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ごあいさつ
このたびは、E10Kをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、E10Kに付属する『かんたんマニュアル』または本書をお
読みいただき、正しくお使いください。

E10Kに付属する『かんたんマニュアル』では、主な機能の主な操作のみ説明し
ています。
さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。
取扱説明書ダウンロード
『かんたんマニュアル』と『取扱説明書詳細版』（本書）のPDFファイルをauホー
ムページからダウンロードできます。
パソコンから：http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
オンラインマニュアル
auホームページでは、『取扱説明書詳細版』を抜粋のうえ、再構成した検索エン
ジン形式のマニュアルもご用意しております。
・ E10Kからは：待受画面でR→［トップメニュー・検索］→［auお客さまサ
ポート］→［オンラインマニュアル］（通信料無料） 
EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

・ パソコンからは：http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese 
Instruction Manual
英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual 
from the au website (available from approximately one month 
after the product is released).
『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできま
す（発売後約1ヶ月後から）。
Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this 
manual.
簡易英語版／中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意
E10Kをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正
しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポート
で症状をご確認ください。
• E10Kからは ： 待受画面でR→［トップメニュー・検索］→［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

au電話をご利用いただくにあたって
• サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では
通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ
ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途
切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

• au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通
話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう
と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。

• au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性
がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通
話上の高い秘話機能を備えております。）

• E10Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使
用はできません。

• au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受け
ていただくことがあります。

• 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電
話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報
を自動的にKDDI（株）に送信いたします。

• 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意くだ
さい。

• お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、
正しい使いかたをご指導ください。

http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html
http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html
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電
話
機
能

着信音などを
鳴らさないようにする
（マナーモード）
▶P.169

着信を拒否したい

▶P.202

通話中の受話音量を
調節する

▶P.54

メ
ー
ル
機
能

折り返し電話をかける
（着信履歴）

▶P.58

電話に出られないとき
（簡易留守メモ）

▶P.170

連絡先をアドレス帳に
登録する

▶P.48

Eメールを送信する

▶P.63

Eメールを受信する

▶P.67

迷惑メールを
防止したい

▶P.84

撮影したフォトを
Eメールで送る

▶P.145

受け取ったメール
アドレスを登録する

▶P.49

Cメールを送受信する

▶P.87、▶P.88

調
べ
る

通信料を確認する
（auお客さまサポート）

▶P.99

道順や乗り換えを
確認する
（EZナビウォーク）
▶P.107

操作方法をケータイで
調べる
（ガイド機能）
▶P.216

映
像
や
音
楽
を
楽
し
む

情報を検索したい
（EZweb）

▶P.96

ニュースや天気予報を
チェックする
（EZニュースフラッシュ）
▶P.104

電子書籍を読む
（電子ブックビューア）

▶P.119

EZムービーを見る

▶P.97

自分で撮ったフォトや
ムービーを見る
（データフォルダ）
▶P.147

こんなときは…
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機
能
設
定
の
変
更

機能設定の方法

▶P.188

待受画面の壁紙を
変える

▶P.195

着信音を変える

▶P.190

も
し
も
の
と
き
に

待受画面の表示を
設定する

▶P.195

画面の文字サイズを
変える

▶P.196

電話をなくしたときに
備える
（遠隔ロック）
▶P.199

子供の居場所を
確認する
（安心ナビ）
▶P.109

防水について

▶P.20

着信があったように
見せかける
（フェイク着信）
▶P.168

ロックNo.や
PINコードを変える

▶P.203

緊急地震速報について

▶P.91

映
像
や
音
を
記
録
す
る

ムービーを撮る
（カメラ）

▶P.141

自分の音声を録音する
（Myボイスメモ）

▶P.173

検索した情報を
画面メモに保存する

▶P.102

便
利
な
機
能
を
使
う

フォトを撮る
（カメラ）

▶P.139

通話中の相手の声を
録音する
（通話音声メモ）
▶P.172

自分の連絡先を教える
（赤外線送信）

▶P.167

電卓で計算する

▶P.187

アラームを使う

▶P.179

メモをとる

▶P.173

スケジュールを
管理する

▶P.177

ペタメモを利用する

▶P.182
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