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付録

周辺機器のご紹介
■ 電池パック（E09FUAA） ■ 卓上ホルダ（TS002PUA） 

  （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）

※ 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。

※ 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。

※ 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。

■ ポータブル充電器01
（0201PDA）（別売）

■ 共通DCアダプタ01
（0201PEA）（別売）

■ auキャリングケースF
ブラック（0105FCA）（別売）

 ■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
 ■ USBケーブルWIN02（0202HVA）（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）
 ■  外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01
（0201QVA）（別売）

 ■ cdmaOne簡易アンテナD（0201ANA）（別売）
 ■ 簡易アンテナE（0202ANA）（別売）

付録・索引
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◎ 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、お客さまセンターにお問い合わせく
ださい。

◎ E09Fは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎ この周辺機器は、 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。

外部接続端子カバーを閉じる

1 カバーのヒンジを収
納してから外部接続
端子カバーのカバー
全体を指の腹で押し
込む

2 矢印の方向になぞり、カバーが浮
いていることのないように確実に
閉じる

ヒンジヒンジ

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。

◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」（▶P.40）をご参
照ください。

電池パックを取り外す
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。

1 凹部に指を当てて（1-1）、電池フタを持ち上げて取り外
す（1-2）

2 電池パックの凸部を上に引き、電池パックを取り外す

◎ 電池パックを取り外すときは、凸部に指を当てて➡の方向に持ち上げてく
ださい。凸部以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続端子を破損
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。
（▶P.65「時刻が表示されなくなったら」）

凸部2 凸部2
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電池パックを取り付ける

1 本体の接続端子の位置を確かめて、電池パックを押し込む
2 電池フタを取り付ける

電池フタのツメを本体に引っ掛けてから取り付けます。

3 電池フタの両サイドを番号順にカチッと音がするまで押す
4 矢印の方向になぞり、電池フタが浮いていないことを確認
する

◎ au ICカードが確実に挿入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。

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

ツメ21

34

② ③
①

②
③ ④

①

ツメ21

34

② ③
①

②
③ ④

①

◎ 電池フタを確実に取り付けないと、水滴などが進入し、故障の原因となりま
す。

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E09Fに取り付けた状態で充電してください。

1 E09Fに共通DCアダプタ01（別売）を接続する

外部接続端子カバー（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（1 ）。

2 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
E09Fの充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約140分です

E09F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ランプが消灯します。

22
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3 充電が終わったら、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

4 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

5 E09Fの外部接続端子カバーを閉じる

4
3

5

4
3

5

別売のイヤホンを使用する
イヤホン（別売）は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）と
接続して使用します。

1 「イヤホン種類（M241）」を「マイクなし」に設定する

2 イヤホン（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
続する

3 E09F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
外部接続端子カバー（3 ）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（3 ）。

◎ 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。特に外部接
続端子用イヤホン変換アダプタ01（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。

◎ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）に、イヤホン端子（丸型）と
イヤホンマイク端子（平型）の両方を同時に接続しないでください。

2

外部接続
端子用イヤホン
変換アダプタ01
(別売）

イヤホン(別売）

2

外部接続
端子用イヤホン
変換アダプタ01
(別売）

イヤホン(別売）



324

付
録
／
索
引

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）を使用する

1 「イヤホン種類（M241）」を「マイクつき」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ
01（別売）に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）を接続する
マイク（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。

3 E09F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
E09Fを開いて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。

◎ 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。特に外部接
続端子用イヤホン変換アダプタ01（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。

◎ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）に、イヤホン端子（丸型）と
イヤホンマイク端子（平型）の両方を同時に接続しないでください。

◎ 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）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。

外部接続端子用
イヤホン変換
アダプタ01（別売）

マイク（別売）

外部接続端子用
イヤホン変換
アダプタ01（別売）

マイク（別売）

電話をかける

1 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。

2 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。

◎ 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。

電話を受ける

1 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
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故障とお考えになる前に
こんなときは ご確認ください 参照

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？ P.4
P.62

電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.322

電池パックの端子が汚れていませんか？ P.62
Fを1秒以上長押ししていますか？ P.63

電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか？ P.4
P.62

「オートパワーオフ（M553）」が設定されて
いませんか？

P.314

電源起動時の画面表示
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、電源起動時
画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。

P.4
P.62

電話がかけられない 電源は入っていますか？ P.63
au ICカードが挿入されていますか？ P.66
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？）

P.95

電話番号入力後、Nを押していますか？ P.95
「エリア設定」が間違っていませんか？ P.108
「ダイヤル発信制限（M421）」で発信が制限
されていませんか？

P.308

「アドレス帳ロック（M413）」で発信が制限
されていませんか？

P.305

「電波OFFモード（M52）」が設定されてい
ませんか？

P.313

電話がかかってこない 電波は十分に届いていますか？ P.69
サービスエリア外にいませんか？ P.64
電源は入っていますか？ P.63
au ICカードが挿入されていますか？ P.66
「エリア設定」が間違っていませんか？ P.108
「着信拒否（M43）」が設定されていません
か？

P.308

「電波OFFモード（M52）」が設定されてい
ませんか？

P.313

こんなときは ご確認ください 参照
電話がかかってこない 着信転送サービスが設定されていません

か？
P.207

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？

P.64

アンテナ付近を指などでおおっていません
か？

P.60

「エリア設定」が間違っていませんか？ P.108
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？

P.298
       〜
P.301

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.282

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？ P.63
電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.322

卓上ホルダ（別売）や充電端子などが汚れて
いませんか？

P.62

キー操作ができない 電源は入っていますか？ P.63
本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操
作が無効になっていませんか？

P.282

「オートロック（M411）」が設定されていま
せんか？

P.305

おサイフケータイ®が
使えない

電池が切れていませんか？ P.4
P.62

「オートロック（M411）」「FeliCaロック
（M412）」「遠隔ロック（M414）」が設定さ
れていませんか？

P.190
P.305
P.306

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？ P.66
異なるau ICカードを挿入していません
か？

P.65
P.66

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.4
P.62
P.64

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.283
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こんなときは ご確認ください 参照
電池パックを利用
できる時間が短い

電池パックが寿命となっていませんか？ P.2
「圏外」が表示される場所での使用が多くあ
りませんか？

P.64
P.69

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？

P.64

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。 ー

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.304

ディスプレイの表示が
見づらい

覗き見防止モードが設定されていません
か？

P.303

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？

P.95

受話口を耳でふさいでいませんか？ P.61
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.301

テレビ（ワンセグ）が
映らない、映像が
止まる、音声が止まる、
ノイズが出る

地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に
届いていますか？

P.240

本体を手などでおおっていませんか？ P.240
視聴している場所が「チャンネル設定」と
合っていますか？

P.247

時刻が表示されない E09F本体の時刻が消去されています。 P.65
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。

ー

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。
• E09F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.kddi.com/customer/
service/au/trouble/kosho/index.html

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ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合
わせください。
保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた

します。
保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理

いたします。

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

◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがありま
す。

◎ 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。

■ 補修用性能部品について
当社はこのE09F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。

http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html
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■ 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
はお客さまセンターへお問い合わせください。

◎ 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。

■ 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、下記お客さ
まセンターへお問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難・故障・操作方法について）
一般電話からは  0077－7－113（通話料無料）
au電話からは 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。

■ auアフターサービスの内容について
サービス内容抜粋 安心ケータイサポート会員 無料会員
① 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

② 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）

③ 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）

④ 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18,900円（税込）

OFF

新しいau電話購入代金
最大6,300円（税込）OFF
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サービス内容抜粋 安心ケータイサポート会員 無料会員

⑤ 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

⑥ 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1000ポイン
トプレゼント

なし

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1000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。

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

　データの種類

登録先         　　　　　　　　　　　

0.3
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／
1
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／
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／
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た
®
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ー
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ル
®
／
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C
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入
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曲
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h

F
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h
®

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
号外ニュース受信音

○

音関連 オープン音
クローズ音 ○

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

○



329

付
録
／
索
引

　データの種類

登録先         　　　　　　　　　　　

0.3
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／
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音関連 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

○

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

○

待受画面 ○ ○
アラーム画像 ○
スケジュール画像 ○ ○
スケジュールアラーム画像
タスクアラーム画像 ○

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

○ ○

○：登録できます。

◎ 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。
◎ 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。

■ 音や画像以外の登録先一覧
登録先 データの種類

メインメニュー設定 メニュー用Flash®

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
文字フォント 文字フォント
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。

ライセンス未取得データ、辞書データ、デコレーションエ
モジパック、受信メール、送信メール、文字フォント、コン
テンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル
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編集できる画像の一覧

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
ー
ム

ス
タ
ン
プ

文
字
合
成

ト
リ
ミ
ン
グ

画
像
回
転

JPEG※ 壁紙（標準） 横240×縦320 ○ ○ ○ ○ ○ × ×
壁紙（ワイド） 横480×縦800 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

壁紙
（フルワイド）

横480×縦854 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

0.3M 横640×縦480 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1M 横1,280×縦960 × × × × × ○ ○
2M 横1,600×縦1,200 × × × × × ○ ○
2.5M

