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付録

メニュー一覧
	をタップすると表示されます。
アプリケーション 概要 参照先

ホーム ホーム画面を表示します。 P.48

電話 電話をかけることができます。 P.64

Cメール Cメールの送受信ができます。 P.94

電子メール 電子メールの送受信ができます。 P.88
連絡先 友人や知人の氏名、電話番号、勤務先、住

所などを登録します。
P.74

Internet	Explorer Webページを閲覧したり、プログラムや
ファイルをインターネットからダウン
ロードできます。

P.101

予定表 会議などの予定を登録します。 P.80

設定
Bluetooth Bluetooth®機能をオンにして、ほかの

Bluetooth®対応機器と接続します。
P.135、
P.168

時計とアラーム 日付と時刻の変更や特定の曜日と時刻に
アラームを設定できます。

P.41、
P.151

ロック キーロックやデバイスロックのパスワー
ドの設定ができます。

P.43

ホーム スタートメニューとホーム画面の背景イ
メージや、タイトルバーとメニューバー
の配色を、テーマごとに変更できます。

P.154

パワー	マネージメント バッテリー残量を表示したり、スリープ
モードになるまでの時間を設定したりで
きます。

P.153、
P.165

音と通知 メール受信やアラームなどのイベントご
とに通知音やお知らせLEDの点滅などを
設定します。

P.152

アプリケーション 概要 参照先

設定 接続
USB	to	PC パソコンとのUSB接続を、Active

Syncモードまたはマスストレージモー
ドに切り替えます。

P.126

Wi–Fi 無線LAN接続の設定をします。 P.165、
P.167

ドメインへの	
登録

E31Tを会社のドメインに登録して、社
内システム管理者がE31Tを管理できる
ように設定します。

P.171

ビーム E31TがBluetooth®通信で送られてきた
データを受信できるように設定します。

P.171

ワイヤレス
マネージャー

通話および通信機能のオン／オフを切り
替えます。

P.44、
P.164、
P.165

接続 E31Tがインターネットや社内ネット
ワークに接続するための設定をします。

P.168、
P.172

USBモード パソコンとのUSB接続を、Active	Sync
モード／マスストレージモードまたはダ
イヤルアップ接続モードに切り替えます。

P.126、
P.127

ネットワーク
サービス

お留守番サービス、割込通話サービス、着
信転送サービスの設定ができます。

P.178

個人
オーナー情報 お客様ご自身の情報やメモを入力できま

す。
P.54

ボタン 上／下カーソルキーを長く押したときの
「移動開始までの待ち時間」、「移動速度」
を変更します。

P.157

マナーモード	
設定

マナーモードの設定ができます。 P.71

電話 着信音などの電話の設定をカスタマイズ
できます。

P.70

自局番号 お使いのE31Tの電話番号を確認しま
す。

P.53

入力パネル設定 文字入力で使用する入力パネルを選択し
ます。

−
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アプリケーション 概要 参照先

設定 個人
PIN1コード	
設定

第三者によるau	ICカードの無断使用を
防止するために、PIN1コードの入力要否
とPIN1コードを設定できます。

P.42

システム
ATOK設定 変換辞書の設定や単語登録ができます。 P.60
Internal	GPS GPSデータをインターネットから取得

します。
P.149

エラー報告 エラー報告機能の有効／無効を設定しま
す。この機能が有効のときプログラムエ
ラーが発生すると、プログラムとE31T
の状態を示す技術データがテキストファ
イルでログ化されます。エラーが発生し
たとき送信を選択すると、マイクロソフ
ト社のテクニカルサポートセンターに匿
名でエラー情報が送信されます。

P.158

カスタマー
フィードバック

Windows	Mobileソフトウェアの使用
状況に関する匿名の情報をマイクロソフ
ト社に送信するかどうかを設定します。

P.158

スリープモード
LED設定

お知らせLEDでスリープモード中である
ことをお知らせするかどうかを設定しま
す。

P.54

タスク
マネージャー

実行中のアプリケーションを切り替えた
り終了します。

P.53

バージョン情報 OSやソフトウェアのバージョンやMAC
アドレスなどの機器情報を確認します。

P.157

バックライト バックライトの明るさやバックライトを
消すまでの時間などを設定します。

P.153

ブラウザ設定 Internet	Explorer	Mobileの動作を速く
するかどうかを設定します。

P.106

プログラムの	
削除

インストールしたプログラムを削除しま
す。

P.156

マスタークリア お買い上げ以降に登録したすべてのデー
タを消去し、E31Tをお買い上げ時の状
態に戻します。

P.159

メモリ E31Tおよび外部メディアのメモリ使用
状況を確認できます。

P.156

アプリケーション 概要 参照先

設定 システム
モーション
センサー設定

E31Tを振ったり、E31Tの背面を2回
タップしたりして、指定した動作を行っ
たり、タスクマネージャーを起動したり
する操作の有効／無効を設定します。

P.53

モーション
センサー調整

モーションセンサーを初期化して、モー
ションコントロールの動作を調整します。

P.53

暗号化 microSDカードにファイルを保存する
ときに、自動的に暗号化されるように設
定します。

P.125

画面 画面の文字サイズ、文字の滑らかさを設
定します。

P.154

外付け	GPS 市販の外部GPS機器からGPSデータを
取得するための設定を行います。

P.150

管理プログラム 社内システム管理者によってインストー
ルされたプログラムの履歴を確認します。

−

証明書 インストールされている証明書について
の情報を表示します。

P.44

地域 E31Tで表示する数値、通貨、日時の表示方
法を、選択した地域ごとに設定できます。

P.41、
P.154

ソフトウェア	
更新

専用のダウンロードサイトからE31Tの
修正用ファイルをダウンロードし、ソフ
トウェアの更新を行います。

P.160

自動時刻補正 携帯電話のネットワークから通知される
日付・時刻情報をもとに、E31Tの日付・
時刻を自動で設定できます。

P.41

Microsoft	My	
Phone

マイクロソフト社のオンラインデータ保
存サービスを利用できます。

P.129

Wi–Fi設定 SSID（ネットワーク名）、セキュリティの
種類などの接続情報を登録したり、ホー
ムアクセスポイントを設定したりします。

P.166

明るさ・省電力設定 バックライトを設定したり、電池を節約
する設定をしたりします。

P.153、
P.165

グローバル設定 海外利用に関する設定ができます。 P.193
簡易留守メモ設定 簡易留守メモを利用するかどうかや、利用

する場合の応答時間の設定ができます。
P.71
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アプリケーション 概要 参照先

