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付録・索引

付録

 周辺機器のご紹介
■  電池パック（KY006UAA）■  卓上ホルダ（KY006PUA）

（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DCアダプタ01
（0201PEA）（別売）

■  ポータブル充電器01
（0201PDA）（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）
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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、お客さまセンターまでお問い合わせ
ください。

◎ E10Kは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
 パソコンからは：http://auonlineshop.kddi.com
 au電話からは：バーコード（QRコード）よりアクセスできます。

電池パックを 交換する
電池パックは、E10K専用のものを使用して正しく取り付けてくださ
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.14）をご参
照ください。

◎ 取り付け／取り外しの際に、電池パックに無理な力を加えたり、無理に挿入
したりしないでください。傷害・故障・破損の原因となります。

◎ 電池フタを持ち上げて取り外すときは、電池フタを曲げないようにしてく
ださい。強く曲げると電池フタが破損するおそれがあります。

 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 ロックスイッチを①の方向にスライドさせる
2 凹部から電池フタを持ち上げて取り外す
3 電池パックのタブを上に引き、取り出す

凹部

①

http://www.au.kddi.com
http://www.au.kddi.com
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◎ 電池パックを取り外して、次に電源を入れたとき圏外であったり、「電波
OFFモード（M52）」が「設定」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.31「時刻が表示されなくなったら」）

 電池パックを 取り付ける

1 図のようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池
パックを確実に押し込む

2 電池フタの先端のツメ部を斜めにして本体に入れる
3 ロックスイッチが解除されていることを確認し、電池フタ
装着時は①を押し込んだ後、②から③の方向へ矢印に沿っ
てなぞりながら押し、浮きがないことを必ず確認する

4 ロックスイッチを「▷」印が見えなくなるまで右側にスラ
イドさせる

2 3

タブ

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

◎ 取り付け時に間違った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。

◎ 電池フタのツメが本体の溝に入っていない状態で電池フタを指で強く押し
込むと、ツメが破損するおそれがあります。

◎ 電池フタ裏のガイド部破損にご注意ください。ガイド部を強く押したり、正
しく取り付けていない状態で電池フタの上から力を加えると、ガイド部を
破損するおそれがあります。

◎ 電池パック先端の金属端子部を、直接本体の接続部に突き当ててから押し
込んでください。また、電池パックの角をケース側内部の突起部分などに
引っ掛けることがないようご注意ください。電池の角が破損する場合があ
ります。

②

③
③

②

①
①
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 共通DCアダプタ01（別売）を使用して 
充電する

電池パックをE10Kに取り付けた状態で充電してください。

1 E10Kに共通DCアダプタ01（別売）を接続する

E10Kを開いて、側面にあ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
E10K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

E10K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。

共通DCアダプタ01（別売）

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

4 E10Kの外部接続端子カバーを閉じる
5 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

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 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）とイヤ
ホン（別売）を接続する
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3 E10K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
E10Kを開いて側面にあ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、E10K本体か
ら抜けてしまったり破損の原因となります。

◎ イヤホン（別売）によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別
売）に接続できない場合があります。

◎ 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（別売）を接続
する際は、平型イヤホンマイク端子または、丸型イヤホン端子のどちらか一
方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場
合があります。

イヤホン（別売）
平型イヤホンマイク端子

外部接続端子用
イヤホン変換アダプタ01（別売）

 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 

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）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）にマイ
ク（別売）を接続する
外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）の平型イヤホンマイク端
子（側面部）に、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 E10K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
E10K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。
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◎ 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、E10K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。両方に
イヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別
売）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。

 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。

◎ 電話番号を入力した状態で、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。

◎ 待受画面で、マイク（別売）のスイッチを押すと、アドレス帳の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

 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.28
P.220

電池パックは正しく取り付けられていますか？ P.219
電池パックの端子が汚れていませんか？ P.28

電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか？ P.28
P.220

「オートパワーオフ（M63）」が設定されて
いませんか？

P.214

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.28
P.220

電話がかけられない 電源は入っていますか？ P.29
au ICカードが挿入されていますか？ P.31
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.54