（フルワイド）
横2,048×縦1,152 × × × × × ○ ○

3M 横2,048×縦1,536 × × × × × ○ ○
PNG、GIF 横1～854×縦1～854 ○ ○ ○ ○ ○ × ×

○：編集可能　×：編集不可
※ 横1～854×縦1～854のJPEGは、画像編集が可能です。
 横640～2,592×縦480～1,944のJPEGは、画像切出、ファイルサイズ変換が可能です。

◎ 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。
◎ 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ
データの種類 拡張子 再生可能サイズ

画像 .jpg 2MB、2,592×1,944以下
.gif、.png、.bmp 1.5MB、854×854以下

フレーム .png 512KB、
94×94～480×854

スタンプ .png 512KB、
10×10～480×696

アニメ .gif 512KB、854×854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
ビデオ（EZ配信） .kvf 10MBまで
ビデオクリップ
（EZ配信）／着うたフル® 

.kmf

PC配信／
CD読込み（HE-AAC） 

.kmf 75MBまで

PC配信／
CD読込み（ATRAC） 

.kmf 320MBまで

ビデオクリップ（PC配信） .kmf 30MBまで
ビデオ（PC配信） .kvf 800MBまで
プレイリスト .kpl 300KBまで

Eメールの詳細情報
■ Eメールで送信可能なデータ一覧

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、.jpg
Flash® .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
ボイス .3g2
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データの種類 拡張子 アイコン
ムービー .amc、.3gp、.3g2
プレイリスト .kpl
クーポン情報 .auc
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

◎ 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。

拡張子 送信できるデータサイズ
.jpg 2MB
.swf、.mcx 100KB
.kpl 300KB
その他 500KB

■ Eメールで受信可能なデータ一覧
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※1

Flash® .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
プレイリスト .kpl
ムービー .amc、.3gp、.3g2
クーポン情報 .auc

データの種類 拡張子 アイコン
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 Wordデータ .doc※2

Excelデータ .xls※2

PowerPoint® .ppt※2

PDFデータ .pdf
HTMLデータ .htm、.html※1

MHTMLデータ .mht、.mhtml※1

※1 4バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。
※2 「.docx」「.xlsx」「.pptx」のデータはEメールで受信できません。

◎ データによって、受信できるデータサイズが異なります。

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）
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機能リセット（M452）でリセットされる内容
リセット対象 機能リセット後

通話料金表示（M13） OFF
通話料金レート（M14） 1.0倍
音声着信
（M211）

音 パターン1
音量 Level3
画像 着信アニメ
バイブレータ OFF
ランプ パターン1

色：イルミネーション3
Eメール受信
（M212）

音 パターン6
音量 Level3
画像 Eメール受信完了アニメ
バイブレータ OFF
ランプ パターン1

色：イルミネーション2
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：3秒
指定外
Eメール受信
（M213）

音 パターン4
音量 Level3
画像 Eメール受信完了アニメ
バイブレータ OFF
ランプ パターン1

色：イルミネーション2
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：3秒
お知らせ受信
（M214）

音 パターン7
音量 Level3
バイブレータ OFF
ランプ パターン4

色：カラー1
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：3秒
Cメール受信
（M215）

音 パターン8
音量 Level3

リセット対象 機能リセット後
Cメール受信
（M215）

画像 Cメール受信完了アニメ
バイブレータ OFF
ランプ パターン2

色：イルミネーション1
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：3秒
号外ニュース
受信（M216）

音 パターン5
音量 Level3
バイブレータ OFF
ランプ OFF
鳴動時間 時間設定

鳴動時間：3秒
キー操作音（M231） OFF
OK音（M232） Level3
NG音（M233） Level3
オープン音
（M234）

音量 OFF
音色 オープン音1

クローズ音
（M235）

音量 OFF
音色 クローズ音1

充電開始音（M236） Level3
充電完了音（M237） Level3
ウェイク
アップトーン
（M238）

音 ウェイクアップ音1
音量 Level3
画像 ウェイクアップアニメ
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
（M239）

音 パワーオフ音1
音量 Level3
画像 パワーオフアニメ
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
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リセット対象 機能リセット後
オート着信（M243） OFF

応答時間：5秒
アクセスサイン（M251） ON
カチャブル（M252） ON
E／Cメール送信バイブ（M253） ON
待受画面（M311） Standard（静止画）
表示情報設定
（M312）

待受テロップ 表示設定：常に表示
スクロールスピード：ふつう
文字サイズ：ふつう

待受ウィンドウ 常に表示
検索ウィンドウ 非表示
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 時計／カレンダー設定：OFF

世界時計1／2： 東京（サマータイム
OFF、地図表示）

時計色設定：ブラック
時計表示設定：24H設定

メール送信中画面（M313） メール送信アニメ
メール受信中画面（M314） メール受信アニメ
EZ接続画面（M315） EZ接続アニメ
覗き見防止設定（M316） Level1
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
文字フォント（M34） 初期フォント
Set Language（M35） 日本語
オートロック（M411） OFF

再ロック時間設定：OFF

リセット対象 機能リセット後
FeliCaロック（M412） OFF

クイック解除：OFF
クイック解除時間：5分

アドレス帳ロック（M413） OFF
着信時相手表示：表示する

遠隔ロック
（M414）

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

開閉ロック（M415） OFF
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
Media Tuner制限（M426） OFF
シークレット（M427） 表示しない
着信拒否
（M43）

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
送出確認設定（M482） ON（確認あり）
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 かな漢予測：ON

英語予測：ON
ダウンロード辞書（M515） 登録なし
ショートカットキー設定（M516） OFF
お好みパレッ
ト（M517）

お好み表示設定 ON

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
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リセット対象 機能リセット後
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
カスタマイズキー設定（M59） Book Player

その他の機能
リセット対象 機能リセット後

メインメニュー設定 Standard
待受ショート
カット

ユーザー設定アイコン 電卓、アラーム、カレンダー／スケ
ジュール、メモ帳、カスタマイズキー
設定、メーカーサイト

ケータイアレンジ設定 Standard
クイックアク
セスメニュー

メニューの種類 よく使うメニュー
よく使うメニューのアイ
コン

メインメニューアイコンのみ

初回ガイド 未表示
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

リセット対象 機能リセット後
グローバル
機能

時計／カレンダー設定 OFF
世界時計1／2： 東京（サマータイム

OFF、地図表示）
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：2000～2013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

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： アラーム通知アニメ
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
電卓 換算外貨設定 韓国ウォン（W）

チップ率設定 10%
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リセット対象 機能リセット後
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
 号外ニュース受信：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（カメラモード）
フォト フォトサイズ フォト（壁紙モード）： 壁紙（フルワ

イド）
フォト（カメラモード）：3M

日付スタンプ OFF
文字色設定：ブラック

シャッター音 カシャ！
アイコン表示 ON
拡大表示 ON
自動保存設定 OFF
地域設定 自動補正
逆光補正 OFF
保存方向 横長
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 電子音1
アイコン表示 ON
拡大表示 ON

リセット対象 機能リセット後
ムービー 地域設定 自動補正
データ
フォルダ

サムネイル／リスト
切替え

サムネイル

ムービー再生方法 拡大再生：ON
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／VGA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 メーカーサイト

EZニュース
EX

天気エリア設定 設定なし
占い生年月日設定 設定なし

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 0000
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

現在地メニューURL 初期値
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※1
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リセット対象 機能リセット後
LISMO 
Player

音量 12
サウンド設定 DBEX設定：ON

イコライザ設定：OFF
サラウンド設定：OFF

ビデオサウンド設定 DBEX設定：OFF
イコライザ設定：OFF
サラウンド設定：OFF

明るさ設定 画質設定連動
画質設定 標準
オートOFF設定 OFF
サービス利用確認設定 表示する
情報ウィンドウ
利用確認設定

毎回表示する

作成者名設定 データなし
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

EZ FeliCa コンビネーション ON
コンビネーション
バイブ

ON

auケータイ
クーポン

取得設定 音・バイブ設定：音＋バイブ
クーポン保存設定：自動保存
接続設定：通常
重複判定設定：重複保存可
ナビ連携URL設定：
http://walk.eznavi.jp/map/

au Media 
Tuner

起動時 初回起動
録画先設定 データフォルダ
字幕設定 ON
音声設定 出力先：オート

主副切替：主音声
音声出力効果：DBEX（ON）

画面設定 画質：標準
明るさ：画質設定連動
なめらかモード：OFF
ピクト表示：ON

リセット対象 機能リセット後
au Media 
Tuner

着せ替え設定 Pastel pink
チャンネル設定 設定なし
オフタイマー 設定しない
通信確認設定 ブラウザ通信時：初回起動時設定に

準ずる
データ放送設定 放送メモリ確認：表示する

セキュア通信確認：表示する
音量 7

Eメール 受信ボックス 表示形式：3行表示
送信ボックス 表示形式：3行表示
メール自動受信 自動受信する
メール受信方法 全受信
添付自動受信 自動受信する

動画：60KB
音声：60KB
静止画：137KB
プレイリスト：60KB
装飾データ：10KB
ラッピングメールデータ：137KB

フォルダ表示 フォルダ表示する
ラッピングメール表示 ラッピングメール表示する
デコレーション
アニメ表示

デコレーションアニメ表示する

ガイド表示 ガイド表示する
返信先アドレス 設定しない
差出人名称 設定しない
冒頭文 付加しない
署名 付加しない
返信メール引用 引用する
アドレス変換送信 お買い上げ時（▶P.131）の登録内容