お使いになる前に E31Tの基本操作を確認できます。 P.51
アラーム 特定の曜日と時刻にアラームを設定でき

ます。
P.151

画像とビデオ E31TやmicroSDカードに保存されて
いる静止画や動画を表示できます。

P.115

Windows	Media 音楽や動画を再生できます。 P.116
Marketplace 好みのアプリケーションを探してE31T

にインストールできます。
P.150

Messenger Windows	Live	Messengerを起動しま
す。

P.109

Microsoft	My	Phone マイクロソフト社のオンラインデータ保
存サービスを利用できます。

P.129

Windows	Live マイクロソフト社が提供するオンライン
サービスを利用します。

P.107

電卓 加算、減算、乗算、除算などの基本的な計
算ができます。

P.148

ゲーム ソリティアがインストールされています。P.148

ソリティア トランプを並べていくゲームを始めます。P.148
メモ 手書きでメモを作成したり文字入力パッ

ドやダイヤルキーで文字を入力してメモ
を作成できます。音声を録音することも
できます。

P.83

仕事 現在の仕事の進捗や優先度などを管理で
きます。

P.78

Office	Mobile Office文書の作成や表示ができます。 P.138

Excel	Mobile Excel	Mobileを利用できます。 P.140

OneNote	Mobile	 OneNote	Mobileを利用できます。 P.144

PowerPoint	Mobile PowerPoint	Mobileを利用できます。 P.143

Word	Mobile Word	Mobileを利用できます。 P.138

エクスプローラー ファイルの整理や管理をします。 P.122
ActiveSync E31Tとパソコンの間で情報の同期がで

きます。
P.133

タスク	マネージャー 実行中のアプリケーションを切り替えた
り終了します。

P.53

アプリケーション 概要 参照先
検索 E31TのMy	Documentsおよび

microSDカード内のファイル名や、連絡
先、メモなどのデータに含まれる文字列
を検索します。

P.127

ヘルプ オンラインヘルプを利用します。 P.51

Adobe	Reader	LE PDFファイルを表示できます。 P.145

カメラ 静止画を撮影します。 P.112
スマートフォンアドレス帳
移行ツール

別のau電話またはWindows	Mobile端
末との間で、連絡先データの全件移行を
行います。

P.77

赤外線送受信 赤外線で連絡先を送受信できます。 P.76
簡易留守メモリスト 録音された簡易留守メモを再生できま

す。
P.72

発信履歴 発信履歴を確認できます。 P.65

着信履歴 着信履歴を確認できます。 P.65
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周辺機器のご紹介
■	電池パックL（E31TULA） ■	卓上ホルダ（E31TPUA）

（別売）

■	東芝microUSB–USB変換ケーブル01（TSI01HUA）
■	東芝microUSB–18芯（充電器）変換ケーブル02
（02TSIHVA）
■	東芝microUSB–φ3.5変換ケーブル01（TSI01HWA）
（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。

■	共通DCアダプタ01	
（0201PEA）（別売）

■	ポータブル充電器01	
（0201PDA）（別売）

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

◎	E31T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。ただし、
一部の周辺機器は購入できない場合があります。

	 パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com
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こんな表示が出たら

エラーメッセージ 説明／対処方法 参照先
保存されていないデータは全て
失われます。端末の電源をOFFし
ますか？

Cを長く押したときに表示され
ます。電源をオフにするには「電源
OFF」をタップします。

P.40

ユーザ認証
PIN1コードを入力してください。
あとX回入力可能

暗証番号（PINコード）を有効にし
ているときに電源を入れると表示
されます。正しいPINコードを入力
してください。

P.42

PIN1コードが違います。 正しくない暗証番号（PINコード）
を入力すると表示されます。正しい
PINコードを入力してください。

P.42

パスワードが間違っています。 パスワードに誤りがあるときに表
示されます。正しいパスワードを入
力してください。

P.44

auICカード（UIM）エラー
カードを挿入してください。

au	ICカードが正しく挿入されてい
ない状態で電源を入れたときに表
示されます。au	ICカードが正しく
挿入されているか確認してくださ
い。
なお、au	ICカードが正しく挿入さ
れていない場合、日本国内では、緊
急通報（110番、119番、118番）
を含め音声発信できません。

P.42

auICカード（UIM）エラー
カードが異なるためご利用でき
ません。

お客様のau	ICカード以外のカード
が挿入されたときに表示されます。
お客様のau	ICカードを挿入してく
ださい。

P.42

電話の機能は現在停止中です。電
話の機能を有効にしますか？

ワイヤレスマネージャーの「電話」
がオフの状態で、電話をかけよう
としたとき、またはActiveSyncで
Exchange	Serverと同期しよう
としたとき表示されます。「はい」
をタップすると、ワイヤレスマネー
ジャーの「電話」がオンになります。

P.44

エラーメッセージ 説明／対処方法 参照先
ご指定の相手へは送信できませ
ん。

Cメールを送信しようとしたとき、
宛先の携帯電話番号が正しくない
場合に表示されます。

P.94

このメッセージを下書きフォル
ダーに保存しますか？

電子メールを作成したり編集して
いるとき、下書きフォルダーに保存
する前に閉じようとしたときに表
示されます。保存するときは「はい」
をタップします。

P.91

接続できません。しばらくしてか
ら再度お試しください。
接続できない状態が続く場合は、
接続の設定を確認してください。

回線規制中や接続エラー時に表示
されます。問題が解決しない場合
は、リセット（再起動）してからやり
直してください。

P.158、
P.171

選択した連絡先を完全に削除し
ますか？

連絡先を削除しようとしたときに
表示されます。削除するときは「は
い」をタップします。

P.76

連絡先は完全に削除されます。続
行しますか？
名前などの連絡先情報を入力し、
「検索」をタップしてください。

Exchange	Serverを利用してい
るとき、共有連絡先の中を検索する
ときに表示されます。

P.75

この定期的な予定をすべて削除
しますか？それとも、今回の予定
のみを削除しますか？

定期的なパターンで登録した予定
を削除しようとしたときに表示さ
れます。「すべて」をタップすると、
このパターンで登録されている予
定すべてが削除されます。「今回の
み」をタップすると、今選択してい
る予定のみが削除されます。

P.82

この定期的な予定をすべて編集
しますか？それとも、今回の予定
のみを編集しますか？

定期的なパターンで登録した予定
を編集しようとしたときに表示さ
れます。「すべて」をタップすると、
このパターンで登録されている予
定すべてが編集されます。「今回の
み」をタップすると、今表示してい
る予定のみが編集されます。

P.82

会議の変更を保存し、出席者に更
新メッセージを送りますか？

出席者が設定されている予定の内
容を変更しようとしたときに表示
されます。出席者に予定の変更を
メールで知らせるときは「はい」を
タップします。

P.82
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エラーメッセージ 説明／対処方法 参照先
会議を削除し、出席者に取り消し
メッセージを送りますか？

出席者が設定されている予定を削
除しようとしたときに表示されま
す。出席者に予定の削除をメールで
知らせるには「はい」をタップしま
す。

P.82

XXXがBluetoothによるデバイ
スへの接続を要求しています。デ
バイスの一覧にXXXを追加しま
すか？

ほかのBluetooth®対応端末から
E31Tに対してBluetooth®通信に
よる接続の要求があった場合に表
示されます。接続する場合は「はい」
をタップします。

P.170

サーバーにアクセスできません
でした。サーバーの名前を確認し
てください。

Exchange Serverの名前が正し
くないときに表示されます。
Exchange Serverの名前につい
ては、管理者に問い合わせてくださ
い。

P.132、
P.134

ユーザー情報：
Exchangeサーバー資格情報を
修正してください。

Exchange Serverにアクセスす
るためのユーザー名やパスワード
が正しくないときに表示されます。

P.132、
P.134

このソースを削除すると、ソー
スとの同期関係とそのソースに
よって使用されているアイテム
のみが削除されます。そのほかの
アイテムはデバイスに残ります。
続行しますか？

E31Tに登録した同期するパソコ
ンやExchange Serverの設定を
削除するときに表示されます。削除
するときは「はい」をタップします。

−

ActiveSyncをサポートするPC
との既存のBluetoothパート
ナーシップが見つかりません。
パートナーシップをセットアッ
プしますか？

Bluetooth®通信によってパソコン
と同期しようとしたとき、パソコン
とのパートナーシップが設定され
ていないときに表示されます。パー
トナーシップの設定を行うときは、

