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ごあいさつ
このたびは、E30HTをお買い上げいただき、誠にありがとうございまし
た。
ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お
読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してくだ
さい。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様
センターまでご連絡ください。

オンラインマニュアルのご利用について
E30HTに付属する『取扱説明書』（本書）は、オンラインマニュアルでもご用意
しております。
auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
• 『取扱説明書』のダウンロード
 (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■ 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

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
E30HT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。 

au電話をご利用いただくにあたって
• サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では
通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ
ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途
切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
• au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通
話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう
と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
• au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性
がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通
話上の高い秘話機能を備えております。）
• au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受け
ていただくことがあります。
• 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電
話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報
を自動的に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『取扱説明書』をよくお読
みになり、正しい使いかたをご指導ください。
• E30HTは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明
しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によっ
て異なります。
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本書の使いかた

操作手順の表記について
■ 項目選択
以下の例のように選択する項目名やタブ名、アイコンの名称などは括
弧で示しています。
＜例＞

1 [スタート]→[設定]→[個人用]タブ→[Today] をタップ

■ TouchFLO
以下の例のようにタッチスクリーンでの操作を
説明しています。
タッチスクリーンを軽く左右にスライドすると、
前後の静止画に切り替わります。

■ ボタン
以下の例のように名称で説明しています。（各部の
名称については、「各部の名称・機能と周辺機器に
ついて」（▶P.20）をご参照ください。）
通話ボタンを押す
ナビゲーションコントロールの上下ボタンを押す
電源ボタンを長押しする

◎ 本書では「microSD™メモリカード（市販品）」の名称を、本文中は
「microSDメモリカード」と省略しています。
◎ 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と
違う場合があります。

◎ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。ま
た、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。
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免責事項について
◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ
の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用によ
り生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

◎ 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、
事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
◎ 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一
切責任を負いません。

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

◎ 本商品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウン
ロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらの
データの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いませ
ん。

◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおす
すめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、
故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらか
じめご了承ください。

BluetoothⓇおよびワイヤレスLANに関する
ご注意

本機の使用周波数帯は、電子レンジなどの家電製品、産業・科学・医療用
機器、工場の製造ラインなどで使用される免許が必要な移動体識別構
内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局な
ど ( 以下「他の無線局」) が利用しています。
◎ 本機を使用する前に、その周囲で「他の無線局」が利用されていないことをご確
認ください。

◎ 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合、すぐに使用場所を
変更するか、電源を切るなど電波干渉を解消するように対処してください。

◎ 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせく
ださい。

■ 周波数帯域について
BluetoothⓇおよびワイヤレスLAN搭載機
器が使用している周波数帯は、本機の本体
ラベルに以下の表記で記載されています。

2.4：周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示します。
FH/DS/OF：変調方式がFH-SS、DS-SS、OFDMであることを示します。
1：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。

：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体
識別装置の帯域を回避できることを示しています。
◎ 本機のBluetoothⓇ通信機能には、BluetoothⓇ標準規格に準拠したセキュリティ
システムを採用していますが、設定内容によってはセキュリティが十分機能しな
い場合があります。BluetoothⓇによる通信を行うときは十分ご注意ください。

◎ BluetoothⓇを使用した通信からデータや情報が漏洩したとしても、当社では責
任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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

◎ ワイヤレスLAN機能は日本国内でご使用ください。ワイヤレスLAN機能は日本
国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると罰せ
られることがあります。
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安全上のご注意
■	安全にお使いいただくために必ずお読みください。
●	この「安全上のご注意」にはE30HTを使用するお客様や他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきた
い事項を記載しています。

●	各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■	表示の説明

危険
この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険が
差し迫って生じることが想定される内容」を示し
ています。

警告 この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う可能性
が想定される内容」を示しています。

注意
この表示は「人が傷害（※2）を負う可能性が想定され
る内容や物的損害（※3）の発生が想定される内容」を
示しています。

※1重傷	：		失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療
に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害	：		治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3物的損害	：		家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■	図記号の説明