電話番号入力後、Nを押していますか？ P.54
「ダイヤル発信制限（M421）」で発信が制限
されていませんか？

P.201

「アドレス帳ロック（M413）」で発信が制限
されていませんか？

P.199

「電波OFFモード（M52）」が設定されてい
ませんか？

P.207

電話がかかってこない 電波は十分に届いていますか？ P.30
サービスエリア外にいませんか？ P.30
電源は入っていますか？ P.29
au ICカードが挿入されていますか？ P.31
「着信拒否（M43）」が設定されていませんか？ P.202
「電波OFFモード（M52）」が設定されてい
ませんか？

P.207

「着信転送サービス（M72）」が設定されて
いませんか？

P.125

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.30
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こんなときは ご確認ください 参照
圏外アイコンが
表示される

内蔵アンテナ部付近を指などでおおってい
ませんか？

P.26

着信ランプは
点滅するが
着信音が鳴らない

「着信設定（M21）」の音声着信の音量が
「OFF」に設定されていませんか？

P.190
〜

P.193
マナーモードが「通常マナーモード」「サイレ
ントマナーモード」「ドライブモード」になっ
ているか「オリジナルマナーモード」の音声着
信の音量が「OFF」に設定されていませんか？

P.169

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.28
P.220

電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.219

周囲が高温や低温になり過ぎていません
か？

P.28

卓上ホルダ（別売）や充電端子などが汚れて
いませんか？

P.28

キー操作ができない 電源は入っていますか？ P.29
本体を閉じた状態での外部キーのキー操作
が無効になっていませんか？

P.168

「オートロック（M411）」が設定されていま
せんか？

P.198

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.31
異なるau ICカードを挿入していません
か？

P.31

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.28
P.220

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.170
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.17
「圏外」が表示される場所での使用が多くあ
りませんか？

P.28
P.30

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.30

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。 －

こんなときは ご確認ください 参照
ディスプレイの照明が
すぐに消える

「節電起動時間（M314）」の照明点灯時間が
短く設定されていませんか？

P.195

「長持ちモード（M38）」が設定されていま
せんか？

P.198

相手の方の声が
聞こえない

受話音量が「レベル1」に設定されていませ
んか？

P.54

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.26

イヤホンマイク（別売）
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.194

時刻が表示されない E10Kの時刻が消去されています。 P.31
P.213

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。

－

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサ
ポートでご案内しております。
• 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］→［故障診断Q&A］

• パソコンからは ： http://www.kddi.com/customer/
service/au/trouble/kosho/index.html

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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 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E10K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→［トップメニュー・検索］

→［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。
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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

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。

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。
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■ 音や画像の登録先一覧

　データの種類

登録先                 　　　　　　　　　　　

0.3
M
／
1
M
／
2
M
／
３
M
画
像
／
G
I
F
ア
ニ
メ
／ 

デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
エ
モ
ジ

ボ
イ
ス
／
メ
ロ
デ
ィ
／
着
う
た
®　

ム
ー
ビ
ー
／
E
Z
ム
ー
ビ
ー

着
F
l
a
s
h

F
l
a
s
h
®

着信音関連 音声着信音 ○ ○ ○
Eメール受信音
お知らせ受信音
Cメール受信音
ニュースフラッシュ受信音

○

音関連 カウントダウンタイマー音 ○ ○ ○
アラーム音 ○ ○ ○
スケジュールアラーム音 ○ ○ ○

着信画像関連 音声着信画像 ○※1 ○
画像関連 メール送信中画像 ○※1 ○

待受画面 ○ ○
待受アルバム（台紙） ○※2

アラーム画像
カウントダウンタイマーアラーム画像 ○※1 ○

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 ○※1 ○

ペタメモ ○ ○ ○
グラフィックメモ画像 ○※3 ○

○：登録できます。
※1 0.3M／1M／2M／3M画像は登録できません。
※2 ピクチャデータ（GIF）のみ登録できます。
※3 GIFアニメ／GIFアニメのデコレーションエモジはグラフィックメモに登録できません。