Cメール 受信ボックス 表示件数切替え：未読件数
1行／3行表示切替 1行表示（名前）
緊急地震速報 受信設定：受信する

マナー時の鳴動設定：通知する
署名 OFF
蓄積機能 選択蓄積

http://walk.eznavi.jp/map/
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リセット対象 機能リセット後
Cメール 受信フィルター 指定番号／アドレス帳登録外／

Eメールお知らせ：OFF
フォルダ表示 ON

Touch 
Message

署名設定 付加しない
送信音量設定 3
受信制限 制限しない

電子辞書 複数辞書検索設定 デイリーコンサイス国語辞典 第4版、
デイリーコンサイス英和辞典 第7版、
デイリーコンサイス和英辞典 第6版

文字サイズ設定 中
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
▶P.200「「設定」メニューを利用す
る」

サイドキー操作無効 解除
Book Player しおり 設定なし

サウンド設定 中
バイブ効果 ON
バックライト効果 ON
スクリーン設定 通常表示

※1 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。

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（M414）」の有効番
号リスト

• 「着信拒否（M43）」の指定番号
リスト

• 「緊急用位置確認（M49）」
• 「単語登録（M511）」
• 「定型文編集（M512）」
• 「顔文字編集（M513）」
• 「ダウンロード辞書（M515）」
• 「お好みパレット（M517）」
• 「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

• クイックアクセスメニューのよ
く使うメニューのアイコン

• 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
• 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／クーポンフォルダのサ
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EX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

• 「遠隔ロック（M414）」の有効番
号リスト

• 「着信拒否（M43）」の指定番号
リスト

• 「緊急用位置確認（M49）」
• 「単語登録（M511）」
• 「定型文編集（M512）」
• 「顔文字編集（M513）」
• 「ダウンロード辞書（M515）」
• 「お好みパレット（M517）」
• 「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

• クイックアクセスメニューのよ
く使うメニューのアイコン

• 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
• 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／クーポンフォルダのサ
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EX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
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• 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※4

• EZアプリ※5

• EZアプリ設定※6

• au Media Tunerのテレビリン
ク

• au Media Tunerの放送メモリ
• 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※7

• Cメールの受信フィルター※8

• Touch Messageの作成中
 メッセージ

• Touch Messageの受信履歴／
作成中メモ

• Touch Messageの設定※9

• PCサイトビューアーに登録さ
れているすべてのお気に入り／
アクセス履歴／画面メモ／URL
入力履歴／Cookie情報／ログ
イン情報／前回表示画面／ス
ピードダイヤル（au oneトップ
を除く）

• 電子辞書の履歴／設定※10

• Book Playerのしおり情報／ス
クラップブックに保存された内
容

※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 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受
信する」に変更されます。

※5 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」（▶P.310）をご参照くださ
い。

※6 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

※7 内容：登録なし
※8 指定番号一覧：登録なし
※9 署名設定の設定：付加しない、署名設定の内

容：登録なし、送信音量設定：3、受信制限：
制限しない

※10  複数辞書検索設定：デイリーコンサイス
国語辞典 第4版、デイリーコンサイス英
和辞典 第7版、デイリーコンサイス和英
辞典 第6版

• 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※4

• EZアプリ※5

• EZアプリ設定※6

• au Media Tunerのテレビリン
ク

• au Media Tunerの放送メモリ
• 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※7

• Cメールの受信フィルター※8

• Touch Messageの作成中
 メッセージ

• Touch Messageの受信履歴／
作成中メモ

• Touch Messageの設定※9

• PCサイトビューアーに登録さ
れているすべてのお気に入り／
アクセス履歴／画面メモ／URL
入力履歴／Cookie情報／ログ
イン情報／前回表示画面／ス
ピードダイヤル（au oneトップ
を除く）

• 電子辞書の履歴／設定※10

• Book Playerのしおり情報／ス
クラップブックに保存された内
容

※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 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受
信する」に変更されます。

※5 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」（▶P.310）をご参照くださ
い。

※6 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

※7 内容：登録なし
※8 指定番号一覧：登録なし
※9 署名設定の設定：付加しない、署名設定の内

容：登録なし、送信音量設定：3、受信制限：
制限しない

※10  複数辞書検索設定：デイリーコンサイス
国語辞典 第4版、デイリーコンサイス英
和辞典 第7版、デイリーコンサイス和英
辞典 第6版

◎ 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。

主な仕様

ディスプレイ
約3.0インチ、最大26万色
480×854ドット（FWVGA TFT液晶）

サブディスプレイ 0.5インチ
60×32ドット（有機EL）

質量 約130g（電池パック含む）

連続通話
時間

国内 約230分
海外
（GSM） 約190分

海外
（CDMA）

約270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／ペルー／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2011年4月時点

連続待受
時間

国内 約250時間
海外
（GSM） 約240時間
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連続待受
時間

海外
（CDMA）

約100時間： アメリカ本土／メキシコ／サイパン／
中国本土

約170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

約270時間： ニュージーランド／タイ／マカオ／
ペルー／バミューダ諸島／ベネズエラ

※ 対象国は2011年4月時点
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

約50mm×110mm×16.2mm 

◎ 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。

■ 携帯電話機の比吸収率（SAR）について
　この機種E09Fの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する
技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携
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※1ならびに、
これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守す
るよう設計されています。
　この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある
国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その許
容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでい
ます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人
体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）で定めており、携帯電話機に対するSAR
の許容値は2W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最
大値は0.516W/kg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。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。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電
話機の出力は小さくなります。

　この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨の
キャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着し
て使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満
足します※2。
　KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場
合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部
分の含まれていない製品をご使用ください。
　世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では
人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心
配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使
用することができるハンズフリー用機器を利用しても良いとしていま
す。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホー
ムページをご参照ください。
（http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/
fact_japanese.htm）
　SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に
記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ：
 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/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
○ auのホームページ：
 http://www.au.kddi.com
○ 富士通のホームページ：
 http://www.fmworld.net/product/phone/au/sar/
※1 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。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に

国際規格（IEC62209-2）が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報
通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です。（2011年3月
現在）
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■ オリジナルメロディ一覧
あらかじめ、以下のメロディが登録されています。

曲名 著作者名
ラプソディー・イン・ブルー GERSHWIN GEORGE
チャルダッシュ MONTI VITTORIO
ジムノペディ第1番 SATIE ERIK ALFREDI LE
カノン PACHELBEL JOHANN
タイスの瞑想曲 MASSENET JULES EMILE 

FREDERIC
サマータイム GERSHWIN GEORGE

■ Eメール
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

受信ボックス
（＋インフォボックス）

保存容量 約2,720KB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1,480KB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
保存件数 500件

※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。（▶P.330「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。

◎ Eメール送信数は1日最大1,000通（宛先数含む）までです。

■ EZweb
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
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■ Cメール
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 100件

保存期間 無期限
保護件数 50件

送信ボックス 保存件数 50件
保存期間 無期限
保護件数 25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

■ EZアプリ
保存容量 約100MB※／255件
※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
撮影素子 CMOSイメージセンサー
有効画素数 約319万画素
フォト フォト

サイズ
壁紙（標準） 240×320※1

壁紙（ワイド） 480×800※1

壁紙（フルワイド） 480×854※1

0.3M 640×480※2

1M 1,280×960※2

2M 1,600×1,200※2

2.5M（フルワイド） 2,048×1,152※2

3M 2,048×1,536※2

6.4倍ズーム 23段階
2.6倍ズーム 12段階
2.4倍ズーム 12段階
3.2倍ズーム 12段階
1.6倍ズーム 7段階
1.3倍ズーム 4段階
ズーム不可
ズーム不可

撮影可能
枚数

最大1,500枚※3（壁紙（標準）の場合）

ムービー 録画
モード

高品質L（横176×縦144）
QVGA（横320×縦240）
VGA（横640×縦480）

8.6倍ズーム 29段階
4.7倍ズーム 29段階
ズーム不可

録画時間 高品質L：最大15秒
QVGA：最大約120分※4

VGA：最大約90分※4

録画可能
件数

最大701件※3（高品質Lの場合）

※1 「連写」の場合は、「壁紙（標準）」「壁紙（ワイド）」「壁紙（フルワイド）」と同様です。
※2 「保存方向」を「横長」にした場合のフォトサイズです。「縦長」にすると、縦の長さと横の長さが

逆になります。
※3 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。
※4 市販品のmicroSDメモリカード（512MB～32GB）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。

■ データフォルダ
全データ 保存可能件数 最大1,500件※1、約100MB※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 約1,500枚
（25KB程度）