行ってはいけない（禁止）
内容を示しています。

水に濡らしてはいけない
（禁止）内容を示していま
す。

分解してはいけない（禁
止）内容を示しています。

必ず実行していただく
（強制）内容を示していま
す。

濡れた手で扱ってはいけ
ない（禁止）内容を示して
います。

電源プラグをコンセント
から抜いていただく（強
制）内容を示しています。

■	E30HT本体、au	ICカード、電池パック、充電用機器、	
USBイヤホン共通

危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってから
ご使用ください。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原
因となります。
E30HT専用周辺機器
電池パック（30HTUAA）、ACアダプタ（30HTPQA）、USBイヤホン
（30HTQWA）、USBケーブル（30HTHUA）

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放
置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故
障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の
原因となります。

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

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

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

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、
必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ
さい。ガスに引火するおそれがあります。

分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感
電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不
具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負
いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。
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警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発
熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそ
れがあります。

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や
風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対
しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因
となります。（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意くだ
さい。）万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグ、電池
パックを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外とな
り、修理ができません。

ミニUSB端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないよ
うにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

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

au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に
手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあり
ます。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから
ご使用ください。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温にな
る所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原
因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでくださ
い。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注
意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息
したり、傷害などの原因となる場合があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗によ
る湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と
判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱している
など異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充
電中であれば、充電用機器のACアダプタをコンセントから抜き、冷えた
のを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしく
はauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れ
たりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもし
くはauお客様センターまでご連絡ください。

外部から電源が供給されている状態のE30HT本体・電池パック・充電
用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合が
あります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た
こ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際
に電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意
ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくださ
い。故障・内部データの消失の原因となります。
電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

■ E30HT本体について

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。
交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使
用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も
法律などで罰せられる場合があります。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切り
ください。
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植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機
器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器
に影響を与えるおそれがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている
方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用
してください。

2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え
込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の
電源を切るよう心がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
• 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持
ち込まないでください。
• 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。
• ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を
切ってください。
• 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、
その医療機関の指示に従ってください。

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

高精度な電子機器の近くではE30HTの電源をお切りください。電子機
器に影響を与える場合があります。（影響を与えるおそれがある機器の
例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自
動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売
者に電波による影響についてご確認ください。）

通話・メール･撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、音楽を聴
くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、
転倒・交通事故の原因となります。

フラッシュライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フ
ラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様
にフラッシュライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視
力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近
距離で撮影しないでください。

自動車などの運転者に向けてフラッシュライトを点灯させないでくだ
さい。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、
一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こう
した経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。

万一、タッチスクリーン部分やカメラのレンズを破損した場合は、au電
話の露出した部分や割れた破片にご注意ください。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから
ご使用ください。

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

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談
ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生
じる場合があります。

使用箇所 使用素材 表面処理
本体ベゼル ポリカーボネート ノンコンダクティブ蒸着／ 

アクリル系UV硬化塗装処理
本体ケース ポリカーボネート ノンコンダクティブ蒸着／ 

アクリル系UV硬化塗装処理
電池フタ ポリカーボネート

+ABS樹脂
ノンコンダクティブ蒸着／ 
アクリル系UV硬化塗装処理

タッチスクリーン ポリエチレン ノンコンダクティブ蒸着／ 
アクリル系UV硬化塗装処理

ディスプレイ背面部 ポリカーボネート＋
ABS樹脂／ステンレス

アクリル系UV硬化塗装処理

ホームボタン／戻るボタ
ン／終了ボタン

ポリカーボネート ノンコンダクティブ蒸着／ 
アクリル系UV硬化塗装処理

ナビゲーションコント
ロール／Enterボタン

ポリカーボネート ノンコンダクティブ蒸着／ 
アクリル系UV硬化塗装処理

QWERTYキーボード／
QWERTYキーボード周
辺部

ポリカーボネート
－

カメラプレート アクリル樹脂 アクリル系UV硬化塗装処理
スタイラス 先端と後部：POM樹脂

本体：銅
クロムメッキ

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン
カードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでくださ
い。記録内容が消失される場合があります。
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ミニUSB端子やmicroSDメモリカードスロットに液体、金属片、燃え
やすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因と
なります。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事
故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いている
など、傷んだストラップは取り付けないでください。

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

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定にご注意く
ださい。心臓に影響を与える可能性があります。

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

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

E30HTは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音
などが耳の近くで鳴ることがあります。通話後はすぐに耳から離すな
ど、注意してご使用ください。また、待受中も受話口・スピーカーを耳に
近付けるときはご注意ください。着信音やアラーム音などが鳴り始める
場合があります。耳の近くで大きな音が発生すると聴力に悪影響を与え
ることがありますので、ご注意ください。