◎ 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 ケータイアレンジデータ
オプション辞書 辞書データ
ペタメモ すべてのデータ。ただし、フレーム、スタンプ、デコレー

ションエモジパックなどのデータは登録できません。

編集できる画像の一覧

画像
種類 画像サイズ

画像編集 切
り
出
し

リ
サ
イ
ズ

フ
レ
ー
ム

ス
タ
ン
プ

テ
キ
ス
ト
入
力

画
像
効
果

画
像
調
整

回
転

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

0.3M 横640×縦480 × × × × × × ○ ○
1M 横1,280×縦960 × × × × × × ○ ○
2M 横1,600×縦1,200 × × × × × × ○ ○
3M 横2,048×縦1,536 × × × × × × ○ ○

○：編集可能　×：編集不可

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

画像 .jpg 2MB、2048×1536以下
.gif、.png 512KB、640×640以下

フレーム／スタンプ .png 512KB、640×640以下
アニメ .gif 512KB、640×640以下

.mmf、.m3f、.mqf 512KB、240×240以下
ムービー／
EZムービー

.amc、.3gp、.3g2 ダウンロードしたものは5MB
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
画像（GIFファイルのアニメも含む） .png、.gif、.jpe／

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

.mmf、.m3f、.mqf

ボイス .qcp、.hvs
.3gp、.3g2

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

.vcs、.ics

テキスト（TXT） .txt
辞書データ .dic
ラッピングメールデータ .mcx

◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
◎ メールに添付できるデータは合計で500KB以内、最大5件までです。

■ 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

画像
（GIFファイルのアニメも含む）

.png、.gif、.jpe／

.jpg／.jpeg
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
.3gp、.3g2

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

.vcs、.ics

テキスト（TXT） .txt
辞書データ .dic
ラッピングメールデータ .mcx
装飾データ
（デコレーションメール添付の場合は無効） .ntl

◎ 受信できるデータサイズは685KB（データフォルダでは500KBのデータ
になります）までです。ただし、Eメール装飾データは、2.5KBまでに限定さ
れます。
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 機能リセット（M461）で リセットされる内容

リセット対象 機能リセット後
時間／料金（M12） 前回時間／料金（目安）　0秒／0円

累積時間／料金（目安）　0秒／0円
通話料金表示（M13） OFF
通話料金レート（M14） 1.0倍
音声着信
（M211）

音量 レベル3
メロディ 固定着信音：パターン1
バイブレータ OFF
音声着信画面 コール
着信ランプ コンビネーション1

Eメール受信
（M212）

音量 レベル3
メロディ 固定受信音：メール受信音1
バイブレータ OFF
受信ランプ カラー1
鳴動時間 秒数指定 鳴動時間：5秒

お知らせ受信
（M213）

音量 レベル3
メロディ 固定受信音：メール受信音2
バイブレータ OFF
受信ランプ カラー6
鳴動時間 秒数指定 鳴動時間：5秒

Cメール受信
（M214）

音量 レベル3
メロディ 固定受信音：メール受信音3
バイブレータ OFF
受信ランプ カラー5
鳴動時間 秒数指定 鳴動時間：5秒

ニュース
フラッシュ
受信（M215）

音量 OFF
メロディ 固定受信音：メール受信音2
バイブレータ OFF
受信ランプ カラー6
鳴動時間 秒数指定 鳴動時間：5秒

データ再生音量（M231） レベル10
キー操作音
（M232）

キー操作音 個別音
キー操作音量 OFF

リセット対象 機能リセット後
ウェイクアップトーン（M233） ON
充電開始／終了音（M234） ON
オープン音
（M235）

音量 OFF
メロディ オープン音1

クローズ音
（M236）

音量 OFF
メロディ クローズ音1

イヤホン種類（M241） マイクつき
音出力先（M242） イヤホン＋スピーカー
オート着信（M243） OFF
通話中点灯（M251） OFF
お知らせ通知（M252） OFF
クローズ点灯（M253） OFF
メール送信中（M254） ON