「はい」をタップします。

P.135、
P.170

端末の温度が高いためWi-Fi機能
をOnにできません。

端末の温度が高いため機能が制限
されたときに表示されます。
端末の温度が下がるまでお待ちく
ださい。

−

端末の温度が高いためカメラを
起動できません。
端末の温度が高くなったため、
USBホスト、カメラ、Wi-Fi機能
は停止・起動制限します。温度が
下がるまで使用できません。

故障とお考えになる前に
• まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかをチェックし

て、必要な場合にはソフトウェアを更新してください（▶P.159）。
• 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないとき

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。
	 http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

症状 チェックする箇所 参照先
E31Tの電源が入らない • 電池パックが正しく取り付けられていま

すか？
• 電池切れになっていませんか？

P.34、
P.39

充電ができない（お知ら
せLEDが点灯しない、ま
たは点滅する）

• 電池パックが正しく取り付けられていま
すか？

• アダプタの電源プラグがコンセントまた
はシガーライタソケットに正しく差し込
まれていますか？

• ACアダプタ（別売）をご使用の場合、
組み合わせて使用する付属の東芝
microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル
02が、E31TおよびACアダプタと正しく
接続されていますか？

• 付属の東芝microUSB-USB変換ケーブ
ル01をご使用の場合、パソコンの電源が
入っていますか？

• 充電しながら通話や通信、その他機能の操
作を長時間行うと、E31Tの温度が上昇し
てお知らせLEDが点滅する場合がありま
す。その場合は、E31Tの温度が下がって
から再度充電を行ってください。

P.34、
P.38

操作中・充電中に熱くな
る

• 操作中や充電中、また、通話などを長時間
行った場合などには、E31Tや電池パッ
ク、アダプタが温かくなることがあります
が、安全上問題ありませんので、そのまま
ご使用ください。

P.20

E31T_18_1_furoku.indd   207 10.8.24   3:30:31 PM



�0�

付
録
／
索
引

症状 チェックする箇所 参照先
電池の使用時間が短い •	圏外の状態で長い時間放置されるような

ことはありませんか？
	 圏外時は通信可能な状態にできるよう電
波を探すため、より多くの電力を消費して
います。

•	電池パックの使用時間は、使用環境や劣化
度により異なります。

•	電池パックは消耗品です。充電を繰り返
すごとに、1回で使える時間が次第に短く
なっていきます。

	 十分に充電しても購入時に比べて使用時
間が極端に短くなった場合は、指定の電池
パックをお買い求めください。

P.21、
P.35

電源断・再起動が起きる •	電池パックの端子が汚れていると接触が
悪くなり、電源が切れることがあります。
汚れたときは、電池パックの端子を乾いた
布、綿棒などで拭いてください。

P.19

電源を入れたのに操作
できない

•	PINコードを入力する画面が表示されて
いませんか？

	 PINコードを入力してください。

P.42

タップしても正しく操
作できない

•	手袋をしたままで操作していませんか？
•	爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で
操作したりしていませんか？

•	ディスプレイに保護シートを貼っていま
せんか？	 	
保護シートの種類によっては、正しく操作
できない場合があります。

•	E31Tのディスプレイには、静電式タッチ
パネルを採用しています。指で直接画面に
触れて操作してください。

P.21、
P.46

画面の文字が読みにく
い／正しくタップでき
ない

•	表示される画面によっては文字が読みづ
らかったり、アイコンがタップしづらかっ
たりします。そのようなときは「拡大鏡機
能」をご利用ください。画面全体を拡大す
ることができます。

P.151

を左または右にス
ライドしたのに操作で
きない

•	パスワード入力の画面が表示されていま
せんか？

	 キーロックやデバイスロックのパスワー
ドが設定されていますので、パスワードを
入力し、 をタップしてください。

P.54

症状 チェックする箇所 参照先
ボタンを押しても動作
しない

•	キーロックやデバイスロックが設定され
ていたりスリープモードになっていませ
んか？

	 Iを押して解除してください。

P.54

タッチパネルをタップ
したとき／ボタンを押
したときの画面の反応
が遅い

•	E31Tに大量のデータが保存されている
ときや、E31TとmicroSDカードの間で
容量の大きいデータをやりとりしている
ときなどに起きる場合があります。

	 不要なファイルを削除してください。

P.157

画面をタップしても動
かない

•	電源を入れ直してください。 P.39

データが正常に表示さ
れない／タッチパネル
を正しく操作できない

•	E31Tをリセット（再起動）してください。 P.158

アプリケーションを
タップしても起動（反
応）しない

•	アプリケーションが複数起動していると、
アプリケーションをタップしても起動（反
応）しない場合があります。使用してい
ないアプリケーションは、タスクマネー
ジャーを使って終了させてください。

P.53

au	ICカードが認識され
ない

•	au	ICカードを正しい向きで挿入していま
すか？

P.42

電話がつながらない •	au	ICカードが正しくE31Tに取り付けら
れていますか？

•	市外局番から入力していますか？
•	ワイヤレスマネージャーの「電話」がオフ
になっていませんか？

P.42、
P.44

着信音が鳴らない •	着信音量を「バイブ」または「オフ」にして
いませんか？

•	通知音設定の電話を「バイブ」にしていま
せんか？

•	マナーモードを設定していませんか？
•	着信転送サービスのフル転送を設定して
いませんか？

P.69、
P.70、
P.71、
P.185

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.71
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症状 チェックする箇所 参照先
通話ができない（場所を
移動しても「圏外」の表
示が消えない、電波の状
態は悪くないのに発信
または着信ができない）

•	電源を入れ直すか、電池パックまたはau	
ICカードを取り付け直してください。

•	電波の性質により、電波が強くアンテナ
マークが3本表示されている状態（ ）で
も、発信や着信ができない場合がありま
す。場所を移動してかけ直してください。

•	電波の混み具合により、多くの人が集まる
場所では電話やメールが混み合い、つなが
りにくい場合があります。その場合は「し
ばらくお待ちください」と表示され、話中
音が流れます。場所を移動するか、時間を
ずらしてかけ直してください。

P.34、
P.39、
P.42

カーナビやハンズフ
リー機器などの外部機
器を接続した状態で
E31Tから発信できない

•	相手が電話に出ない、圏外などの状態で複
数回発信すると、その番号へ発信できなく
なる場合があります。その場合は、E31T
の電源を一度切ってから、再度電源を入れ
直してください。

P.39

ディスプレイが暗い •	バックライトの明るさの設定を確認して
ください。

P.153

通話中、相手の声が聞こ
えにくい、相手の声が大
きすぎる

•	受話音量を変更していませんか？
•	受話口を耳でふさいでいませんか？
	 受話口が耳の穴に当たるようにしてくだ
さい。

P.32、
P.69

圏外が表示され、国際
ローミングサービスが
利用できない

•	国際ローミングサービスのサービスエリ
ア外か、電波の弱い所にいませんか？

•	利用可能なサービスエリアまたは通信事
業者かどうかを確認してください。

•	日本国内から海外へ移動したあとに「エリ
ア設定」を「日本」以外に切り替えてくださ
い。

P.193

症状 チェックする箇所 参照先
海外で利用中に突然、
発信や着信ができなく
なった

•	001国際電話サービスは毎月のご利用限
度額を設定させていただきます。auにて、
ご利用限度額を超過したことが確認され
た時点から同月内の末日までの期間は、
001国際電話サービスをご利用いただけ
ません。