壁紙（ワイド） 480×800 約1,024枚
（100KB程度）

壁紙（フルワイド） 480×
854

約853枚
（120KB程度）

0.3M 640×480※3 約1,280枚
（80KB程度）

1M 1,280×960※3

（ファインモード）
約227枚
（450KB程度）

1M 1,280×960※3

（ノーマルモード）
約453枚
（225KB程度）

2M 1,600×1,200※3

（ファインモード）
約146枚
（700KB程度）

2M 1,600×1,200※3

（ノーマルモード）
約292枚
（350KB程度）

2.5M（フルワイド） 2,048×
1,152※3（ファインモード）

約128枚
（800KB程度）

2.5M（フルワイド） 2,048×
1,152※3（ノーマルモード）

約256枚
（400KB程度）
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フォト
フォルダ

保存可能
枚数（目安）

3M 2,048×1,536※3

（ファインモード）
約85枚
（1,200KB程度）

3M 2,048×1,536※3

（ノーマルモード）
約170枚
（600KB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701件
（145KB程度）

QVGA 最大約33分※4

約100MB
VGA 最大約9分※4

約100MB
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1,500件
送信ボックス 最大1,500件

※1 EZチャンネルプラスの件数は含みません。
※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。
※3 「保存方向」を「横長」にした場合のフォトサイズです。「縦長」にすると、縦の長さと横の長さが

逆になります。
※4 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。

◎ 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。

■ テレビ（ワンセグ）
連続視聴可能時間 イヤホン DBEX ON時：約3時間、

DBEX OFF時：約3時間
スピーカー DBEX ON時：約3時間、

DBEX OFF時：約3時間
※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。
データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■ microSDメモリカード
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

カメラフォルダ 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

SD-Videoフォルダ 登録件数 99件
1データ最大サイズ 2GB
実データ名 半角10文字

※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 E09Fでは、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。
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数字／アルファベット
001国際電話サービス .................. 99
ACアダプタ ..........................63、320
au ICカード ............................60、66

エラー ....................................... 65
取り付け ................................... 67
取り外し ................................... 67

au Media Tuner.........................239
BGM再生 ...............................242
EZチャンネルプラス ............244
オフタイマー .........................247
音声設定 .................................246
画像保存 .................................246
画面設定 .................................246
着せ替え設定 .........................246
キャプチャ .............................246
視聴予約 .................................244
字幕設定 .................................246
初期設定 .................................240
設定.........................................246
チャンネル設定 .....................247
通信確認設定 .........................247
データ放送 .............................243
データ放送設定 .....................247
テレビリンク .........................243
テレビ（ワンセグ） .................241
番組表 .....................................244
メモ保存 .................................243
リモコン番号変更 .................248
録画.........................................245
録画先設定 .............................246

録画予約 .................................245
au one ブック .............................165
au one メール .............................135
auオンラインマニュアル（M#3） ...319
auキャリングケースFブラック ...320
au証明書 .......................................311
auで着信確認 ...............................101
auのネットワークサービス ........202

au.NET ..................................216
PacketWIN ..........................216
遠隔操作サービス ......206、209
お留守番サービス .................202
お留守番サービス総合案内 ...203
海外の電話へ転送 .................209
ご利用パケット通信料 ..........217
三者通話サービス .................211
受信拒否リスト .....................215
選択転送 .................................208
蓄積停止 .................................206
着信お知らせ .........................205
着信転送サービス .................207
通話明細分計サービス ..........216
データ通信サービス..............216
伝言お知らせ .........................204
伝言の録音 .............................204
転送停止 .................................209
パケット通信 .........................216
発信番号表示サービス ..........212
番号通知リクエストサービス ...212
不在通知 .................................206
フル転送 .................................208
ボイスメールの録音..............204

待ちうた .................................213
待ちうた情報お知らせサービス ...214
無応答転送 .............................208
迷惑電話撃退サービス ..........215
話中転送 .................................208
割込通話サービス .................210

Book Player ...............................165
検索.........................................168
スクラップブック .................167
読む.........................................166
ライブラリ .............................165

CDMA ............................................ 67
cdmaOne簡易アンテナD ..........320
Cメール .........................................137

1行／3行表示切替 ...............141
Cメール安心ブロック機能 ...146
Cメール設定 ..........................147
EZwebで接続 .......................143
EZナビウォーク....................143
Eメール作成 ..........................143
microSDへ移動 .........141、142
microSDへコピー .....141、142
PCサイトビューアー接続 ....143
アイコン .................................140
アドレス詳細表示 ......141、142
アドレス帳へ登録 ......141、142
音声電話 .................................143
緊急地震速報 .........................145
クイック返信 .........................142
コピー .....................................143
コピーして編集 ..........140、142
受信.........................................139
受信フィルター .....................147
受信フィルター登録 ...141、142
受信ボックス .........................139

署名.........................................147
新規作成 .................................137
選択保護／解除 .....................140
送信結果詳細 .........................141
送信ボックス .........................139
蓄積機能 .................................147
デコレーションアニメ作成 ...143
デコレーションメール作成 ...143
表示件数切替え .....................144
フォルダ移動 ..............141、142
フォルダ削除 .........................144
フォルダ作成 .........................144
フォルダ設定リセット ..........144
フォルダ内全件削除..............141
フォルダ並び替え .................144
フォルダ表示 .........................147
フォルダ名編集 .....................144
フォルダロック .....................144
ぷりペイド送信 .....................138
振分け登録 .............................144
編集..............................140、142
返信..............................140、142
保護／保護解除 .....................142
本文操作 .................................142
メール件数確認 .....................147
メール再振分け .....................144
メール削除 .............................144
文字サイズ .............................142

Cメール受信（M215） .................300
DCF規格 .......................................271
E／Cメール送信バイブ（M253） ...302
EZweb ..........................................149

au oneトップ .............151、155
auお客さまサポート.............152
EZweb専用通信料金............149

索引
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EZ設定 ...................................157
EZ設定確認 ...........................157
PCサイトビューアーに切替 ...155
SSL／TLS ............................149
URLダイレクト入力 ...150、155
一発ジャンプ設定 .................157
エリア情報送出設定..............157
お気に入り登録 .....................155
お気に入りリスト .................155
画面メモへ保存 .....................155
画面メモリスト .....................156
サーバ証明書表示 .................155
詳細／編集 ..................156、157
ショートカット登録..............156
初期設定 ................................... 64
新規登録 .................................156
前回画面表示 .........................150
タイトル表示設定 .................157
タイムアウト設定 .................157
ダウンロード予約 .................151
通話料・通信料 .......................152
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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。

① 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。

② 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
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
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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。

（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。
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（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。
① 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。
① 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）。

② 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。
① 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。
② 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。
③ 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。
① 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）。
② 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。
① 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。
① 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。
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• 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。
① 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。
② 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。
① 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。

• 「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。

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

（BREW®）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。

（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

（BREW®）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。
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（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規約をお読みください。（必須）
■ 使用許諾契約
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（BREW®）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
（BREW®）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（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、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
ご使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、お客様がこの利用
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、当社はお客様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。
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（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
（BREW®）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、お客様に対し、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（BREW®）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） お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、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、お客様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。

（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－

QUICPay™ 設定アプリ利用規約
ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。（必須）
お客様が株式会社ジェーシービー［連絡先：JCBインフォメーションセンター
0422-76-1700（東京）06-6941-1700（大阪）092-712-4450（福岡）
011-271-1411（ 札 幌 ）AM9：00～PM5：00　 日・祝・年 末 年 始 休・jcb-
mailsupport@info.jcb.co.jp］が提供する『QUICPay設定アプリ』（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、必ず以下についてご確認くだ
さい。
■ 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ください。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。

■ 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデー
タをサーバに送信するケースがあります。

■ 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービ
ス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。

■ お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サー
ビス提供者へご連絡ください。

■ 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー
ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル
ラー電話は一切関係ありません。

－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。
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（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
ルされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）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、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－

モバイルSuica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
お客さまが東日本旅客鉄道株式会社＜お問い合わせ先：048-645-7007＞（以下
「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ
ルSuica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
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、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ

（BREW®）対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロ
フィール情報を取得し、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、当社に帰属
します。

（3） 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
ルされた又はダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）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、または転送してはいけません。

（4） お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ
（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコン
テンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、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） お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または
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） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セル
ラー電話（株）は一切の責任を負いません。

（11） 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EXアプリ 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
EX』（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（BREW®）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、交通情報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、本利用許諾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許諾契約をお読み下さい。（必須）
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■ 利用許諾契約
（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様が、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、お客さまが本利用許諾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許諾契約に基づく本アプリの利用に係る契
約（以下「本アプリ利用許諾契約」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様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許諾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、本アプリ利用許諾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様が損害
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許諾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（BREW®）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（BREW®）
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。

（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（BREW®）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－
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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（BREW®）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（BREW®）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
（BREW®）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。

（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－

おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の
注意

■ ご利用上の注意
お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事
項を承諾していただきます。
1.おサイフケータイ®対応サービスについて
1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCa

チップを利用したサービスです。 
2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者
（以下、SPといいます）が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応
サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締
結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等に
ついては、各SPにご確認、お問い合わせください。 

3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証
しかねますのであらかじめご了承ください。 

2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について
1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さま

のおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並び
にこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。

2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任
で行ってください。 

3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が
生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が
生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ
さい。

4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータ
イ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申
し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサ
イフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理
店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があり
ます。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当
社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替
え等の措置（以下、SPバックアップ等といいます）については、SPの定めるお
サイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対
応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提
供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認くだ
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さい。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等
を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと
等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合で
あっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損
害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用によ
り生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害につい
て、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービス
をご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任
を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお
預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について
1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に

搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、
おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があり
ます。 

2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲
で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、
FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃
棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。 

3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電
話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SP
に問い合わせる場合があります。 

4. 不正利用について 
1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデー

タを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCa
チップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社
は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

2. 万一、おサイフケータイ®を紛失・盗難等があった場合であっても、当社では
FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場
合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。 

3. 遠隔ロック（機種によって遠隔オートロックと表記されます。）対応のおサイフ
ケータイ®をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の
設定を行なった上でおサイフケータイ®対応サービスをご利用いただくことを
推奨します。また、安心ロックサービス対応のおサイフケータイ®をご利用の場
合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただ
くことができます（但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご
利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止で
きるとは限りませんのであらかじめご了承ください）。 

4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、
不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除し
てください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合で
あっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他
1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さ

まのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生
することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイ
フケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。

2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約
名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービ
スのご利用及びお客さまご自身でのFeliCa チップ内のデータの削除ができな
くなることがあります。 
なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除
する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に
搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご
了承ください。
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本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ
バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与
してはいけません。
本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけませ
ん。（本製品は、外国為替及び外国貿易法によるキャッチオール規制品を含みます。
米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。（2009
年9月現在）キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）

U.S law and international agreements currently prohibit export of this 
device's browser and security technology to the following countries-Cuba, 
Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device 
may apply.)

RSA®はRSA Security Inc.の登録商標です。
BSAFE™はRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はす
べてMyriad Group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。
Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying 
the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other 
trademarks and registered trademarks are the properties of their 
respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All 
Rights Reserved.
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、これにかかる著作権、その
他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLC.の商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの
NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディア
コロン仕様を採用しています。
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 © 1996-2011 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 © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを
搭載しています。
Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを
搭載しています。
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標
または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載
しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated
（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標で
す。
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BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標で
す。

BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW 
logo with interlocking circles is a trademark 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.

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://jp.opera.com をご覧ください。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソ
ニー株式会社の登録商標です。

 は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、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、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本
国内における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.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix Corporation. All 
rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、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。

OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びそ
の他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商
標である場合があります。

「うたとも®」は、株式会社レーベルゲートの登録商標です。

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DeepCore®3.0 
Plusを搭載しています。 
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」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。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

※ 「PCドキュメントビューアー」はCATALYST MOBILE® Readerにより実現し
ています。

※「CATALYST MOBILE®」はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。

Microsoft® Word, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品
名称です。

Adobe、Adobeロゴ、Acrobat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。

Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Excel®, PowerPoint®は、米国
Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
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「KEMCO」及び「KEMCO」ロゴは株式会社コトブキソリューションの登録商標です。

顔検出機能には株式会社モルフォのFaceSolidを採用しております。FaceSolid
は株式会社モルフォの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

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：auホームページ→auオンラインマニュアル（http://
www.au.kddi.com/manual/index.html） →「E09F」を選択→［その他］→［ケー
タイチェックメニュー機能CPLに関して］
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 © 1998-2007 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 A PARTICULAR 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.

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.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for 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:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which 

the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for 

additional suggestions.

Warning
The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by 
the manufacturer could void the user’s authority to operate the equipment.
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 FCC RF EXPOSURE INFORMATION
Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the 
United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted 
an updated safety standard for human exposure to radio frequency 
electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those 
guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. 
and international standards bodies. The design of this phone complies with 
the FCC guidelines and these international standards.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones
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 1.6 W/kg.
The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn 
on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value 
for this model handset when tested for use at the ear is 0.74 W/kg and when 
worn on the body, as described in this user guide, is 0.857 W/kg.

Body-worn Operation
This device was tested for typical body-worn operations with the back of 
the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC 
RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches 
(1.5 cm) must be maintained between the user’s body and the back of the 
phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories 
used by this device must not contain any metallic components. Body-worn 
accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC 
RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying
You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible 
interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) 
regulations require you to have permission from a crew member to use your 
phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, 
FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

European RF Exposure Information
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to 
exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international 
guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific 
organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the 
protection of all persons, regardless of age and health.
The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption 
Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest 
SAR value for this device when tested at the ear was 0.487 W/kg*.
As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the 
actual SAR of this device while operating is typically below that indicated 
above. This is due to automatic changes to the power level of the device to 
ensure it only uses the minimum level required to reach the network.
The World Health Organization has stated that present scientific information 
does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile 
devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can 
do so by limiting the length of calls or using a ‘hands-free’ device to keep the 
mobile phone away from the head and body. Additional Information can be 
found on the websites of the World Health Organization 
(http://www.who.int/emf).
*  The tests are carried out in accordance with international guidelines for 

testing.



366

付
録
／
索
引

Safety Precautions
To ensure proper usage, be sure to read the Safety Precautions 
thoroughly before using your handset. Always keep this manual 
available for future reference.
Be sure to follow the safety information contained in the instruction 
manuals and indicated on the product to prevent injury to the user 
and other persons, as well as damage to property.
When a child uses handset, it is recommended that a parent or 
guardian reads the instruction manuals thoroughly and provides 
proper instructions to the child.
The following describes the meaning of safety symbols and signal 
words. Be sure to understand their meanings before proceeding to 
read this manual.

■ Pictographs
Pictograph Meaning

 Danger
Indicates an imminently hazardous operation 
that could result in death or serious injury1 of 
the user.

 Warning
Indicates a potentially hazardous operation 
that could result in death or serious injury1 of 
the user.

 Caution
Indicates a potentially hazardous operation 
that could result in minor or moderate injury2 to 
the user or damage to property3.

1  Serious injury includes loss of sight, wounds, high temperature burns, low temperature 
burns (burns causing reddish areas, blistering and other damage to the skin as a result 
of heat exceeding the body temperature contacting your skin for a prolonged time), 
electric shock, fractures and poisoning requiring hospitalization or long-term medical 
treatment.

2  Injury includes wounds, burns and electric shock not requiring hospitalization or long-
term medical treatment.

3 Damage to property includes extensive damage to homes and household property, as 
well as livestock and pets.

●

●

●

●

■ Symbols
Symbol Meaning

 indicates a prohibited action. The prohibited action 
is indicated graphically or described in text in or near 
the symbol.

　　
 indicates a compulsory action that must be carried 

out. The compulsory action is indicated graphically or 
described in text in or near the symbol.

■ Limitation of Liability
KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS accept 
no liability whatsoever for any damages arising from natural 
disasters such as earthquakes, lightning, storms and floods, as well 
as fires through no fault of KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE 
COMMUNICATIONS, acts by third parties, other accidents, improper 
use by the user, whether intentionally or negligently, or use under 
other abnormal conditions.
KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS accept 
no liability whatsoever for incidental damages arising out of the use 
or inability to use the product, including, but not limited to, corruption 
or loss of data, lost business revenue or suspension of business 
operations.
KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS accept 
no liability whatsoever for any damages arising from improper use 
not conforming to the instructions in the instruction manuals.
KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS accept 
no liability whatsoever for any damages arising from malfunctions 
caused by use in combination with connection equipment or 
software that is not authorized for use by KDDI and FUJITSU 
TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS.
Image data recorded with the camera, downloaded data and other 
data may be corrupted or lost due to malfunction, repair or other 
improper handling of the product. KDDI and FUJITSU TOSHIBA 

●

●

●

●

●
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MOBILE COMMUNICATIONS accept no liability whatsoever for the 
restoration of corrupted or lost data, as well as any damages or lost 
revenue and profits.
KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS accept 
no liability whatsoever for corruption or loss of stored data resulting 
from failures or malfunctions of the product, regardless of the cause. 
Be sure to keep a separate memo of important data to limit damage 
caused by data corruption or loss to a minimum.

 Danger
Do not disassemble, modify or repair handset, battery, charger (sold 
separately) or Stereo Earphone- Microphone (sold separately)
Doing so may cause overheating, rupturing, fire, electric shock, injury 
or malfunction. Modification of handset is prohibited by Japanese Radio 
Law. For repair, contact your nearest au shop or the au Customer 
Service Center.

Do not charge, use or leave handset, battery, charger (sold 
separately) or Stereo Earphone-Microphone (sold separately) in 
hot places such as near a fire or heater
If they are exposed to water, do not dry them artificially
in heating equipment (microwave oven, etc.)
Doing so may cause overheating, rupturing, fire or malfunction.

Do not expose battery, charger (sold separately) and Stereo 
Earphone-Microphone (sold separately) to fluids such as water, 
perspiration or seawater
Do not leave them outdoors, in a bathroom or wherever water or 
any other fluid is used
Do not place them near cups, vases or other containers of fluids
Doing so may cause overheating, rupturing, fire, electric shock or 
malfunction. If handset is dropped accidentally in water or any other 
fluid, immediately turn off handset and remove the battery. If handset, 
battery or charger is exposed to fluids such as water during charging, 
remove the power plug from the outlet immediately. Do not charge the 
wet battery. If the battery gets wet, contact your nearest au shop or the 
Customer Service Center.