ランプ：カラー5
メール送信確認（M255） ON

デ
ィ
ス
プ
レ
イ（
Ｍ
３
１
）

待受画面
（M311）

壁紙設定 1枚指定：タイムピース
フォルダ指定：グラフィック
待受アルバム：シンプル

時計表示 ピクト時計
並べて表示 OFF
ニュースフラッシュ設定 テロップ：常に表示する

ウィンドウ：常に表示する
表示位置：上

ピクト設定
（M312）

ピクト表示 プリセットデータ
ピクトインフォメーション すべてチェックあり

メール送信中画面（M313） レター
節電起動時間（M314） 1分

照明（M32） ディスプレイ照明
（M321）

輝度：光センサー
時間：10秒

キー照明（M322） ON
文字サイズ
（M33）

発信/着信（M331） 中
発信/着信履歴（M332） 中（2行画像あり）
アドレス帳（M333） 中（2行画像あり）
Eメール（M334） 大
Cメール（M335） 中
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リセット対象 機能リセット後
文字サイズ
（M33）

EZweb（M336） 中
入力文字（M337） 中

Set Language（M34） 日本語
配色設定（M35） ホワイト
ガイド表示切替（M36） ON
エモーションメール表示（M371） ON

フェイス
長持ちモード（M38） OFF
オートロック（M411） OFF

再ロック：OFF
とじるとロック（M412） OFF
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）

ON／OFF設定 OFF
発信元番号リスト 登録なし
指定時間 3分
着信回数 5回
データ消去 消去しない
本体ロック解除 無効

ダイヤル発信制限（M421） OFF
EZweb制限（M422） OFF
メール制限（M423） OFF
EZアプリ制限（M424） OFF
スケジュール制限（M425） OFF
グラフィックメモ制限（M426） OFF
シークレット（M427） OFF
着信拒否
（M43）

指定番号 指定番号設定：OFF
指定番号リスト：登録なし

非通知／公衆電話／
アドレス帳登録外／
通知不可能

すべてOFF

着信履歴保存 ON
発信者番号通知（M44） ON
送出確認設定（M482） 確認画面あり

リセット対象 機能リセット後
入力設定
（M516）

変換モード 予測変換
入力方式 かな方式
候補内キー操作 上下左右キー操作
読み表示 OFF
文頭予測 ON

メール返信時学習（M517） ON
電波OFFモード（M52） 解除
機能中断設定
（M53）

Eメール中断 OFF
EZweb中断 OFF

市外局番メモリ（M542） OFF
auフェムトセ
ル（M552）

設定 OFF

USB設定（M555） 接続時に選択
USB充電（M556） ON
ケータイアッ
プデート
（M56）

自動設定 ON

予約時刻 予約なし

エニーキーアンサー（M57） OFF
着信オープン設定（M58） 状態継続
遠隔マナー解
除（M59）

ON/OFF設定 OFF
発信元番号リスト 登録なし
指定時間 3分

メール保存設定（M50） 保存
自動時刻補正（M61） ON
オートパワーオン（M62） OFF
オートパワーオフ（M63） OFF
ピクト時計（M64） 日付+時計
転送先登録（M726） 登録なし

その他の機能
リセット対象 機能リセット後

メニューデザイン スタンダード
ケータイアレンジ 解除
受話音量 レベル3
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リセット対象 機能リセット後
アドレス帳 表示画面設定 名前順

グループ着信 指定なし
グループ表示画面 名前順

カレンダー 表示切替：1ヶ月表示
アラーム ON／OFF設定：OFF

アラーム名：アラーム1～10
アラーム時刻：00:00
繰り返し：毎日
アラーム音：アラーム音1
アラーム音量：レベル3
アラーム画像：アラーム
スヌーズ設定：OFF
アラーム優先：OFF
アラームメモ：登録なし
バイブレータ：OFF
時刻読み上げ設定：OFF
ランプ：カラー3