	 ご利用限度額超過によりご利用停止と
なっても、翌月1日からご利用を再開しま
す。また、ご利用停止中も国内通話は通常
通りご利用いただけます。

P.67

相手の電話番号が通知
されない／相手の電話
番号とは違う番号が通
知される／連絡先の登
録内容や発信者番号通
知を利用する機能が動
作しない

•	相手が発信者番号を通知して電話をかけ
てきても、利用しているネットワークや通
信事業者から発信者番号が通知されない
場合は、E31Tに発信者番号は表示されま
せん。また、利用しているネットワークや
通信事業者によっては、相手の電話番号と
は違う番号が通知される場合があります。

−

データ転送が行われな
い

•	USBハブを使用していませんか？	 	
USBハブを使用すると、正常に動作しな
い場合があります。

P.132

microSDカードに保存
したデータが表示され
ない

•	パソコンとマスストレージモードでUSB
接続していませんか？

P.126

Bluetooth®対応機器と
接続ができない／検索
しても見つからない

•	Bluetooth®対応機器（市販品）側を機器登
録待ち受け状態にしてから、E31T側から
機器登録を行う必要があります。登録済み
の機器を削除して再度機器登録を行う場
合には、Bluetooth®対応機器（市販品）と
E31Tの双方で登録した機器を削除して
から機器登録を行ってください。

P.170

E31Tの動作が遅く
なった／プログラムの
動作が不安定になっ
た／一部のプログラム
を起動できない

•	E31Tのデータ記憶用メモリおよびプロ
グラム実行用メモリの使用状況を確認し、
実行中のプログラムを終了したり不要な
ファイルを削除したりして、メモリの空き
容量を確保してください。

P.53、
P.157
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アフターサービスについて

■	修理を依頼されるときは
修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合
わせください。
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E31T本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造
終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。

■	保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記
入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してくださ
い。

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

◎	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auお客
様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）
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）
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■	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

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。
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主な仕様

品名 E31T
サイズ 高さ約152mm×幅約56mm×厚さ約23mm

（突起部除く）
質量 約187g（電池パックL装着時）
メモリ マスター：ROM　512MB／RAM　384MB

スレーブ：ROM　64MB／RAM　32MB
連続待受
時間

国内 約410時間

海外 約420時間
連続通話
時間

国内 約420分

海外 約390分
共通ACアダプタ（別売）での
充電時間

ACアダプタのみ：約300分
卓上ホルダ（別売）使用：約240分

共通DCアダプタ（別売）での
充電時間

約300分

ディスプ
レイ

種類 TFT液晶

サイズ 約3inch

発色数 65,536色

ドット数 横480ドット×縦800ドット（ワイドVGA※1）
撮像素子 種類 CMOS

サイズ 1/5.0	inch

カメラ有効画素数 約322万画素

最大撮影サイズ（ドット） 2048×1536

デジタルズーム 最大約3.2倍（12段階）

無線LAN IEEE802.11b/g準拠

Bluetooth®
機能

対応バージョン Bluetooth®標準規格Ver.2.0＋EDRに準拠※2

出力 Bluetooth®標準規格Power	Class	2
見通し通信距離	
※3

約10m以内

対応プロファイ
ル※4

Headset	Profile	（HSP）
Hands–Free	Profile	（HFP）
Advanced	Audio	Distribution	Profile	
（A2DP）
Object	Push	Profile	（OPP）
Phone	Book	Access	Profile	（PBAP）
Dial–Up	Networking	Profile（DUN）

※1	VisualワイドVGAとして対応しています。
※2	E31TおよびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth®	SIGが定めている方法で

Bluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接
続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりが
できない場合があります。

※3	通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
※4	Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
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・	連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
・	連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。
	 なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない
か弱い場所）などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。

・	インターネット接続を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やインターネッ
ト接続をしなくても電子メールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話（通信）・待受
時間は短くなります。

・	静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
・	移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合

わせた状態での平均的な利用時間です。
・	充電時間は、E31Tの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。E31T

の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

携帯電話機の比吸収率などについて
携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種［E31T］の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関す
る技術基準に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機
器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的
根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電
波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific	Absorption	
Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしていま
す。
この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率
を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放
射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値に
なっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術
基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
この携帯電話機E31TのSARの値は、1.785W/kgです。この値は、財
団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたもので
あり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定
された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じる
こともありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話
機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう
設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより
小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の
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/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/
auのホームページ
http://www.au.kddi.com
東芝のホームページ
http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/
※	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。
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FCC	notice
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.
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.

FCC	RF	exposure	information
Your Toshiba phone is a radio transmitter and receiver.
It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for 
exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications 
Commission of the U.S. Government.
The guidelines are based on standards that were developed by independent 
scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific 
studies. The standards include a substantial safety margin designed to 
assure the safety of all persons, regardless of age and health.
The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement 
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the 
FCC is 1.6 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 SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.283 W/kg 
and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.171 W/kg.

Body–worn	operation
This phone was tested for typical body–worn operations with the back of the 
phone kept at a distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance 
with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 
cm separation distance between your body and the back of the phone. The 
use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic 
components.
The use of accessories that do not satisfy these requirements may not 
comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset 
with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC 
RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file 
with the FCC and can be found under the Display Grant section of   
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID WVS–SS11–J01.
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on 
the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at 
http://www.phonefacts.net.
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Declaration	of	Conformity
The product “E31T” is declared to conform with the essential requirements 
of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications 
Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. 
The Declaration of Conformity is found on 
http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/ 
(Japanese only)

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio 
waves. 
Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to 
exceed the SAR* limits** for exposure to radiofrequency (RF) energy, which 
SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.744 
W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various 
phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for 
RF exposure. 
* The exposure standard for mobile phones employs a unit of 

measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. 
** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram 

(W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council 
of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of 
safety to give additional protection for the public and to account for any 
variations in measurements. 

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions 
with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested 
frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified 
power level, the actual SAR level of the phone while operating can be 
well below the maximum value. This is because the phone is designed 
to operate at multiple power levels so as to use only the power required 
to reach the network. In general, the closer you are to a base station 
antenna, the lower the power output.

European	Union	Directives	
Conformance	Statement

Hereby, Toshiba Information Systems UK (Ltd), declares that this product 
is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC. 

輸出管理規制
本機を、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。（本機は、外国為替及び外国貿易法によるリスト規制品を
含みます。米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはで
きません。（2010年8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.)
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知的財産権について

■	商標について
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
•	microSDHCロゴはSD-3C,	LLCの商標です。　	

•	Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth®	SIG．
Inc.が所有する登録商標であり、東芝は、これら商標を使用す
る許可を受けています。	

•	Wi–Fi	Certified®とそのロゴは、Wi–Fi	Allianceの登録商標または
商標です。	

•	AdobeおよびAdobe	Reader、FlashはAdobe	Systems	Incorporated（アド
ビシステムズ社）の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

•	Microsoft®、Windows®、Windows	Vista®、Windows	Mobile®、ActiveSync®、
Outlook®、Excel®、PowerPoint®、Windows	Media®、Windows	Live™および
Internet	Explorer®のロゴは、米国Microsoft	Corporationの、米国またはその
他の国における商標または登録商標です。

•	Microsoft®	Wordは、米国Microsoft	Corporationの商品名称です。
•	「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、その他権利
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。

•	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。

•	その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録
商標です。

■	その他
本製品は、MPEG–4	Visual	Patent	Portfolio	Licenseに基づきライセンスされ
ており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においての
み使用することが認められています。
•	 MPEG–4	Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG–4	Video）を記録する場
合

•	個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG–4	
Videoを再生する場合

•	 MPEG–LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG–4	Video
を再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法
人MPEG	LA．LLCにお問い合わせください。