スタイラスの取り付け、取り外しの際、手や指を傷付ける場合がありま
す。ご注意ください。

■ 電池パックについて
（E30HTの電池パックはリチウムイオン電池です）
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。
充電してからお使いください。
なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説
明書』または電池パック（30HTUAA）（別売）の『取扱説明
書』をご参照ください。

危険
誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の
おそれがあり危険です。
必ず、下記の危険事項をお読みになってから
ご使用ください。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせないでくださ
い。

電池パックをE30HT本体（や充電機器）に接続するときは、正しい向き
で接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因
となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分
にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。
発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレス・ヘアピン）などと接
続端子が触れないようにビニール袋などに入れてください。ショートに
よる火災や故障の原因となる場合があります。

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内
部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂
の原因となります。

落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでく
ださい。発火・発熱・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、
濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発
熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐ
に電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様セン
ターまでご連絡ください。
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濡れた手での使用は絶対にしないでください。

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるので
すぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれ
があるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてくだ
さい。

漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液
した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

■ 充電用機器について

警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な
どのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

同梱のACアダプタはAC100Vから240Vまで対応しています。指定以
外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの
原因となります。（家庭用交流コンセントのみに接続してください。）

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込
みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷ん
だACアダプタや緩んだコンセントは使用しないでください。

電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い
物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでく
ださい。感電・ショート・火災の原因となります。

ミニUSB端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてくださ
い。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の
原因となります。

お手入れをするときには、電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。ま
た、電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置す
ると火災の原因となります。

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・
火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液
体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。

充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使
用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によって
は、かゆみ・かぶれ･湿疹などを生じる場合があります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。感電・火災・故障の原因となります。

注意
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・
故障・物的損害などのおそれがあります。必
ず、下記の注意事項をお読みになってからご
使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに
置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせ
たり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原
因となります。

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コード
を引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

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

濡れた電池パックを充電しないでください。

au電話本体から電池パックを外した状態でACアダプタを差したまま
放置しないでください。発火・感電の原因となります。
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■ USBイヤホン

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生などに
は使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから
ご使用ください。

ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。
音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴の原因とな
る場合があります。
また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩
道などで交通事故の原因となります。

接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となり
ます。

USBイヤホンをE30HT電話本体に装着し、ゲームや音楽再生などをす
る場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎたり、
長時間連続して使用したりすると、耳に悪い影響を与えるおそれがあり
ます。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏み切り
や横断歩道などで交通事故の原因となります。

USBイヤホンのご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐ
に使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。長時間使用した場合や
お客様の体質、体調によっては、かゆみ･かぶれ･湿疹などを生じる場合
があります。

■ au ICカードについて

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないで
ください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから
ご使用ください。

au ICカードの取り付け取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付
ける可能性があります。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。
指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり
ます。
指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い
合わせください。

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

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

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

au ICカードのIC金属部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしな
いでください。データの消失・故障の原因となります。

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

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでくださ
い。故障の原因となります。
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au ICカードを濡らさないでください。
水などの液体が付着すると故障の原因となります。

au ICカードのIC金属部分を傷付けないでください。
故障の原因となります。

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

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

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って
飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

■ USBケーブルの取り扱いについて

危険
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な
どのおそれがあります。
必ず、下記の危険事項をお読みになってから
ご使用ください。

分解、改造しないでください。
火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。

火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強い所や炎天下の車内などの
高温の場所で使用、放置しないでください。
機器の変形、故障、発熱、発火の原因となります。

濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ると、感電、火災、故障の原因となりま
す。使用場所、取り扱いにはご注意ください。

警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な
どのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
故障や火災の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
故障や火災の原因となります。

端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてくださ
い。また、内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災や故障の原因となります。

雷が鳴り出したら、USBケーブルには触れないでください。
落雷、感電の原因となります。

注意
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な
どのおそれがあります。
必ず、下記の注意事項をお読みになってから
ご使用ください。

USBケーブルは、対応機種以外にはご使用にならないでください。
指定の機器以外のものを接続した場合、破損の原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、
けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用や保管はしないで
ください。故障の原因となります。

USBケーブルを取り外す場合は、コードを引っ張らずプラグを持って
抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷付き、感電、火災の原因となります。

USBケーブルのコードの上に重い物を載せたりしないでください。感
電、火災の原因となります。
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■ 付属CD-ROMの取り扱いについて