ストップウォッチ SPLIT／LAPモード：LAP
SPLIT／LAPタイム：00分00秒00
タイム：00分00秒00

カウントダウンタイマー タイマー時間：01分00秒／03分
00秒／05分00秒／10分00秒／
30分00秒
タイマー名：タイマー01～05
アラーム音：アラーム音3
アラーム音量：レベル3
アラーム画像：アラーム
バイブレータ：OFF
ランプ：カラー3
進捗バー表示：ON

外部キー操作無効設定 解除
簡易留守メモ 簡易留守メモ設定 OFF

応答時間設定 16秒
応答メッセージ設定 通常

グラフィック
メモ

表示切替 一覧表示

リセット対象 機能リセット後
マナーモード マナーモード OFF

オリジナル1マナーモード／
オリジナル2マナーモード

通常マナーモードと同様
※簡易留守メモ：OFF

自動マナー
設定

設定1／設定2 OFF
解除 OFF

フォト 撮影サイズ設定 壁紙モード：壁紙（ワイド）
カメラモード：3M

特殊撮影設定 設定なし
顔変形：パーツ変形（目：丸目、鼻：デ
カ鼻、口：厚口、輪郭：激太り）
キャラクタ変形：1

フォト設定 フォト画質設定：ノーマル
日付スタンプ：OFF
シャッター音：ノーマル

ムービー 録画モード設定 高品質L
ムービー設定 シャッター音：サイン

データ
フォルダ／
microSD
メモリカード

オートプレイ設定 再生方法：通常再生
切り替え時間：普通

QVGAムービー再生方法 横再生
サブフォルダ設定
（フォト／ムービー）

日付別フォルダ表示

サムネイル表示設定 サムネイル表示（大）
（フォト／ムービーなど）
サムネイル表示（小）
（デコレーション絵文字）
リスト表示（サウンド系など）

データ再生音量 音量10
EZweb ブラウザ履歴 なし

EZ設定 画像サイズ設定：標準
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
一発ジャンプ設定：サイトK
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リセット対象 機能リセット後
EZナビ GPS情報通知 ON（確認画面あり）

ナビパスワード変更 0000
プライバシーフィルター 指定番号

（指定番号設定：受信する
指定番号リスト：登録なし）
アドレス帳登録外：受信しない

GPSメールURL 初期値
安心ナビ 許可ユーザーリスト※1 登録なし

登録情報受信 受信しない
応答設定・個別応答設定 自動（確認なし）

EZアプリ 待受EZアプリ設定※2 OFF
待受EZアプリ起動時間 2秒
一発起動設定 設定OFF
EZアプリ並び順※3 下記の順番にリセットされます。

　EZアプリを探そう！
　EZアプリ設定

メニュー表示切替 アイコン表示大

※1 ナビパスワードがリセットされるため全件削除となります。
※2 EZアプリの削除はせずに設定を「OFF」にします。
※3 ダウンロードしたEZアプリがある場合は、ダウンロード日時が新しい順に「EZアプリを探そ

う！」の後に並びます。

リセット対象 機能リセット後
Eメール 受信ボックス 表示形式：3行表示

フォルダロック：解除
送信ボックス 表示形式：3行表示
メール自動受信 ON
メール受信方法 全受信
バックグラウンド受信 ON
添付自動受信 ON

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

フォルダ表示 ON
ラッピングメール表示 ON
プレビュー表示 ON
プライバシー設定 プライバシーメール表示：ON

アドレス登録：未登録
返信先アドレス OFF
差出人名称 OFF
冒頭文（テキスト） OFF
冒頭文（デコレーション） OFF
署名（テキスト） OFF
署名（デコレーション） OFF
返信メール引用 ON
アドレス変更送信 お買い上げ時の登録内容
宛先件数制限 OFF