●

Do not use excessive force when inserting the battery into handset 
or connecting handset to the charger (sold separately)
Do not connect any cords with reverse polarity
Doing so may cause the battery to leak, rupture, overheat or catch fire, 
as well as cause electric shock or malfunction.

Do not touch the battery terminal (metal parts) with any metal 
objects (necklace, hairpin, etc.)
Doing so may cause the battery to overheat, rupture or catch fire, as 
well as the metal object to overheat.

Do not use a battery other than one supplied with or designated for 
handset
Do not use the battery for any other handset
Doing so may cause overheating, rupturing, fire or malfunction.

Use the charger (sold separately) designated for handset to charge 
the battery
Use the charger (sold separately) only for charging handset's 
battery
Failing to do so may cause overheating, rupturing, fire or malfunction.

If electrolyte fluid leaking from the battery comes into contact with 
your skin or clothes, wash it immediately with clean water as this 
may hurt your body
And if it gets into your eyes, do not rub them, and have them 
immediately treated by an ophthalmologist after washing them 
with clean water
If the fluid sticks to the equipment, wipe it out without touching it 
directly
If the fluid is left as it is, your skin may get irritated or there may be fear 
of losing your sight.
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 Warning
Do not use handset while driving
Do not make or receive a call and do not use other functions 
(messaging, game, camera, video, music, Mobile Light, etc.)
Doing so may cause a traffic accident. Use of handset while driving is 
prohibited by law. Before using handset, stop the vehicle in a safe area 
where parking is permitted.

Be sure to turn off handset before entering places such as gas 
stations where flammable gases may be produced
Also do not charge handset in those places
The gases may be ignited.
Be sure to turn off handset before using Osaifu-Keitai® compatible 
reader/writer within gas stations, etc. (When IC Card Lock is set, turn off 
handset after unlocking the setting.)

Do not swing handset by its strap, USB cable (sold separately), 
Stereo Earphone Conversion Cable (sold separately) or Stereo 
Earphone-Microphone (sold separately)
Doing so may cause an injury, accident or damage.

Turn off handset while you are near any precision electronic 
equipment
Radio waves may adversely affect the operat ion of electronic 
equipment. Examples of such equipment: medical electronic equipment 
such as cardiac pacemakers and hearing aids or fire alarms and 
automatic doors. If you use medical electronic equipment, consult with 
the equipment manufacturer or distributor about the influence of radio 
waves.

Remove the power plug from the outlet if AC adapter (sold 
separately) is not to be used for a long period of time or before 
cleaning
Failing to do so may cause an electric shock, fire or malfunction.

Turn off handset wherever its use is prohibited such as on an 
aircraft
Failing to do so may adversely affect the operation of electronic 
equipment and cause an accident.

Check your surroundings to confirm that it is safe to make/receive 
calls, send/receive messages, take pictures, record videos
Failing to do so may cause you to trip over or cause a traffic accident.

Do not use handset with any power voltage other than the 
specified voltage
Doing so may cause a fire. Only the common AC adapter 02 (sold 
separately) can be used both in and out of Japan because it supports 
100 to 240 V AC. Do not use any other type of traveler's power 
converter or power source to charge your phone. The common AC 
adapter 01 (sold separately) can only be used in Japan connected to a 
100 V AC household power supply. The power voltages are 12 or 24 V 
DC (for a negative ground car only) for DC adapter 01 (sold separately).

Wipe away any dust on the plug of AC adapter (sold separately) 
with a dry cloth after removing the plug from the outlet
Dust on the plug or outlet may cause a fire.

Follow the instructions below when installing and wiring in-vehicle 
devices

Make sure that devices do not interfere with driving and safety 
equipment such as airbags
Make sure that wires are not caught in seatbelt buckles, doors or 
other moving parts

Any wire caught around a foot, brake pedal, accelerator pedal, etc. may 
interfere with driving and cause a traffic accident. If  any part of an in-
vehicle device drops onto the floor, it may startle you into abrupt braking 
or steering, leading to a traffic accident.

•

•

When thunder is heard outside, stop using handset immediately
Turn off handset and do not touch it
Failing to do so may attract lightning and cause electric shock. When 
thunder is heard, stop using handset and move to a safe place such as 
inside a building.

If the battery fails to charge in the specified time, stop charging 
immediately
Failing to do so may cause overheating, rupturing or fire. Contact your 
nearest au shop or the Customer Service Center.

When inserting the plug of AC adapter (sold separately) into an AC 
household outlet, make sure that a metal strap or any other metal 
object does not touch the plug
Failing to do so may cause electric shock, short circuit or fire.
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If something unusual happens to handset, battery or charger (sold 
separately); for example, it emits smoke or an unusual odor or is 
damaged, perform the following steps immediately
1. If the battery is charging, unplug AC adapter (sold separately) from 

the AC household outlet or unplug DC adapter (sold separately) from 
the cigarette lighter socket.

2. Make sure that handset is not hot, then turn it off and remove the 
battery.

Failing to do so and continuing use (charging) may cause the battery to 
overheat, rupture or catch fire or handset to overheat.
If something unusual happens, contact your nearest au shop or the 
Customer Service Center.

Do not drop handset or battery or subject it to excessive shock
Doing so may cause overheating, rupturing, fire or malfunction.

Do not sit down with handset in your trousers pocket
Excess weight may damage Display, battery or other parts resulting in 
overheating, fire or injury.

I f handset is used near an implanted cardiac pacemaker, 
defibrillator or other electronic medical equipment, radio waves 
may interfere with such a device or equipment
Observe the following guidelines
1. If you have an implanted cardiac pacemaker or defibrillator, carry and 

use handset at a distance of at least 22 centimeters away from the 
implanted device.

2. Turn off handset in crowded places such as packed trains because 
a person with an implanted cardiac pacemaker or defibrillator may 
be nearby. Radio waves can interfere with the operation of a cardiac 
pacemaker or other medical device.

3. Follow the precautions below in medical institutions.
Do not bring handset into an operating room, intensive care unit or 
coronary care unit.
Turn off handset in a hospital ward.
Turn off handset in a lobby or other location close to medical 
equipment.
Observe the instructions of individual medical institutions and do 
not use handset in or bring it into prohibited areas.

-

-
-

-

4. When using electronic medical devices other than an implanted 
cardiac pacemaker or defibrillator outside of medical institutions (such 
as at home), consult with the individual medical device manufacturer 
about the possible influence of radio waves.

The above information conforms to "The Guidel ines on Use of 
Mobile Phones and Other Devices to Prevent Electromagnetic Wave 
Interference with Electronic Medical Equipment"
(Electromagnetic Compatibility Conference Japan), as well as refers to 
"The Investigative Research Report on the Influence of Electromagnetic 
Waves on Medical Equipment" (Association of Radio Industries and 
Businesses, March 2001).

 Caution
Do not use or leave handset or battery in places where it will be 
exposed to direct sunlight or in hot places such as inside a car in 
the sun
Doing so may cause overheating, fire or malfunction.

Keep handset, battery, charger (sold separately) away from infants 
and small children
Fail ing to do so may result in the battery or memory card being 
accidentally swallowed or cause damage or injury.

Make sure that the terminals (metal parts) of the charger (sold 
separately) do not come into contact with wires or other metal 
objects
Failing to do so may cause overheating or burns.

Do not pull the cord when unplugging AC adapter (sold separately) 
or DC adapter (sold separately) from an AC household outlet or 
socket
Damage to the cord may cause electric shock, overheating or fire. Hold 
the plug when unplugging AC adapter (sold separately) or DC adapter 
(sold separately).
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Do not pull, bend with excessive force or twist the cords of AC 
adapter (sold separately) and DC adapter (sold separately)
Do not damage or modify them
Do not place objects on them
Do not apply heat and keep them away from heaters
Damage to a cord may cause electric shock, overheating or fire.

Do not plug or unplug AC adapter (sold separately) with wet hands
Doing so may cause electric shock or malfunction.

Keep magnetic cards away from handset and make sure that a 
magnetic card is not trapped when closing handset
Failing to do so may cause the magnetic data on a cash card, credit 
card, telephone card or floppy disk to be lost.

Do not use handset in a vehicle if it affects in-vehicle electronic 
devices
Use of handset in some types of vehicles may, in some rare cases, 
affect in-vehicle electronic devices and interfere with safe driving.

Do not place handset on an unstable or unlevel surface
Doing so may result in handset falling and causing injury or malfunction. 
Be particularly careful when vibration is set.

Do not dispose of the used battery with ordinary garbage
Insulate the terminal with tape and then dispose of the used battery 
separately from ordinary garbage or take it to your nearest au shop. 
Be sure to observe local regulations on the separate collection of used 
batteries, wherever applicable.

Do not touch handset with sweaty hands or place it into a pocket 
of sweaty clothes
Sweat and humidity may erode the internal components of handset and 
cause overheating or malfunction.

Do not use DC adapter (sold separately) when the car engine is not 
running
Doing so may result in a flat battery.

If the fuse for DC adapter (sold separately) blows, replace it with a 
designated fuse
Replacing the fuse with other than a designated fuse may cause 
overheating and fire.
For details on replacing the fuse, refer to the instruction manual of DC 
adapter (sold separately).