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってから
ご使用ください。

同梱のCD-ROM は、一般オーディオ用のCDプレーヤーでは絶対に使
用しないでください。再生音によって耳を痛めたり、スピーカーを破損
するおそれがあります。

ご使用上のお願い
性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお
読みになって、正しくご使用ください。
■ E30HT本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・USBイヤホン
共通

● 無理な力がかかるとタッチスクリーンや内部の基板などが破損し故障の原因
となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばん
の中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。

 特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても
保証の対象外となります。

● 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度 5℃～35℃、湿度35%
～85%の範囲内でご使用ください。）

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

● 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アル
コール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使
用しないでください。

 また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用くださ
い。

● 一般電話・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える
場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

● 通話中、充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

● 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する
おそれがあります。

● お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱
いの内容を教えてください。

 また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。

● E30HTおよび周辺機器は防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるよう
な場所では、使用しないでください。

● 直射日光のあたる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
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■ E30HT本体について
● 画面のタップの操作は、指または同梱のスタイラスを使ってください。鉛筆や
シャープペンシルなどの先のとがった物は、使わないでください。

● 画面や本体に強い力を加えたとき、画面の一部が一瞬黒ずむことがあります
が、故障ではありません。

● 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をタッチスクリーンに与えないでくだ
さい。傷の発生や、破損の原因となることがあります。

● キーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破
損の原因となります。

● E30HTはタッチスクリーンに液晶を使用しております。低温時は表示応答速
度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありませ
ん。常温になれば正常に戻ります。

● E30HTで使用しているタッチスクリーンは、非常に高度な技術で作られてい
ますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する
場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承くださ
い。

● 本体を開閉する際は指などを挟まないようにご注意ください。

● タッチスクリーンの裏側やQWERTYキーボードのある面にシールなどを貼
らないでください。E30HTを閉じたときにボタンを押したままの状態にな
り、ボタン操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因とな
ります。また、E30HT本体が損傷するおそれがあります。

● au電話本体（電池パックを取り外した側面）に貼ってある製造番号の印刷され
たシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可され
たものであることを証明するものですので、はがさないでください。

● au電話に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、事故や故障・修
理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必
ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失
利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負
いかねますので、あらかじめご了承ください。

● au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わな
い）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐこと
はできませんので、あらかじめご了承ください。

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

● ミニUSB端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となり
ますのでご注意ください。

● E30HTを長時間ご利用の場合や充電中に、本体が熱くなることがあります。
 手や顔で触る場合はご注意ください。

● 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

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

● 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用され
た場合、E30HT内部に水滴が付くことがあります。（結露といいます。）このよ
うな条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

● エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化に
より結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

● 撮影などしたフォト／ビデオデータは、メール添付の利用などにより個別に
パソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効
なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじ
めご了承ください。

● E30HTは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっていま
す。また、改造することは電波法で禁止されています。

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

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

● 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因と
なる場合がありますのでご注意ください。

● このE30HTは、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以
外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変
更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参の
うえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

● 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が
伝わりますのでご注意ください。
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● スタイラスの先や画面の汚れを取って操作してください。
 汚れたまま操作すると、画面が傷付いたり、スタイラスのすべりが悪くなるこ
とがあります。

● スタイラスの前部後部共にとがっていますので、取り扱いには十分ご注意く
ださい。

● スタイラスには磁石が内蔵されているため、クレジットカードなどの磁気
カードを近付けないでください。

● 電池カバーを取り外した際は、カメラのレンズを傷付けないようご注意くだ
さい。

■ 電池パックについて
● 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック
の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も
短くなります。できるだけ常温でお使いください。

● 長期間使用しない場合には、E30HT本体から外し高温多湿を避けて保管して
ください。

● 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず
充電してください。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常
ではありません。）

● 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命で
すので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状
態などによって異なります。

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

■ 充電用機器について
● ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから外してください。

● 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合があ
ります。周囲温度が5℃～35℃の場所に置いてください。充電を開始します。

● USBケーブルをACアダプタに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原
因となります。

■ USBイヤホンについて
● 指定のau電話本体以外には使用しないでください。

● コードをau電話に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて通話が途
切れたり、雑音が入ることがあります。

● 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。

● 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。USBイヤホン
は音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。

