は、Microsoftv Windowsv Operating
System です。
Microsoftv、Microsoftv Excelv、Microsoftv PowerPointv は、米国およびそ
の他の国における米国 Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
Microsoftv Word、Microsoftv Officeは、米国Microsoft Corporationの商品
名称です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連
ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国
内における登録商標です。

「着うたv」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCorev3.0
Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlashv Lite™テクノロジーを搭載
しています。
Adobe、Flash、Flash Lite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。
Adobe、Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステム
ズ社）の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
Picsel、Picsel Powered、Picsel Viewer、Picsel File Viewer、Picsel Document
Viewer、Picsel PDF ViewerまたPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの
商標、または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital

Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are

protected by other intellectual property laws and international treaties.

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Associationvの商標です。

Powered by JBlend™. Copyright 1997-2009 Aplix Corporation. All
rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会
社アプリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国 Sun
Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

「ベールビュー」「スマートリンク」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマーク
はシャープ株式会社の登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetoothは、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基
づき使用しています。
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ケータイチェック機能にはCommon Public License（CPL）に基づきライセン
スされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記
のサイトをご参照ください。
お使いのパソコンから→http://www.au.kddi.com/business/manual/e06sh/
index.html→「その他」→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

Yahoo!は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
Yahoo!BBは、ヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するサービ
スです。
Gmailは、Google, Inc.の登録商標です。
OCNは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
@niftyは、ニフティ株式会社の登録商標です。
BIGLOBEは、NECビッグローブ株式会社の登録商標です。
So-netは、ソネットエンタテインメント株式会社の登録商標です。

「Hot Pepper Pockets」は株式会社リクルートの登録商標です。

CP8 PATENT

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
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OpenSSL License

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in

the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS''

AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO

EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,

EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 

(eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' AND ANY

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS

FOR APARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL

THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR

PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR

OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device

must accept any interference received, including interference that may

cause undesired operation.

- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer

responsible for compliance could void the user's authority to operate the

equipment.

Information to User
This equipment has been tested and found to comply with the limits of a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits

are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular

installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.

2. Increase the separation between the equipment and receiver.

3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to

which the receiver is connected.

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information
Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and

manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio

frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of

the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent

scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific

studies. The standards include a substantial safety margin designed to

assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of

measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit

set by the FCC is 1.6W/kg.

Highest SAR value:

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the

handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF

exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation

distance between the user's body and the back of the handset. The use of

beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic

components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not

comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset

with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF

emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with

the FCC and can be found at https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/

GenericSearch.cfm under the Display Grant section after searching on the

corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on

the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at http://www.phonefacts.net.

Model FCC ID At the Ear On the Body

E06SH APYHRO00102 0.880W/kg 0.258W/kg
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