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ごあいさつ
このたびは、E10Kをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いく
ださい。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管
してください。『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップ
もしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

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

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

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

安全上のご注意
E10Kをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正
しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポート
で症状をご確認ください。
• E10Kからは ： 待受画面でR→［トップメニュー・検索］→［auお客さ
まサポート］→［オンラインマニュアル］→［故障診断Q&A］
• パソコンからは ： http://www.kddi.com/customer/service/au/
trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって
• サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では
通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ
ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途
切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
• au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通
話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう
と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
• au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性
がないとは言えませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通
話上の高い秘話機能を備えております。）
• E10Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使
用はできません。
• au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受け
ていただくことがあります。
• 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電
話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報
を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
• 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意くだ
さい。
• お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、
正しい使いかたをご指導ください。

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


1

免責事項について
◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ
の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用によ
り生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

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

 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を
負いません。

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

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

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

安全上のご注意
■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
● この「安全上のご注意」にはE10Kを使用するお客様や他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきた
い事項を記載しています。

● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

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

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

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

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

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

■ 図記号の説明

行ってはいけない（禁止）
内容を示しています。

水に濡らしてはいけない
（禁止）内容を示していま
す。

分解してはいけない（禁
止）内容を示しています。

必ず実行していただく
（強制）内容を示していま
す。

濡れた手で扱ってはいけ
ない（禁止）内容を示して
います。

電源プラグをコンセント
から抜いていただく（強
制）内容を示しています。
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■ E10K本体／電池パック／充電用機器／
au ICカード共通

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用する
と破裂・発火・火災・漏液の原因となります。
E10K専用周辺機器：
• 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
• 共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
• 卓上ホルダ（KY006PUA）（別売）
• 電池パック（KY006UAA）
• 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（0201QVA）（別売）
• 共通DCアダプタ01（0201PEA）（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）
• ポータブル充電器01（0201PDA）（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）
AC Adapte r M IDOR I、AO、SHIRO、MOMO、CHA、REST、
RANGERS、CHARGYは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

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

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、
必ず事前にE10Kの電源をお切りください。また、充電もしないでくだ
さい。ガスに引火するおそれがあります。

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

加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れないでください。破裂・
発火・火災・発熱の原因となります。

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けが
の原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障など
による修理は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡くださ
い。

接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物（金属片・鉛
筆の芯など）を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでくだ
さい。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えない
でください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。

使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が
起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中
であればまず指定の充電用機器（別売）をコンセントまたはシガーライ
タソケットから抜き、熱くないことを確認してから、電源を切り、電池
パックをはずしてauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡く
ださい。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。
感電・けがの原因となります。

E10K本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路
のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電に
よる故障は保証の対象外となり修理ができません。

E10Kは防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続
端子カバー、電池パックカバーなどからE10K本体内部に入った場合に
は、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因
となります。

落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップ
もしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなど
の誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。

直射日光のあたる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所、湿気やほ
こりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。
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本製品を長時間ご使用になる場合、とくに高温環境では熱くなることが
ありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用していると、
低温やけどになるおそれがあります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでくだ
さい。落下してけがの原因となります。また、E10Kがバイブレータ設定
になっている場合、振動により落下する可能性があるためとくにご注意
ください。

外部から電源が供給されている状態のE10K・電池パック・指定の充電用
機器（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでくださ
い。故障による内部データの消失の原因となります。

au lCカードを折ったり、曲げたり、重いものを載せたりしないでくださ
い。故障の原因となります。

au lCカードのIC（金属）部分に不用意に触れたり、ショートさせたりし
ないでください。データの消失や故障の原因となります。

au lCカードのIC（金属）部分を傷つけないでください。故障の原因とな
ります。

au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。

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

■ E10K本体について

自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中に携帯電話を使用しない
でください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中
の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車
運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

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

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する
電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社で
はご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社に
お問い合わせください。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気
機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・
機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。
1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されて
いる方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなど装着部から22cm以
上離して携行および使用してください。

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

3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
• 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携
帯電話を持ち込まない。
• 病棟内では、携帯電話の電源を切る。オートパワーオン機能やア
ラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あら
かじめ設定を解除してから電源を切る。
• ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電
話の電源を切る。
• 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めてい
る場合は、その医療機関の指示に従う。

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

 ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止す
るための携帯電話端末等の使用に関する指針」（平成9年3月不要電
波問題対策協議会［現電波環境協議会］）に準拠し、また「電波の医用
機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成17年3月「一般社団
法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

 CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に
上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されて
います。
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高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を
与える場合があります（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペー
スメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医
用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による
影響についてご確認ください）。