Cメール 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
受信フィルター 指定番号設定：受信する

アドレス帳登録外／Eメールお知ら
せ：受信する

プレビュー表示 ON
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リセット対象 機能リセット後
すぐ文字 すぐ文字設定 OFF

EZweb接続時の確認画面 チェックなし
メニューの表示順 下記の並び順となります。

　インターネット検索
　キーワード検索
　乗換検索
　地図検索
　Eメール検索
　Eメール本文
　Cメール本文
　ペタメモ（メモ帳）
　漢字チェック
　スケジュールアラーム
　アドレス帳登録（名前）

ケータイ
アップデート

更新用データ なし（破棄）

au one
アドレス帳

自動保存設定 OFF

ICレコーダー 録音 マイク感度：会議
フェイク着信 タイマー起動 1分後
モバイル辞典 ソート 新しい順

 メモリリセット（M462）で リセットされる
内容

「メモリリセット（M462）」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。
• 「エモーションメール（M37）」
のオリジナル

• Eメール装飾データ
• 「緊急用位置確認（M49）」の現
在地確認履歴

• 「単語登録（M511）」
• 「定型文（M512）」
• 「顔文字（M513）」
• 「オプション辞書（M514）」
• 「貼り付け一覧（M515）」
• 「プレフィックス設定（M541）」
• プロフィール
• 文字入力の通常変換機能・予測
変換機能の学習内容／絵文字・
記号の学習内容

• 編集中の着信などで一時保存中
の各データ

• アドレス帳
• アドレス帳のグループ名
• ペア機能の登録内容
• カレンダーの休日設定データ
• スケジュール
• タスクリスト
• 簡易留守メモの録音内容、オリ
ジナル応答メッセージ

• 通話音声メモの録音内容
• Myボイスメモの録音内容
• ICレコーダーの録音内容
• メモ帳
• グラフィックメモ
• ペタメモ
• データフォルダの保存データ※1

• EZwebのお気に入りリスト／
画面メモリスト

• EZwebの一発ジャンプ設定
• EZwebのキャッシュ
• EZニュースフラッシュの配信
情報

• EZナビのMyスポットの登録内
容／GPSメールURL以外の設
定内容※2※3

• EZナビの各種履歴
• 安心ナビの許可ユーザーリス
ト／パートナーリスト／登録情
報受信／応答設定・個別応答設定

• EZアプリ※4

• EZアプリ設定のメニュー表示
切替以外の項目※5

• Eメールの各ボックスの内容
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• Eメールの振分登録の設定／なか
よし登録の設定／フォルダ名／
フォルダロック

• Eメールの受信／送信履歴
• Cメールの各ボックスの内容
• 緊急地震速報受信履歴
• Cメールの署名の名前
• Cメールの受信フィルターの指
定番号リスト

• 発信履歴／着信履歴
• ケータイアレンジ（ダウンロード
したファイルで設定した場合）

• ダウンロードしたフレーム／ス
タンプ

• モバイル辞典の検索履歴／単語
帳

※1 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。

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

※3 GPS情報通知：ON（確認画面あり）
※4 リセットにより削除されるEZアプリにつ

いては、「リセットにより削除されるEZア
プリについて」（▶P.203）をご参照くださ
い。

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

◎ 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（M462）」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（M462）」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 3.0インチ、最大26万色、TFT全透過型液晶

240×400ドット（ワイドQVGA）
質量 約124ｇ（電池パック含む）
連続通話時間 約260分
連続待受時間 約350時間
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

約50mm×107mm×17.4mm

◎ 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E10K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2.0W/kgです｡この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は
0.565W/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
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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F（0105FCA）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F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

一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/index02.html

※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）

■ Eメール
新規作成 宛先※1 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※2 添付データ名（半角45文字以内）※3

5データまで添付可
5データを合計して最大500KB（符号
化して685KB）

受信 差出人 日時、差出人、宛先（To、Ccを含め半角
640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※2 添付データ名（半角128文字以内）※3