■	Windowsの表記について
本書では各OS（日本語版）を以下のように略して表記しています。
•	Windows	7は、Microsoft®	Windows®	7（Starter、Home	Basic、	
Home	Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。

•	Windows	Vistaは、Microsoft®	Windows	Vista®（Home	Basic、Home	
Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。

•	Windows	XPは、Microsoft®	Windows®	XP	Professional	operating	
systemま た はMicrosoft®	Windows®	XP	Home	Edition	operating	
systemの略です。

Windows	Mobileの製品情報について
Windows	MobileおよびWindows	Mobileアプリケーションについ
ては、『マイクロソフトWindows	Mobileホーム』で情報をご覧いただ
けます。
http://www.microsoft.com/windowsmobile/ja-jp/default.mspx
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数字／アルファベット
ActiveSync�................................130
ACアダプタ�.................................... 38
Adobe�Reader�LE�.....................145
ATOK設定�...................................... 60
au�ICカード�................................... 42

暗証番号	................................... 42
取り付けかた／取り外しかた... 42

Bluetooth®機能�..........................168
Cメール�........................................... 94

作成........................................... 94
受信........................................... 96
受信フィルター	....................... 98
送信........................................... 94

Cメール安心ブロック機能�............ 97
DCアダプタ�.................................... 36
Excel�Mobile�..............................140
GPS...............................................149

Internal	GPS	.......................149
外付け	GPS	..........................150

Hotmail�........................................110
Internet�Explorer�Mobile�.......101

URL	.............................102、104
お気に入りに登録	.................103
画像の保存	.............................104
起動.........................................101
キャッシュの削除	.................105
セキュリティの設定..............105
設定.........................................105
データのダウンロード	..........104
テキストのコピー	.................104
ホームの設定	.........................105

MACアドレス�..............................157
Messenger�.................................108
microSDカード�...........................124
Microsoft�My�Phone�...............129
Office�Mobile�.............................138
OneNote�Mobile�........................144
PacketWIN�.................................171
PIN1コード�.................................... 24
PowerPoint�Mobile�..................143
USB設定�.......................................126

USB	to	PC	...........................126
USBモード	............................127

USBホスト機能�...........................128
VPN...............................................168
Wi-Fi設定�......................................166
Windows�Live�............................107
Windows�Live�Hotmail�...........110
Windows�Marketplace�for�
Mobile�.......................................150
Windows�Media�Player�..........116
Windows�Mobileデバイスセンター��
�....................................................130
Word�Mobile�...............................138

あ
アイコン�.......................................... 49
明るさ・省電力設定�.......................153
アラーム

仕事........................................... 78
時計とアラーム	.....................151
予定表	....................................... 80

暗号化�............................................125

暗証番号�.......................................... 24
PIN1コード	............................. 24
ロックのパスワード................ 24

インターネット.............................101
エクスプローラー�.........................122
エラー報告�....................................158
オーナー情報�.................................. 54
お気に入り�....................................103
お使いになる前に�........................... 51
音と通知�........................................152

サウンド	.................................152
通知.........................................152

お留守番サービス�.........................178

か
学習データのリセット�................... 61
拡大鏡機能�....................................151
カスタマー�フィードバック�........158
画像とビデオ�................................115
カメラ�............................................112

撮影画面の見かた	.................113
撮影モード	.............................113
静止画撮影	.............................114
設定.........................................114

画面�................................................154
文字サイズの変更	.................154
文字の滑らかさ	.....................154

キー操作�.......................................... 48
キーロック�...................................... 54

パスワード	............................... 43
緊急地震速報�.................................. 96
グローバルパスポートGSM�.......192
ゲーム�............................................148

ソリティア	.............................148
検索�................................................127

効果音設定�....................................152
国際電話�.......................................... 67
国際ローミングサービス�.............192

さ
三者通話サービス�.........................187
仕事�.................................................. 78

オプション設定	....................... 79
確認........................................... 79
削除........................................... 79
状態の設定	............................... 80
送信........................................... 80
登録........................................... 78
表示方法の変更	....................... 79
変更........................................... 79

自分の電話番号を確認�................... 53
充電�.................................................. 35
受話音量�.......................................... 69
省電力設定�....................................153
証明書�.............................................. 44
初期設定�.......................................... 39
ズームバー�.........................102、113
スクロール�...................................... 46
スタートメニュー�........................... 51

項目の並べ替え	....................... 51
デザインの変更	.....................154

ステレオイヤホンマイク�............... 68
スピーカー音量............................... 69
スピードダイヤル�........................... 66
スマートフォンアドレス帳移行ツール�
�...................................................... 77
スライド�.......................................... 46
スリープモードLED設定�............... 54
静止画�............................................114

再生.........................................115
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撮影.........................................114
スライドショー	.....................115

赤外線通信�...................................... 76
設定�................................................202

個人.........................................202
システム	.................................203
接続.........................................202

ソフトウェア更新�.........................159

た
タイトルバー�.................................. 49
卓上ホルダ（別売）�........................... 37
タスクマネージャー�....................... 53
タッチパネル�.................................. 46
単語登録�.......................................... 61
地域�................................................154
着信音量�.......................................... 69
着信転送サービス�.........................184
着信履歴�.......................................... 65
通知音設定�....................................152
通話明細分計サービス�.................190
デバイスロック............................... 54

パスワード	............................... 43
電源ON／OFF�................................ 39
電子メール

削除........................................... 93
下書き	....................................... 91
受信........................................... 92
新規作成	................................... 91
設定........................................... 89
転送........................................... 93
添付ファイルの保存................ 93
返信........................................... 92

電卓�................................................148
電池パック�...................................... 34

寿命........................................... 36

使用時間の目安	....................... 36
電池残量の確認	....................... 39
取り付けかた	........................... 34
取り外しかた	........................... 35

電話を受ける�.................................. 68
電話をかける�.................................. 64

スピードダイヤル	................... 66
発着信履歴から	....................... 65
連絡先から	............................... 67

動画
再生.........................................115

ドメインへの登録�.........................171
ドラッグ�.......................................... 47

な
ネットワークサービス�.................178

は
バージョン情報.............................157
パケット通信�................................171
パケット通信回線の切断�.....93、106
パスワード�...................................... 24
発信者番号の通知／非通知（186／
184）�........................................... 66
発信番号表示サービス�.................188
発信履歴�.......................................... 65
パン�.................................................. 47
番号通知リクエストサービス�.....188
ハンズフリー�.................................. 68
比吸収率（SAR）�...........................213
日付／時刻の設定�........................... 41
ファイル�........................................122
フォルダー�....................................122
プッシュ信号�.................................. 67

ブラウザ
Internet	Explorer	...............101
設定.........................................106

ブラウザ設定�................................106
フリック�.......................................... 46
プログラム�....................................156

インストール	.........................156
削除.........................................156

ヘルプ�.............................................. 51
変換辞書�.......................................... 60
ボイスメモ�...................................... 85

再生........................................... 85
録音........................................... 85

防水／防塵性能............................... 25
ホーム画面�...................................... 48

カスタマイズ	.........................154
ホールド�.......................................... 46
ボタン�............................................157

ま
マスタークリア.............................159
マナーモード設定�........................... 71
無線LAN機能�...............................164
迷惑電話撃退サービス�.................189
メール�.............................................. 88
メールBOX�..................................... 94

並べ替え	................................... 94
フォルダーの作成	................... 94

メールグループ
送信........................................... 75
登録........................................... 75

メニュー一覧�................................202
メニューバー�.................................. 50
メモ�.................................................. 83

削除........................................... 85
送信........................................... 85

手書き	....................................... 83
ボイスメモ	............................... 85
文字入力パッド	....................... 83

メモリ使用量�................................156
外部メディア	.........................157
本体.........................................156

モーションコントロール�............... 52
モーションセンサー設定�............... 53
モーションセンサー調整�............... 53
文字入力�.......................................... 56

T-Keyboard	............................ 56
ダイヤルキー	........................... 58

や
予定表�.............................................. 80

オプション設定	....................... 81
削除........................................... 82
送信........................................... 82
登録........................................... 80
表示........................................... 81
変更........................................... 82

ら
リセット（再起動）�.........................158
連絡先�.............................................. 74

削除........................................... 76
送信........................................... 76
登録........................................... 74
登録内容確認	........................... 75
変更........................................... 76

わ
ワイヤレスマネージャー�............... 44
割込通話サービス�.........................186
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E31TEnglish Simple Manual （簡易英語版）English Simple Manual （簡易英語版）
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Turning Power On and Off
● Turning Power On
 Hold down C for at least a few seconds.
● Turning Power Off
 Hold down C for at least a few seconds. ▶Tap “電源OFF” (Power Off).