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

イヤホン（別売）を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞
こえにくいと、事故の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにE10Kの使用を中止してくださ
い。落雷・感電の原因となります。E10Kの電源を切って、安全な場所へ
移動してください。

E10K本体は完全防水ではありません。下記1～4及びP.11～14の「防
水のご注意」に記載されている内容を守らずにご使用になると、発火・発
熱・傷害・感電・故障の原因となります。
1. 水中で使用（キー操作を含む）しないでください。
2. 常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。
3. 規定（IPX5・IPX7）（P.11）を超える強い水流を当てたり、水中に長
時間沈めたりしないでください。

4. 砂浜などの上に置かないでください。

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障が
いを起こす原因となります。
また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与え
ることがあります。

E10Kが破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出
部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。
そのまま使用せずauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡く
ださい。

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

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光
の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉
のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験
のある方は、事前に必ず医師と相談してください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの
集光作用により、発火・火災の原因となります。

通常は外部接続端子カバー、電池フタなどをはめた状態で使用してくだ
さい。カバー類をはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や
電子回路のショートによる故障の原因となります。

受話口部・スピーカー部の吸着物にご注意ください。受話口部・スピー
カー部には磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキ
ス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の
際、受話口部・スピーカー部に異物がないか必ず確かめてください。

E10Kのハンドストラップなどを持って振り回したり、E10K本体をむ
やみに振らないでください。周囲の人や物にあたり、故障やけがの原因
になります。

E10Kを閉じるときは、指や手などをはさまないように閉じてくださ
い。けがの原因となります。

E10Kを開くときはヒンジ部（つなぎ目）に指や手をはさまないように
ご注意ください。けがの原因となります。乳幼児の手の届く場所には置
かないでください。

直接またはイヤホン（別売）を使用したりして耳を刺激するような大音
量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることが
あります。

キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁
気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけたり、はさんだりし
ないでください。磁気データの消失の原因となります。

E10K本体は、周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～40℃であれば一
時的な利用は可能です。）、湿度35%～90%の範囲で使用してくださ
い。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所での使用による故障と判明
した場合は保証による修理はできません。
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ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったま
ま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切ら
ないようご注意ください。

microSDメモリカード（市販品）を挿入状態から、無理に引き抜かない
でください。故障・内部データ消失の原因となります。

microSDメモリカード（市販品）は、指定品以外を使用しないでくだ
さい。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、
『E10K取扱説明書詳細版』「microSDメモリカードを利用する」をご覧
いただくか、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。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く
ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ
る場合があります（下表参照）。

E10Kで使用している各部品の材質は次の通りです。
使用場所 使用材料 表面処理

外装ケース（LCDフロントケース、
キーフロントケース、キーリアケー
ス）

PA＋GF樹脂 アクリル系UV硬化塗装
処理

外装ケース（LCDリアケース） PC+GF樹脂 アクリル系UV硬化塗装
処理

電池フタ、マナーキー、ヒンジカバー、
アドレス帳キー、フロントジョグ、
センターキー、メールキー、アプリ
キー、EZキー、発信／ペアキー、
クリア／メモキー、電源／終了キー、
ダイヤルキー、キー、#キー

PC樹脂 アクリル系UV硬化塗装
処理
※ フロントジョグ：下地
は蒸着処理

キープレート PET樹脂 －
クッション（ダイヤルキー下部） ポリウレタン

樹脂 －

赤外線ポート窓部、カメラプレート、
ウィンドウパネル部

PC樹脂 アクリルコーティング、
化学硬化処理

着信（充電）ランプ窓部 アクリル樹脂 －
外部接続端子カバー PC樹脂＋

TPE樹脂
アクリル系UV硬化塗装
処理

ロックスイッチ POM樹脂 －
充電端子 りん青銅 金メッキ処理

（下地：ニッケル）

■ 電池パックについて
（E10Kの電池パックはリチウムイオン電池です）
電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。
充電してからお使いください。
なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書また
は電池パック（KY006UAA）（別売）の取扱説明書をご参照
ください。

電池パックの（＋）と（－）をショートさせないでください。破裂・発火・発
熱の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピンなど）など
と接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、
過大な電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因となります。

電池パックをE10Kや充電用機器に接続するときは、（＋）（－）を逆にし
ないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続で
きないときは無理せず接続部を十分にご確認ください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破
裂・発火・発熱・漏液の原因となります。

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

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直
接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠
ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。
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電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、
ペットの尿などで濡らさないでください。また濡れた電池パックは充電
しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となり
ます。