If your skin becomes irritated, immediately stop using handset and 
consult with a dermatologist
The following materials and surface treatments have been used for 
handset. Some of these materials may cause itching, irritation, eczema, 
etc. in some rare cases depending on the individual's constitution and 
physical condition.

Part Material (Surface Treatment)
Outer housing (front face of 
Display Side)

PA resin (UV cured acrylic coating)

Display Panel Acrylic resin, PC resin (UV cured acrylic 
processing)

Outer Panel PC resin (UV cured acrylic processing)
Outer housing (keypad side) PC resin (UV cured acrylic coating)
Outer housing (external side 
of lower section)

PC resin (UV cured acrylic coating)

Outer housing (battery cover)
Decorative material 
surrounding cursor keys

PC resin (PVD, UV cured acrylic coating)

keypad PC resin (UV cured acrylic coating)
Panel of keypad PET resin (UV cured acrylic processing)
Side keys PC resin (UV cured acrylic coating, UV cured 

acrylic ink)
Camera, Infrared Port, Mobile 
light panel

Acrylic resin (UV cured acrylic processing)

External Device Port cover Elastomer resin, PC resin (UV cured acrylic 
coating)

Charger Terminals Stainless steel (gold plating, nickel undercoat)
Clearance keeper Elastomer resin (UV cured acrylic coating)
Incoming indicator, Charge 
indicator

PC resin (UV cured acrylic coating)
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Before using handset, make sure that no metal objects (such as 
pins) are stuck to the earpiece or speaker
Failing to do so may result in a metal object causing an ear or hand 
injury, etc.

If you have a weak heart, be careful with the call vibration and 
ringtone volume settings
Failing to do so may startle you and may be harmful to your heart.

Do not use Mobile Light for purposes other than taking pictures, 
recording videos or lighting
Doing so may harm the eyes and cause impaired vision or other injury.

Make sure things like paper, cloth and bedding are not placed on 
handset while charging using a USB connection, DC adapter (sold 
separately), AC adapter (sold separately), etc.
Failing to do so may cause overheating, fire, burns or malfunction.

Do not turn the volume up too high while using Stereo Earphone-
Microphone (sold separately)
Do not use Stereo Earphone-Microphone (sold separately) 
continuously for long periods of time
Exposure to high sound levels may impair hearing and prolonged use 
may cause hearing defect regardless of the volume level.
Sound leakage may annoy other people and surrounding sounds may 
not be heard clearly resulting in an accident.

Do not insert objects other than the memory card into Memory 
Card Slot
Doing so may cause overheating, electric shock or malfunction.

Keep your face away from Memory Card Slot when inserting or 
removing the memory card
Keep the memory card out of the reach of small children
If the memory card is let go of suddenly, it may fly out and hit your face 
resulting in injury.

Do not subject the memory card to vibration or shock or remove 
it from the slot or turn off handset while data is being written to or 
read from the memory card
Doing so may cause data loss or malfunction.

Do not let children use cables such as USB cable (sold separately), 
Stereo Earphone Conversion Cable (sold separately) and Stereo 
Earphone-Microphone (sold separately) unsupervised and keep 
cables out of infant's reach
An injury may be caused if, for instance, the cable is wrapped around a 
neck.

Do not point the infrared beam at anyone’s eye during infrared 
communication
Doing so may cause eye damage.

Do not use Mobile Light close to eyes
Doing so may cause eye damage. Be especially careful not to take 
pictures or record videos with Mobile Light too close to the eyes of 
infants.

Do not use excessive force when inserting or removing au IC Card
Doing so may cause a malfunction. Be careful not to injure a hand or 
finger when removing the card.

Use only a au IC Card designated for handset
Failing to do so may cause data loss or malfunction.

Be careful not to trap your fingers or objects when closing handset 
and not to trap your fingers in the hinge when opening handset
Failing to do so may cause injury or damage to the LCD Display.
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General Notes
■ Using Your Handset

Handset employs radio waves. Signals may be disrupted even 
within service areas if you are indoors, underground, inside a 
tunnel or inside a vehicle. If you move to a location with poor signal 
reception, a call may be suddenly cut off.
When using handset in public places, take care not to annoy other 
people around you. Use of handset is prohibited in some public 
places such as in theaters or on buses and trains.
Handset is a radio transceiver under Japanese Radio Law. You may 
be requested to submit handset for inspection based on this law.
Use of handset near a landline phone may affect the image and 
sound quality of the equipment.
Handset employs a digital system to maintain a high level of 
communication quality even at very low signal levels. However, 
calls may be suddenly cut off when the signal strength becomes too 
weak.
The digital system provides a high level of privacy protection. 
However, the possibility of someone eavesdropping on your 
conversation cannot be ruled out as long as radio waves are used.
Data stored on handset may be corrupted or lost on the following 
occasions.

Handset is used improperly.
Handset is exposed to static electricity or electric noise.
Handset is turned off during operation.
The battery is completely discharged.
Handset malfunctions or is sent for repairs.

KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS accept 
no liability whatsoever for the corruption or loss of stored data. Be 
sure to keep a separate memo of important data to limit damage 
caused by data corruption or loss to a minimum.
Be sure to charge the battery before using handset for the first time 
or if handset has not been used for a long time. When the battery is 
stored for a long time, it discharges over time even if it is not used.
Before using a memory card, read the instruction manual of the 
memory card thoroughly to ensure safe and proper operation.

●

●

●

●

●

●

●

-
-
-
-
-

●

●

When handset is used for extended periods of time, especially in 
high temperature conditions, its surface could become hot. Please 
use caution when touching handset under such conditions.
When certain items are taken out of the country, documentation may 
be required to certify that the export of the items is not controlled, 
prohibited, or restricted by the Export Trade Control Order and 
Foreign Exchange Order. Basically, no such documentation is 
required if you take handset out of the country and bring it back 
for the purpose of personal use when going on vacations or short 
business trips. In some cases, however, an export permit may be 
required if handset is to be used by or transferred to anyone else.
Furthermore, a US government export permit may be required 
when taking handset to countries for which the US government has 
imposed export restrictions (Cuba, North Korea, Iran, Sudan, Syria).
For details on export laws, regulations and procedures, refer to 
the Web page of the Security Export Control Policy Division of the 
Ministry of Economy, Trade and Industry.
If you use a hearing aid, handset usage may interfere with hearing 
aid performance. If there is any interference, consult with the 
manufacturer or distributor of the hearing aid.

■ Inside Vehicles
Do not use handset while driving. Use of handset while driving is 
prohibited by law.
Talking on handset using Stereo Earphone-Microphone (sold 
separately) while driving may be subject to penalties in some 
prefectures.
Before using handset, stop the vehicle in a safe area where parking 
or stopping is permitted.

■ Aboard Aircraft
Do not use handset on an aircraft. Do not turn handset on while you 
are on an aircraft.

■ Handling Basics
Do not use handset in extreme temperatures, direct sunlight and 
humid or dusty places.
Do not drop handset or subject it to excessive shock.
To clean handset, wipe it with a dry soft cloth. Do not use alcohol, 
thinner, benzene or other solvents. Doing so may cause discoloration 
and remove the printed logo.

●

●

●

●

●

●

●

●
●
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Avoid exposing handset to rain, snow or high humidity. Handset, 
battery, charger (sold separately), Stereo Earphone-Microphone 
(sold separately) and other optional accessories are not waterproof.
Do not remove the battery while handset power is on to avoid 
malfunction.
If the battery has been removed from handset or handset has 
not been charged for a long t ime, stored data and sett ings 
may be lost or altered. KDDI and FUJITSU TOSHIBA MOBILE 
COMMUNICATIONS accept no liability whatsoever for any damage 
or loss resulting from such negligence.
The battery is a consumable item employing lithium ions. Replace 
the battery with a new one if the operation time becomes extremely 
short after it is fully charged. Buy a new battery designated for 
handset.
Do not dispose of batteries with municipal waste. 
Insulate the terminal with tape or place the battery 
in a plastic bag and take it to the nearest au shop or 
recycling center. Be sure to observe local regulations 
on battery disposal.
Some handset display pixels may be missing or remain lit. This is 
not a defect or malfunction. If Display is left on for a long period of 
time, pictures may be permanently burned into it.
Make sure Stereo Earphone Conversion Cable (sold separately) or 
Stereo Earphone-Microphone (sold separately) is securely plugged 
into Earphone Microphone Jack. Failing to do so may generate 
noise on the other party's phone during calls.
Do not turn the volume up too high while using Stereo Earphone-
Microphone (sold separately). Exposure to high sound levels may 
impair hearing and prolonged use may cause hearing damage 
regardless of the volume level. Sound leakage may annoy other 
people and surrounding sounds may not be heard clearly when 
walking, resulting in an accident.
When External Device Port are not in use, make sure to replace 
the covers. Otherwise dust or water may enter handset causing 
malfunction.
Hold the plug and do not pull the cord when unplugging Stereo 
Earphone Conversion Cable (sold separately) or Stereo Earphone-
Microphone (sold separately). Pulling the cord may cause damage 
or malfunction.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Antenna of handset is built into the body. Signal sensitivity may 
be reduced by touching/covering Internal Antenna area. Do not 
cover this area by affixing stickers, or any other items. Doing so 
may prevent you from making/receiving calls, sending/receiving 
messages or accessing the Web.
When you replace handset or send it for repair, messages and other 
data stored on handset cannot be transferred to another handset.
Do not drop au IC Card or subject it to excessive shock. Doing so 
may cause a malfunction.
Do not bend au IC Card or place a heavy object on it. Doing so may 
cause a malfunction.
Do not allow au IC Card to get wet or leave it in places of high 
humidity. Doing so may cause a malfunction.
Do not use or leave au IC Card in hot places such as near a fire or 
heater. Doing so may cause a malfunction.
Avoid storing au IC Card in direct sunlight or hot and humid places. 
Failing to do so may cause a malfunction.
Keep au IC Card out of infants' reach. Failing to do so may result in 
au IC Card being accidentally swallowed or cause an injury.
Before using au IC Card, read the instruction manual of au IC Card 
thoroughly to ensure safe and proper operation.