1データあたり最大約500KB（符号化
して685KB）

受信ボックス
（＋インフォボックス）

保存容量 約2.5MB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1MB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
※1 「送信・作成に関する設定をする」（▶P.81）の「宛先件数制限」を「ON」にすると、最大5件

（To／Cc／Bccを含む）に制限できます。
※2 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。

※3 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。
※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。
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◎ 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 10件

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1,024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

■ 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／200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331万画素
フォト 撮影

サイズ
壁紙（標準） 240×320※1

壁紙（ワイド） 240×400
0.3M 640×480
1M 1,280×960
2M 1,600×1,200
3M 2,048×1,536

3.2倍ズーム 30段階
2.6倍ズーム 20段階
3.2倍ズーム 10段階
1.6倍ズーム 5段階
1.3倍ズーム 5段階
－

撮影可能
枚数

最大1,000枚※2（壁紙サイズの場合）

ムービー 録画
モード

高品質L（横176×縦144）
長時間（横176×縦144）

4.4倍ズーム 20段階
4.4倍ズーム 20段階

録画時間 高品質L：最大15秒
長時間： 最大60秒（データフォルダ保存時）

最大3,600秒（microSDメモリカード保存時）※3

録画可能
件数

最大722件※2

※1 「組合せ撮影」、「顔変形」、「連写」の場合は、「壁紙（標準）」と同様です。
※2 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存してい

るその他のデータの容量などによって変わります。
※3 市販品のmicroSDメモリカード（2GB～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。
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■ データフォルダ
全データ 保存可能件数 最大1,000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 1,000枚
（30KB程度）

壁紙（ワイド） 240×400 1,000枚
（50KB程度）

0.3M 640×480 1,000枚
（100KB程度）

1M 1,280×960
（ファイン）

約205枚
（500KB程度）

1M 1,280×960
（ノーマル）

約341枚
（300KB程度）

2M 1,600×1,200
（ファイン）

約146枚
（700KB程度）

2M 1,600×1,200
（ノーマル）

約205枚
（500KB程度）

3M 2,048×1,536
（ファイン）

約68枚
（1,500KB程度）

3M 2,048×1,536
（ノーマル）

約128枚
（800KB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722件
（150KB程度）

長時間（60秒） 約128件
（800KB程度）

Eメール
フォルダ

受信ボックス 最大1,000件
送信ボックス 最大1,000件

※1 EZニュースフラッシュ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。

◎ 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。

■ 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

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10,000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 ファイル名 全角128／半角256文字
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名前から引く索引

数字／アルファベット
AC Adapter AO ........................217
AC Adapter CHA .....................217
AC Adapter CHARGY ............217
AC Adapter MIDORI ...............217
AC Adapter MOMO .................217
AC Adapter RANGERS..........217
AC Adapter REST ...................217
AC Adapter SHIRO .................217
ACアダプタ .................................... 28
au ICカード ............................26、31

エラー ....................................... 30
取り付け ................................... 32
取り外し ................................... 32

au one アドレス帳........................ 52
au one メール ............................... 86
auオンラインマニュアル
（M#） .............................................216
auキャリングケースF
ブラック ........................................217
au国際電話サービス ...................... 57
au証明書 .......................................205
auで着信確認 ................................. 59
auのネットワークサービス ........120

au.NET ..................................134
PacketWIN ..........................134
遠隔操作サービス ......125、128
お留守番サービス .................120
お留守番サービス総合案内
 ................................................121
海外の電話へ転送 .................127

ご利用パケット通信料 ..........135
三者通話サービス .................129
受信拒否リスト .....................133
選択転送 .................................127
蓄積停止 .................................124
着信お知らせ .........................123
着信転送サービス .................125
通話明細分計サービス ..........134
データ通信サービス..............134
伝言お知らせ .........................123
伝言の録音 .............................122
転送停止 .................................127
パケット通信 .........................134
発信番号表示サービス ..........130
番号通知リクエスト
サービス .................................131
フル転送 .................................127
ボイスメールの録音..............122
待ちうた .................................131
待ちうた情報お知らせ
サービス .................................132
無応答転送 .............................126
迷惑電話撃退サービス ..........133
話中転送 .................................126
割込通話サービス .................128

auフェムトセル（M552） ...........209
cdmaOne簡易アンテナD ..........217
Cメール ........................................... 87