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ち
に医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗
い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。

不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保
護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご
協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行って
おります。

電池パックに巻き付けてあるシールをはがさないでください。故障の原
因となります。

■ 充電用機器について

共通DCアダプタ01（別売）などの車載機器は、運転操作やエアーバッグ
などの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事
故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。

卓上ホルダ（別売）を車内で使用しないでください。落下・運転の妨げに
より事故の原因となります。卓上ホルダ（別売）は室内の安定した場所で
の使用を前提としております。

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてくだ
さい。電池パックの漏液・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。au
ショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

雷が鳴り出したら指定の充電用機器（別売）に触れないでください。落雷
による感電などの原因となります。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電
などの原因となります。
• 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）は日本国内家庭用AC100V
を使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器
を使用しての充電は行わないでください。
• 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）
はAC100Vから240Vまで対応しておりますが、E10Kにおいては日
本国内のみでご利用いただくことができます。
• 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）はDC12VまたはDC24V
のマイナスアース車で使用してください。

指定のACアダプタ（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに
金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発
火・火災・感電・けがの原因となります。

充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットか
ら抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまたはシガーライ
タソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な
場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。

指定の充電用機器（別売）は防水性能を有しておりません。水やペットの
尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感
電・電子回路のショートの原因となります。万一、液体がかかってしまっ
た場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケッ
トから抜いてください。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。
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風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電
や故障の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災
の原因となります。

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

指定の充電用機器（別売）の電源コードを傷つけたり、加工したり、ね
じったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりし
ないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発
火・火災・感電・ショートの原因となります。

お手入れをするときには、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコン
セントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお
手入れをすると感電やショートの原因となります。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってく
ださい。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまたはシガーライタ
ソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源
コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となり
ます。

共通DCアダプタ01（別売）には、指定のヒューズ（250V、1A）を使用し
てください。指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因と
なります。（ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01（別売）の取扱説明書
をよくご確認ください。）

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないで
ください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取扱上のお願い
性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお
読みになって、正しくご使用ください。
■ 登録内容／メール／データなどについて
● E10Kに登録されたアドレス帳／データフォルダ／Eメール／Cメール／お気
に入りリストなどの内容は、事故や故障／修理、その他取り扱いによっては変
化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、
消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー
電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ E10K本体／電池パック／充電用機器／au ICカード共通
● 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因と
なりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの
中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなく
ても保証の対象外となります。

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

 - 充電用機器

● 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃～35℃（ただし、
36℃～40℃であれば一時的な利用は可能です。）、湿度35%～90%の範囲
内でご使用ください。

 - E10K本体 - 電池パック

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

● 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れ
ていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加え
て端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。

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

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

● 通話中、EZwebの接続中、メールなどの利用中や充電中など、ご使用状況に
よってはE10K本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
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● 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池
パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

● お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱
いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用して
いるかをご注意ください。

■ E10K本体について
● E10K本体（電池パックを取りはずした面）に貼ってある製造番号の印刷され
たシールはお客様のE10Kが電波法および電気通信事業法により許可された
ものであることを証明するものですので、はがさないでください。

● E10Kに保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料／無料は問わな
い）などは、機種変更／故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐこと
はできませんので、あらかじめご了承ください。

● E10Kで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています
が、一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合
があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

● 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

● E10K本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部（つなぎ目）に無理な力が加わら
ないようにしてください。振り回したりそらしたりしてE10K本体に無理な力
が加わると、故障や破損の原因となりますので取り扱いには十分ご注意くだ
さい。

● 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでくださ
い。傷の発生や、破損の原因となることがあります。

● ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご
注意ください。

● ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬
い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディス
プレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがあります
のでご注意ください。

● 偏光サングラスなどをかけた状態でディスプレイを見ると、角度によっては
暗く見えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意ください。

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

● 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用され
た場合、E10K内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このよう
な条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

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

● ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。E10Kを閉
じたときキーなどが押されるなどして誤動作したり、クローズ時のキー操作
ができなくなることや利用可能時間が短くなることがあります。また、E10K
本体が損傷するおそれがあります。

● データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異
なる動作をする場合があります。

● フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、
ムービー録画、EZwebなどを繰り返し長時間連続作動させた場合、E10K本体
の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合
がありますので、ご注意ください。

● 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意くだ
さい。

● E10Kは、盗難･紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご
利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場
合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショッ
プもしくはPiPitにご来店ください。なお、変更手続きは有償となります。