■ Functional Limitations
After handset upgrade or subscription cancellation, the following 
functions become unavailable on handset:

Media Player
EZ apps

Above functions may become unavailable after long periods of 
not using handset. Contact your nearest au shop or the Customer 
Service Center.

■ Mobile Camera
Be sure to observe proper etiquette when using the camera.
Do not expose the camera lens to direct sunlight. Concentrated 
sunlight through the lens may cause handset to malfunction.
Be sure to try taking and previewing pictures before using the 
camera on important occasions like wedding ceremonies.
Do not commercially use or transfer pictures taken with the camera 
without the permission of the copyright holder (photographer), 
except for personal use.

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Do not use the camera in locations where taking photos and 
recording videos are prohibited.
Do not block the lens with your fingers or strap when shooting 
pictures or videos.

■ Mobile Light
Do not use Mobile Light in hot, cold or humid places. Doing so may 
shorten their life.
Mobile Light have a limited life. Repeated use will decrease the light 
intensity.

■ Copyrights
Copyrighted materials, such as music, images, computer programs 
and databases, and their respective holders are protected by 
copyright laws. Duplication of copyrighted materials is permitted 
only for individual or home use. Making copies (including data 
conversion), modifications, transfers or network distributions 
of copies for purposes other than stated above without proper 
authorization constitutes an infringement of copyrights and moral 
rights, potentially resulting in claims for reparations or criminal 
punishment. If you use handset to make copies, observe the 
copyright laws. Furthermore, recording materials using the camera 
is also subject to the same laws.

■ Right of Portrait
Portrait right is the right of an individual to refuse to be photographed 
by others and protects from the unauthorized publication or use of 
an individual's photograph by others. Right of personality is a portrait 
right applicable to all citizens and right of publicity is a portrait 
right (property right) designed to protect celebrities' interests. Be 
careful when taking pictures with handset camera. Photographing, 
publicizing and distributing photographs of citizens and celebrities 
without permission are illegal.

●

●

●

●

●

●

End User License Agreement
FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS LIMITED

IMPORTANT NOTE: PLEASE READ BEFORE USING 
YOUR HANDSET
BY ATTEMPTING TO USE ANY SOFTWARE ON THE SUPPLIED
HANDSET THIS CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF THESE 
EULA TERMS. IF YOU REJECT OR DO NOT AGREE WITH ALL 
THE TERMS OF THIS EULA, PLEASE DO NOT ATTEMPT TO 
ACCESS OR USE THE SUPPLIED SOFTWARE.

End User License Agreement
This End User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between 
you (as the user) and FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS 
LIMITED ("FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS") with regard 
to the copyrighted software as installed in a FUJITSU TOSHIBA MOBILE 
COMMUNICATIONS handset supplied to you (the "Handset").
Use or disposal of any software installed in the Handset and related 
documentations (the "Software") will constitute your acceptance of 
these terms, unless separate terms are provided by the Software 
supplier on the Handset, in which case certain additional or different 
terms may apply. If you do not agree with the terms of this EULA, do 
not use or dispose the Software.
1. License Grant. FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS 

grants to you a personal, nontransferable and non-exclusive right 
to use the Software as set out in this EULA. Modifying, adapting, 
translating, renting, copying, making available, transferring 
or assigning all or part of the Software, or any rights granted 
hereunder, to any other persons and removing any proprietary 
notices, labels or marks from the Software is strictly prohibited, 
except as expressly permitted in this EULA. Furthermore, you 
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hereby agree not to create derivative works based on the Software.
2. Copyright. The Software is licensed, not sold. You acknowledge 

that no title to the intellectual property in the Software is or will 
be transferred to you. You further acknowledge that title and full 
ownership rights to the Software will remain the exclusive property 
of FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS, FUJITSU 
TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS's affiliates, and/or their 
suppliers, and you will not acquire any rights to the Software, 
except as expressly set out in this EULA. You may keep a back-up 
copy of the Software only so far as necessary for its lawful use. All 
copies of the Software must contain the same proprietary notices 
as contained in or on the Software and are subject to the terms 
of this EULA. All rights not expressly granted under this EULA are 
reserved to FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS, 
FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS's affiliates and/
or their suppliers.

3. Reverse Engineering. You agree that you will not attempt, and if 
you are a business organization, you will use your best efforts to 
prevent your employees, servants and contractors from attempting 
to reverse engineer, decompile, modify, translate or disassemble 
the Software in whole or in part except to the extent that such 
actions cannot be excluded by mandatory applicable law and 
only if those actions are taken in accordance with such applicable 
law. Any failure to comply with the above or any other terms and 
conditions contained herein will result in the automatic termination 
of this license and the reversion of the rights granted hereunder to 
FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS.

4. DISCLAIMER OF WARRANTY . The Sof tware is provided 
"AS IS" wi thout warranty of any k ind. FUJITSU TOSHIBA 
MOBILE COMMUNICATIONS, FUJITSU TOSHIBA MOBILE 
COMMUNICATIONS'S AFFILIATES, AND THEIR SUPPLIERS 
DISCLAIM ALL WARRANTIES, CONDITIONS OR OTHER 

TERMS (WHETHER EXPRESS OR IMPLIED), INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO WARRANTIES, CONDITIONS AND TERMS 
OF SATISFACTORY QUALITY, MERCHANTABILITY, FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF 
THIRD-PARTY RIGHTS; AND THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE SOFTWARE IS WITH 
YOU. YOU ACCEPT THAT SOFTWARE MAY NOT MEET YOUR 
REQUIREMENTS AND NO WARRANTY CAN BE GIVEN THAT 
OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED 
OR ERROR-FREE.

5. L IMITATION OF LIABILITY. TO THE FULLEST EXTENT 
LEGALLY PERMITTED, IN NO EVENT SHALL FUJITSU 
TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS, FUJITSU TOSHIBA 
MOBILE COMMUNICATIONS'S AFFILIATES OR THEIR 
SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES FOR (A) 
LOST BUSINESS OR REVENUE, BUSINESS INTERRUPTION, 
LOSS OF BUSINESS DATA; OR (B) CONSEQUENTIAL, 
S P E C I A L , I N C I D E N TA L O R I N D I R E C T D A M A G E S O F 
A N Y K I N D ( W H E T H E R U N D E R C O N T R A C T, TO R T O R 
OTHERWISE) ARISING OUT OF: (I) THE USE OR INABILITY 
TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF FUJITSU TOSHIBA 
MOBILE COMMUNICATIONS, FUJITSU TOSHIBA MOBILE 
COMMUNICATIONS'S AFFILIATES OR THEIR SUPPLIER 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIB IL ITY OF SUCH 
DAMAGES; OR (II) ANY CLAIM BY A THIRD PARTY. SAVE 
AS SET OUT IN THIS SECTION, FUJITSU TOSHIBA MOBILE 
COMMUNICATIONS'S ENTIRE LIABILITY UNDER THIS EULA 
SHALL NOT EXCEED THE PRICE PAID FOR THE SOFTWARE, 
IF ANY.

 PLEASE MAKE AND RETAIN A COPY OF ALL DATA YOU HAVE 
INSERTED INTO YOUR PRODUCT, FOR EXAMPLE NAMES, 
ADDRESSES, PHONE NUMBERS, PICTURES, RINGTONES 
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E T C , B E F O R E S U B M I T T I N G Y O U R P R O D U C T F O R A 
WARRANTY SERVICE, AS SUCH DATA MAY BE DELETED OR 
ERASED AS PART OF THE REPAIR OR SERVICE PROCESS.

6. Laws. This EULA will be governed by the laws of Japan. All 
disputes arising out of this EULA shall be subject to the exclusive 
jurisdiction of the Tokyo District Court.

7. Export Laws. Any use, duplication or disposal of the Software 
involves products and/or technical data that may be controlled 
under the export laws of applicable countries or region and may be 
subject to the approval of the applicable governmental authorities 
prior to export. Any export, directly or indirectly, in contravention of 
the export laws of applicable countries or region is prohibited.

8. Third Party Beneficiary. You agree that certain suppliers of the 
Software to FUJITSU TOSHIBA MOBILE COMMUNICATIONS 
have a right as a third party beneficiary to enforce the terms of this 
EULA against you as a user.
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Declaration of Conformity
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