Checking Your Own Phone Number
Tap . ▶Tap “設定” (Settings). ▶Tap “個人” (Personal). 	 	
▶Tap “自局番号” (My Number).

Making and Answering a Call
● Making a Call
 From the home screen: Enter the phone number you want to call. 

▶Press G.
 To end a call: Press C.
● Answering a Call
 When the phone starts ringing, press G.
 To adjust the earpiece volume during a call: Use E/F.

簡易英語版
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Storing and Recalling Address Book Entries
● Storing an Entry
 From the home screen: Press &. ▶Tap .  

▶Tap “Outlook連絡先” (Outlook Contact). ▶Enter the data. ▶Tap .
● Recalling an Entry
 From the home screen: Press & to display the Address Book screen 

▶Tap the entry you want to view the detail. 

Using the Camera (Snapshot)
● Taking a Snapshot
 Tap . ▶Tap “カメラ” (Camera).
 ▶Tap the capture mode icon and use j to switch to  (single photo 

mode). 
 ▶Tap  to take a snapshot. 
 ▶Tap  to store the photo.

Making an International Call
Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

Other Handy Features
● Setting the Manner Mode
 Hold down F for at least one second.
 Repeat the above operation to disable the Manner Mode.
● Setting the Answer Memo (Voice Recording)
 From the home screen: Hold down B for at least one second.  

▶Tap “簡易留守メモ設定” (Answer Memo Setting).
 Repeat the above operation to disable the Answer Memo.

For inquiries, please contact
au Customer Service Center (General Information)
● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)
● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

▶ ▶ △△△△ ▶

Number you want to call

▶ ▶

International access code Country code (USA)
Area code

▶ ▶ △△△△ ▶

Number you want to call

▶ ▶

International access code Country code (USA)
Area code
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E31T中文简易说明书 （簡易中国語版）中文简易说明书 （簡易中国語版）

microSD卡

扬声器

au IC卡

麦克风
Home 键

轻按屏

光标键 /
中心键

听筒 接近传感器

电源键

外部设备接口

LED 指示灯
光学传感器

应答键

电话簿键

数字键

电子邮件键

字符键

取消 / 
备忘录键

手机链安装孔

上下键（侧面）

锁定键

复位按钮

红外线端口

指纹识别感应器

螺丝钉

螺丝钉 螺丝钉

螺丝钉

内置式天线

内置式天线

照相机镜头

电池组件仓

充电端口

microSD卡

扬声器

au IC卡

麦克风
Home 键

轻按屏

光标键 /
中心键

听筒 接近传感器

电源键

外部设备接口

LED 指示灯
光学传感器

应答键

电话簿键

数字键

电子邮件键

字符键

取消 / 
备忘录键

手机链安装孔

上下键（侧面）

锁定键

复位按钮

红外线端口

指纹识别感应器

螺丝钉

螺丝钉 螺丝钉

螺丝钉

内置式天线

内置式天线

照相机镜头

电池组件仓

充电端口

开启或切断电源

●	开启电源
	 按住C几秒钟。

●	切断电源
	 按住C几秒钟。▶轻按	“電源OFF”（关闭电源）。

检查您自己的电话号码

轻按	 。▶轻按	“設定”（设定）。▶轻按	“個人”（个人）。

▶轻按	“自局番号”（本机号码）。

拨打和接听电话

●	拨打电话
	 主萤幕	：输入您想要拨打的电话号码。▶按下	G。

	 结束通话	：按下	C。

●	接听电话
	 在电话铃声响起时，按下	G。

	 调整听筒音量	：使用E／F。

簡易中国語版
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保存和查看电话簿内的名单

●	保存名单
	 主萤幕	：按&。▶轻按	 。

	 ▶轻按	“Outlook連絡先”（Outlook联系人）。▶输入数据。▶轻按	 。

●	查看名单
	 主萤幕	：按	&	显示电话簿名单萤幕	▶轻按名单查看详细内容。

使用照相机（快照）

●	拍摄快照
	 轻按	 。▶轻按	“カメラ”（照相机）。

	 ▶轻按拍摄模式图示并使用j以切换至	 	（单张照片模式）。

	 ▶轻按	 	拍摄快照。

	 ▶轻按	 	储存照片。

拨打国际长途电话

举例	：想要拨打美国长途电话	212-123-△△△△

其他手机功能

●	设置静音模式
	 按住F一秒钟以上。

	 想要取消静音模式，则重复上述步骤。

●	设置语音备忘录（语音记录）
	 主萤幕	：按住B一秒种以上。

	 ▶轻按“簡易留守メモ設定”（设置语音备忘录）。

	 想要取消语音备忘录，则重复上述步骤。

如需咨询，请联系

au客户服务中心（综合信息）

●	从座机上请拨打电话：  	0077-7-111(免费)

●	从au手机上请拨打电话	：157（免费）

▶ ▶ △△△△ ▶

您要拨打的电话号码

▶ ▶

国际电话呼叫号码 国家号码（美国）
区号

▶ ▶ △△△△ ▶

您要拨打的电话号码

▶ ▶

国际电话呼叫号码 国家号码（美国）
区号
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文字入力の詳細情報
■	記号（全角／半角）一覧
入力できる記号（全角）一覧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ！ ”＃ ＆ ’（ ）＿ ー 〜 、
。／ ： ； ？ ＠ ＄ ％ ＊ ＋ ＜ ＝ ＞［ ￥ ］＾ ｀｛ ｜ ｝
．「 」 ，・ ゛ ゜´ ¨ ￣ ヽ ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 — ‐
＼ ∥ … ‥‘ “ 〔 〕〈 〉《 》『 』【 】− ± × ÷ ≠
≦ ≧ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″℃ ¢ £ § ☆ ★ ● ○ ◎ ◇ ◆ □
■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 → ← ↑ ↓ 〓 ∈ ∋ ⊆ ⊇ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∧
∨ ﹁ ⇒ ⇔ ∀ ∃ ∠ ⊥ ⌒ ∂ ∇ ≡ ≒ ≪ ≫ √ ∽ ∝ ∵ ∫ ∬
Å ‰ ♯ ♭ ♪ † ‡ ¶ ◯ ゎ ゐ ゑ ヮ ヰ ヱ ヴ ヵ ヶ Α Β Γ
Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Φ Χ Ψ Ω
α β δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ
χ ψ ω А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р
С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е
ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ
ъ ы ь э ю я ─ │ ┌ ┐ ┘ └ ├ ┬ ┤ ┴ ┼ ━ ┃ ┏ ┓
┛ ┗ ┣ ┳ ┫ ┻ ╋ ┠ ┯ ┨ ┷ ┿ ┝ ┰ ┥ ┸ ╂ ① ② ③ ④
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ
Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ㍉ ㌔ ㌢ ㍍ ㌘ ㌧ ㌃ ㌶ ㍑ ㍗ ㌍ ㌦ ㌣ ㌫ ㍊ ㌻
㎜ ㎝ ㎞ ㎎ ㎏ ㏄ ㎡ ㍻ ＂ ” № ㏍ ℡ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㈱ ㈲ ㈹
㍾ ㍽ ㍼ ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ ∵ ∩ ∪