● 強い衝撃（落とす、ぶつけるなど）を与えないでください。また、コードを強く
引っ張らないでください。

● 携帯するときは袋に入れて持ち運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端
子の変形にご注意ください。

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

● カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

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

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

● 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害
となるおそれがありますので、ご注意ください。

● 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用し
ないでください。

● E30HTには、お買い上げ時にタッチスクリーン部に傷防止のためのシートが
貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使い
になると画面の確認などのご使用に支障があります。
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■ 音楽機能について
● 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽を再生しないでください。周囲
の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩
行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意
ください。

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

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

■ 著作権・肖像権について
● お客様がE30HTで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、
個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、
他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合
がありますので、そのようなご利用もお控えください。

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

● 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権
や肖像権に十分ご注意ください。

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

● 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約
に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されていま
す。
• MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像およびAVC
映像）を録画すること
• 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生
すること 
• MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た
MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること

 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせく
ださい。（http://www.mpegla.com参照）

■ 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。

 不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。

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

● au ICカードの取り付け、取り外しでは、au電話本体の金属端子部分に触れな
いようにご注意ください。

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

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

● IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。

● au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞
● ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした
内容で、重要なものは控え※をお取りください。

 本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などによ
り、記録内容が消えたり変化することがあります。
※ 控え作成の手段
• 連絡先、撮影したフォトやビデオなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存して
おいてください。または、電子メールに添付して送信したり、「パソコンとの同期」を利用
することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成で
きないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ
• 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏
れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
• 乱丁、落丁はお取り替えいたします。
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ご利用いただく各種暗証番号について
E30HTをご使用いただく場合に、暗証番号をご利用いただきます。
設定された暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れ
にならないようご注意ください。
● 暗証番号
使用例 ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する

場合
② auお客様センター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・
変更をする場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● PINコード
使用例 PIN1コード
初期値 1234

● パスワード（ロック）
E30HTの電源を入れるたびに、パスワードを要求するように設定で
きます。（▶P.153「パスワードでE30HTを保護する」）

PINコードについて

■ PIN１コード
第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたび
にPIN1コードの入力を必要にすることができます。（▶P.153「PIN
コードでau ICカードを保護する」）また、PIN１コードの入力要否を設
定する場合にも入力が必要となります。
PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックさ
れた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。
• お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されてい
ますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力
必要」に変更できます。

■ PINロック解除コード
PIN1コードがロックされた場合に入力することでロックを解除でき
ます。
• PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラス
ティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時に
はすでに決められています。
• PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードを設定
してください。（▶P.153）
• PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・
PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

◎ 「PIN1コ ード」は「ソフトリセット」（▶P.157）、「フォーマット」 
（▶P.158）を行ってもリセットされません。
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主な機能

機能 説明 アプリケーション
電話 短縮ダイヤルやスピー

カーフォンなど、便利な
付加機能を利用できる通
話機能があります。

ボイス短縮ダイヤ
ル

PIM
（アドレス帳、スケ
ジュール、仕事、メ
モ）

本格的なPIM機能によっ
て、電話番号やメールア
ドレス、スケジュール、仕
事、メモを管理します。

連絡先、予定表、仕
事、メモ

インターネット パソコン向けサイトなど
にアクセスできます。

Internet Explorer 
Mobile、Opera 
Mobile

メール インターネットメールの
アカウントを登録するこ
とができ、自宅や会社の
メールを送受信できま
す。

メール

マルチメディア カメラで静止画や動画を
撮影したり、楽曲や動画
を再生して楽しむことが
できます。

カメラ、アルバム、
Windows Media 
Player Mobile

データ管理 本体メモリやmicroSD
メモリカードの中のファ
イルやフォルダのコ
ピー／移動／削除を行う
ことができます。

ファイル エクスプ
ローラー

機能 説明 アプリケーション
パソコンとのデー
タ同期

パソコンとE30HTとの
間で、PIMデータやファ
イルを同期することがで
きます。

ActiveSync

オフィス関連アプ
リケーション

Word、Excel、OneNote
ファイルの作成／編集／
表示、PowerPoint、PDF
ファイルの表示を行うこ
とができます。

Word Mobile、
Excel Mobile、
PowerPoint 
Mobile、OneNote 
Mobile、Adobe 
Reader LE

TouchFLO タッチスクリーン上を指
またはスタイラスでタッ
プして、メニューの選択
やアプリケーションの操
作を行います。

ー
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