Cメール安心ブロック機能 ..... 93
Cメール一覧画面 .................... 89
Cメール設定 ............................ 94
Cメール内容表示画面 ......89、90

EZwebで接続 ......................... 91
Eメールお知らせ ..................... 94
Eメール作成 ............................ 91
アイコン ................................... 89
アドレス帳へ登録 ............90、91
エモーションメール表示 ......197
緊急地震速報 ........................... 91
削除........................................... 90
受信........................................... 88
受信フィルター ....................... 94
受信フィルターへ登録 ............ 90
受信ボックス ........................... 89
署名........................................... 94
選択保護／解除 ....................... 90
送信........................................... 87
送信結果詳細 ........................... 90
送信ボックス ........................... 89
蓄積機能 ................................... 94
デコレーションメール作成 .... 91
発信........................................... 90
ぷりペイド送信 ....................... 88
プレビュー表示 ....................... 94
編集........................................... 90
保護／保護解除 ....................... 90
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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



248

付
録
／
索
引

た場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス
ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも
のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に
不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊
社等はその責任を一切負いません。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（10） その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにそ
の他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しな
いこと。

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

なる環境のパソコンを利用されている場合。
■ サービスの中止及び中断
1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の

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

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

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

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

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

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

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

－以　上－
■ 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意
• 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
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。
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• 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。
• 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
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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－

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。
（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－

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

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

ルされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ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。
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（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－

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

て本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
（2） 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、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、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ
の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下
「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停
止又は解除の日以降お客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契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止するこ
とができるものとします。

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

（9） 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害
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。
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（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アプリ対応端末機器に関して損害を被った
場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するも
のとします。

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

－以　上－

ケータイ探せて安心サービス 利用許諾契約
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｛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－

電子ブックビューア利用規約
ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。（必須）
■利用契約
お客さまがKDDI株式会社、シャープ株式会社｛連絡先：sstbooks-e@sst.ne.jp｝
（以下「当社」といいます）が提供する『電子ブックビューア』（以下「本アプリケー
ション」といいます）を利用するにあたっては、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、当社による電子書籍コンテンツサービスのために、

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

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

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

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

（5） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
（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。
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（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、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電
話は一切の責任を負いません。

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

－以　上－
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.

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.

本製品はアウトラインフォントとして株式会社モリサワのKeiType（書体として
は新ゴR）を採用しています。KeiType、新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。
iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。
"iWnn"© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2007 All Rights Reserved.

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。

本製品は、株式会社ACCESSのNetFront M-IMAP Client, NetFront SMIL 
Player, NetFront Sync Clientを搭載しています。
ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国、およびその他の国における
株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
© 2008 ACCESS CO., LTD. All rights reserved
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「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。

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© 2010 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI 
Managerが搭載されています。
Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.

Microsoft®、Windows®およびWindows®XP／Windows Vista®／Windows® 
7は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標で
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。

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT 
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL 
USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE 
WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) 
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER 
ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/
OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG 
LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL 
BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION 
INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND 
COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM 
MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

「フロントジョグ」「マナートーク」「すぐ文字」「ピクトインフォメーション」「エ
モーションメール」「ペタメモ」は京セラ株式会社の登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれて
います。
This software is based on the work of the Independent JPEG Group.

その他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。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェ
アについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際
しては、以下の点に注意ください。
（a）  ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解

析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
（b）  法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりませ

ん。

（c）  ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害など
の黙示の保証を行うものではありません。

本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその
関連法令）の適用を受ける場合があります。
また米国政府機関が定める米国輸出規制（Export Administration Regulations、
およびその他の関連法令）、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。
本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場
合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。
詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い
合わせください。
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