入力できる記号（半角）一覧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! ＂ # & ’ ( ) _ - ~ ,
. / : ; ? @ $ % + < = > [ ¥ ] ^ ` { ¦ }
｡ ｢ ｣ ､ ･ ｰ ﾞ ﾟ

※	入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■	顔文字一覧

※	入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。
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■	絵文字一覧
入力できる絵文字一覧

顔
・
表
情

気
持
ち
・
か
ら
だ

生
き
物
・
星
座

自
然
・
季
節

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン・
遊
び

食
べ
物
・
飲
み
物

乗
物・建
物・地
図

道

具

記

号

●	異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があり
ます。

●	マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
●	他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は､以下のホームページでご案内し
ております｡
パソコンから→	http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
※	サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます｡
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お客様各位

E31T 訂正紙（音量初期値変更） 100914

■音量レベルの初期値（お買い上げ時の設定）記載についてのお詫び■
このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書に記載の音量レベルの初期値（お買い上げ時の設定）に誤りがありました。
お詫びいたしますとともに、以下のように訂正をさせていただきます。

【P.69】「通話中に相手の声の音量を調節する」
　誤：レベル２
　正：レベル４

【P.69】「着信音量やスピーカー音量を調節する」の「着信音量」
　誤：レベル３
　正：レベル４

【P.69】「着信音量やスピーカー音量を調節する」の「スピーカー音量」
　誤：レベル３
　正：レベル４

2010 年 9 月第１版　発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）　製造元：株式会社　東芝



お客様各位

E31T パック外注意喚起オモテ 100923

このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に以下の説明を必ずお読みください。

電池のもちをよくするため、以下のご使用方法をおすすめいたします。
■電池消費についての注意事項

□メールの自動送受信設定によっては、通信の頻度が多くなり、使用時間が短くなります。  
以下の設定に変更することをおすすめいたします。
電子メール（取扱説明書：P.89）：「自動送受信」を「手動実行」に設定（初期設定値「2時間ごと」）
　　※「手動実行」以外に設定する場合は、時間間隔をあまり短く設定しないことをおすすめいたします。
　　※　　→「電子メール」→「メニュー」→「オプション」→アカウントをタップ→「送受信スケジュール」で変更できます。
Windows Live（Hotmail）（取扱説明書：P.110）：「同期の頻度」を「手動」に設定（初期設定値「手動」）
　　※サーバとの同期の頻度を短い時間に設定しないことをおすすめいたします。
　　※　　→「Windows Live」→「メニュー」→「オプション」→「同期スケジュール」で変更できます。
【ご注意】上記の設定に変更することにより、メールの送受信にはお客様の操作が必要になります。送受信の操作を行わない場合、作

成したメールが相手に送信されなかったり、または相手から送られたメールを E31T で受信できませんのでご注意ください。
（取扱説明書：P.92「新着メールを問い合わせて受信する」）

□Windows Live Messenger をオンライン状態のまま使用しますと、使用時間が短くなります。
ご利用にならない場合は、サインアウトしてオフライン状態にしてください。（取扱説明書：P.109）

□メール機能、ブラウザ機能、カメラ機能などのアプリケーションは、タスクマネージャーを使って終了
させてください。
タスクマネージャーで使用していないアプリケーションが起動していないかを確認し、終了させてください。
起動したままで使用しますと、電池が消費し使用時間が短くなる可能性があります。（取扱説明書：P.53） 

□パケット通信回線はこまめに切断してください。
ブラウザやメールなど、インターネット接続が必要なアプリケーションは、インターネットをご利用後にアプリケー
ションを終了しても、タイムアウトになるまでインターネットに接続されたままになっています。継続してインター
ネット接続が必要なアプリケーションを使用されない場合は、以下の方法でパケット通信回線を切断することをおす
すめします。（取扱説明書：P.93、P.106） 
　※タイトルバーをタップして　　をタップする→「切断」をタップして切断できます。
　※　　　を押して切断することもできます。ただし、　　　を押すとホーム画面に戻るのでご注意ください。

【裏面もご覧ください】



E31T パック外注意喚起ウラ 100922

□次のような場合、正しく充電できないことがあります。
指定の充電機器以外を使用して充電しますと、正しく充電されないことがあります。
周囲の温度が高い場所や、E31T をお使いになりながら充電しますと、E31T の温度が上昇して充電に時間がかかる場
合があります。その場合は、E31T の温度が下がってから再度充電を行ってください。

□アプリケーションを終了させて充電してください。
アプリケーションを動作した状態で充電を行いますと、充電に時間がかかる場合があります。アプリケーションを終
了させてから充電することをおすすめします。

■充電についての注意事項

□電源が入っている状態では電池パックを取り外さないでください。
電池パックを取り外すときは電源を切ってください。E31T の動作中、特に初期設定の動作中に電池パックを取り外し
ますと正しく動作しなくなるおそれがあります。

■電池パックを取り外すときの注意事項

□スリープモードを解除したとき、アイコン表示が急激に変化する場合があります。
スリープモードを解除した際に、タイトルバーに表示される電池残量の目安を示すアイコンの更新に時間がかかる場
合があります。これは、スリープモードに移行する前のアイコンが最初に表示されるためで、アイコンの表示が急激
に変化する場合がありますが、異常ではありません。

■電池残量の目安を示すアイコンに関する注意事項

□マスタークリアを行ってください。
以下のホームページを参照してマスタークリアを行ってください。ただし、マスタークリアを行いますとお買い上げ時以
降に登録されたデータは全て削除されますので、ご了承のうえでマスタークリアを行ってください。(取扱説明書：P.159)
　※ http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm　→「AV・デジタル機器」→「携帯電話・PHS」→「FAQ」→「au byKDDI」→「E31T」
　　→「◆基本機能関連◆」の「Q. 画面表示が出ず、マスタークリアの操作ができない場合は？」をクリックしてください。

■デバイスロックのパスワードを忘れたときの対処方法

【表面もご覧ください】

2010 年 9月第１版　発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）　製造元：株式会社　東芝



【裏面もご覧ください】

ご使用にあたっての注意事項
このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に以下の説明を必ずお読みください。

【外部接続端子について】
外部接続端子に変換ケーブル類などをお使いになるときは、端子に対して
まっすぐに抜き差ししてください。また、形状を確認し正しい方向（「B」
の文字の刻印を下）にして外部接続端子に水平に差し込んでください。

【アプリケーションの終了について】
メール機能、ブラウザ機能、カメラ機能などのアプリケーションは「×」
や  をタップして画面を閉じても起動したままになっています。アプリ
ケーションを完全に終了させるには、タスクマネージャーを使って終了し
てください。
アプリケーションを終了しないと使用時間が短くなる可能性があります。

【ディスプレイ表示が消えたときは】
スリープモードによってディスプレイ表示が消えたときは、Cまたは本
体横にあるIを押すとディスプレイを再表示します。

【リセット（再起動）するには】
リセットボタンを長く押し続けると、E31T をリセット（再起動）するこ
とができます。

「B」の文字の刻印を
下にして差し込む。

リセットボタン

ロックキー
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ご使用にあたっての注意事項

【C メール送信機能に関する注意事項】
C メール送信機能は 2010 年 9 月時点では使用できません。C メール送信機能は、ソフトウェアアップデー
トにて今後対応予定です。

【Getting Started カードについて】
お 客 様 が WINDOWS MOBILE 6.5 SOFTWARE の 使 用 許 諾 を 受 け て い る こ と を 証 明 す る た め、

「Certificate of Authenticity」ラベルが貼付された Getting Started カードを大切に保管してください。
詳しい内容はエンド・ユーザ・ライセンス契約書をご参照ください。

【充電温度について】
冬などの氷点下の環境では、充電できない場合があります。

2010年 8月1版
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社　東芝
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E31T 訂正紙（製造元変更）オモテ 110216

■ 事業統合に伴う製造元等の変更のお知らせ ■
このたびは、E31T をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
株式会社東芝と富士通株式会社は、2010 年 10 月 1 日をもちまして新会社「富士通東芝モバイルコミュ
ニケーションズ株式会社」を設立し、株式会社東芝の携帯電話事業を同社に移管致しました。
つきましては、個装箱や取扱説明書などに表記されている製造元等の「株式会社東芝」は、「富士通東芝
モバイルコミュニケーションズ株式会社」に読み替えをお願いします。
製品品質につきましては、従来どおりの品質基準で、厳格な検査のもと出荷しておりますので、何卒事
情をご賢察の上、ご了解くださいますようよろしくお願い申し上げます。

発売元 : KDDI( 株 )・沖縄セルラー電話 ( 株 )
製造元 : 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社

ホームページ：http://www.fmworld.net/

■事業統合に伴う取扱説明書等記載内容変更についてのお知らせ■
携帯電話事業の移管に伴いまして、取扱説明書等に以下の記載内容の変更がございます。
お客様にはご迷惑をお掛け致します。お詫びしてお知らせ申し上げます。
■電池パック商品名（取扱説明書：P.2イラスト／P.12右下から1行目／P.14左上から7行目／P.205イラスト／P.212表「質量」欄）
旧）商品名：電池パック L／商品コード：E31TULA
新）商品名：電池パック L02 ／商品コード：E31TULB
■「ソフトウェアを更新する」、「パソコン経由で更新する」の手順１のURL（取扱説明書：P.161）
■「携帯電話機の比吸収率（SAR) について」の説明文中のURL（取扱説明書：P.213 右下から 2行目）
■「Declaration of Conformity」の説明文中のURL（取扱説明書：P.215 左上から 5行目）
旧）http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/
新）http://www.fmworld.net/biz/phone/e31t/
※なお「ソフトウェアを更新する」のソフトウェアの更新方法は「パソコン経由で更新する」のみです。「E31T だけ
で更新する」（P.160) での更新は行えません。ご迷惑をお掛けしますことお詫び申し上げます。

【裏面もご覧ください】 （裏面へつづく）



E31T 訂正紙（製造元変更）ウラ 110216

■事業統合に伴う取扱説明書等記載内容変更についてのお知らせ（つづき）■
■「USB ドライバのインストール」、「よくあるご質問」（取扱説明書：P.176 右表）
旧）質問：USB ドライバはインターネットでダウンロードできますか？
回答：はい。下記のホームページからダウンロードできます。

auのホームページ：http://www.au.kddi.com/usbwin
東芝のホームページ：http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/

新）（記載を削除）

2011 年 2 月第 1版
発売元：KDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）　製造元：富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社【表面もご覧ください】

旧）株式会社東芝 モバイルコミュニケーション社 お客様相談窓口
URL：https://www.webcom.toshiba.co.jp/jp/inq/
電話番号：0120‒924‒137
※営業時間　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00
（土曜、日曜、祝日、当社特定休日を除く）

新）富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社
au様向け USB ドライバに関するお問合せ窓口
電話番号： 0120-355-828
※ 営業時間　月～金（土日祝祭日は除く）
9:00～ 12:00、13:00～ 18:00

■「USB ドライバのインストール」、「よくあるご質問」のお客様相談窓口（取扱説明書：P.176 右、表下）

※USB ドライバは E31T 内に収録されていますので、「USB ドライバをインストールする」（P.174) の手順で
パソコンへコピーをしてください。インターネットからのダウンロードは行えません。ご迷惑をお掛けし
ますことお詫び申し上げます。

■「Body-worn operation」の説明文中の FCC ID（取扱説明書：P.214 右下から 4行目）
旧）WVS-SS11-J01 新）YUW-E31T

■「デバイスロックのパスワードを忘れたときの対処方法」、「マスタークリアを行ってください。」の説
明文中のURL（同梱の『お客様各位』補足紙（黄色）：裏面下から 3行目）
旧）※ http://www.toshiba.co.jp/index_j3.htm　→「AV・デジタル機器」→「携帯電話・PHS」→「FAQ」→「au byKDDI」→「E31T」
→「◆基本機能関連◆」の「Q. 画面表示が出ず、マスタークリアの操作ができない場合は？」をクリックしてください。

新）※http://www.fmworld.net/biz/phone/e31t/　→「FAQ」→「E31T」→「基本機能関連」の「Q. 画面表示が出ず、マ
スタークリアの操作ができない場合は？」をクリックしてください。

■「Cメール送信機能に関する注意事項」（同梱の『ご使用にあたっての注意事項』補足紙（白色）：裏面）
旧）C メール送信機能は 2010 年 9 月時点では使用でき
ません。Cメール送信機能は、ソフトウェアアップデー
トにて今後対応予定です。

新）（記載を削除）※Cメールの送信機能はご利用になれま
せん。ご迷惑をお掛けしますことお詫
び申し上げます。



ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html

1
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大切な地球のために、
一人ひとりができること。
それは、たとえばケータイや取扱説明書
のリサイクルという、とても身近なこと
から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている
希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ
サイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料とし
て、製紙会社で再生紙となり、次の印刷
物に生まれ変わります。また、このリサ
イクルによる資源の売却金は、国内の森
林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書
は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

auショップへ
持って行こう！

使い終わったケータイと
取扱説明書は大切な資源。
リサイクル回収に出そう！

原材料ごとに再資源化されて
　新しい商品として店頭へ！

古いケータイと
取説

どーしよう？

リサイクル
お願いしま～す！

回収しています

このケータイい～な～

取説も生まれかわるよ！
使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや
消去がしっかりとできるので安心です。

 新しいケータイを
買った！！
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この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：

携帯電話•PHS事業者は､環境を保護し、貴
重な資源を再利用するためにお客様が不要
となってお持ちになる電話機・電池・充電器
を、ブランド・メーカーを問わず    マークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、
紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を
行っています。
本冊子は、その一環として製作されております。

2010年8月第1版

お問い合わせ先番号 auお客様センター

一般電話からは

       0077-7-111

       0120-977-033（沖縄を除く地域）
       0120-977-699（沖縄）

au電話からは

局番なしの157番

総合・料金について（通話料無料）

au電話からは

局番なしの113番
一般電話からは

       0077-7-113
上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。
（無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について
（通話料無料）

目次

安全上のご注意

ご利用の準備

基本操作

文字入力

電話

連絡先／PIM機能

メール

インターネット

マルチメディア

ファイル管理

アプリケーション

便利な機能

端末管理

データ通信／無線LAN

auの
ネットワークサービス

海外利用

付録／索引

簡易英語
簡易中国語
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