● 周囲の明るさは光センサー（P.31）で感知しています。指などで覆わないように
ご注意ください。

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

● 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高
温多湿を避けて保管してください（電池パック用ケースは予備電池パック（別
売）に付属しています）。 
ただし、長期間充電をしない場合、E10K内部のデータが消失することがあり
ますのでご注意ください。

● 初めてご使用になるときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に充電し
てください（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではあり
ません）。
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● 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合や膨らみ
が発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入くだ
さい。なお、寿命は使用状態により異なります。

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

● 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合がありま
す。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について
● ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセン
トまたはシガーライタソケットからはずしてください。

● E10Kの充電用端子、卓上ホルダ（別売）の端子部は、ときどき乾いた綿棒など
で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

● 指定の充電機器の電源コードを電源プラグ・卓上ホルダ（別売）に巻きつけな
いでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ au lCカードについて
● au lC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。また、解約などで不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitま
でお持ちください。

● au lCカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないよう
にしてください。

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

● au ICカードのIC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

● お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。

● au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

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

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

● au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカード以外の
カードを本製品に挿入して使用することはできません。

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

● ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

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

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

● カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記
録を行うことはやめてください。

■ 著作権／肖像権について
● お客様がE10Kで撮影／録画／録音したものを複製、改変、編集などをする行
為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害と
なる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

● 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権
や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人とし
て楽しむなどの目的であっても、撮影／録音を制限している場合があります
のでご注意ください。

● 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で
使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。
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＜E10Kの記録内容の控え作成のお願い＞
● ご自分でE10Kに登録された内容や、外部からE10Kに受信・ダウンロード
した内容で、重要なものは控え※をお取りください。

 E10Kのメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などに
より、記録内容が消えたり変化することがあります。
※ 控え作成の手段
• アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要
なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付
して送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控
えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ
• 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されていま
す。
• 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
• 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載
漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
• 乱丁、落丁はお取り替えいたします。
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 防水のご注意
E10K本体は、IPX5相当、IPX7相当の防水性能（外部接続端子カバー・電池フタが
完全に装着された状態）（当社試験方法による）を備えておりますが、P.11～14に
記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因
となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などのおそれがあります。安全にお使いいただ
くために、P.11～14の内容をよくお読みになってからご使用ください。
• IPX5相当
 内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル／分の水を3
分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電
話機としての性能を保つことを意味します。
• IPX7相当
 常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間
水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味
します。
• 具体的には…
 雨（1時間あたりの雨量が20mm未満）の中で傘をささずにお使いいただけます。
 バスルームやキッチン、プールサイドなど水がある場所でもお使いいただけます。

ご使用にあたっての重要事項
• 浸水の原因となるため、外部接続端子カバー
をしっかりと閉じて、電池フタを確実に取り
付けてロックをしてください。 
 カバーやフタが浮いていることのないよう
に、完全に閉じていることを確認してくださ
い。

• 接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1個など）がわずかでも挟まると浸水の原
因となります。
• 砂浜などの上に置かないでください。送話口・受話口・スピーカーなどに砂など
が入り音が小さくなる場合があります。
• 水中で使用（開閉、キー操作を含む）しないでください。
• 常温の真水・水道水以外の液体（石けん・洗剤・入浴剤、温泉、熱湯、砂・泥、海水、
プールの水、アルコールなど）をかけたり、浸けたりしないでください。

石けん・洗剤・入浴剤 海水 プールの水温泉 熱湯 砂・泥

外部接続端子カバーの閉じかた
カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹
で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いてい
ることのないように確実に閉じてください。

① ②

電池フタの閉じかた
電池フタが浮いていることのないように、確実に閉じてください。
1 電池フタの先端のツメ部を斜めにして本体に入れます。
2 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
必ず確認します。

3 ロックスイッチを矢印が見えなくなるまで右側にスライドさせます。

1 2

3
③①

①
③

②②

電池パックの取り付けかたについては、「電池パックを交換する」（→95ページ）を
ご参照ください。
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注意事項について

■ 利用シーン別注意事項
＜雨の中＞
• 強い雨（1時間あたりの雨量が20mm以上）の中で使用しないでください。
• 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、電
池フタの開閉は絶対にしないでください。
＜バスルーム＞
• 浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでく
ださい。
• 石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
• 温水シャワーを直接当てないでください。
• 高温のお湯をかけないでください。
• バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
• 周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能で
す。）、湿度35％～90％の範囲で使用してください。
• 卓上ホルダ（別売）をバスルームへ持ち込まないでください。また、結露した状態
では使用しないでください。
＜キッチン＞
• 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けた
りしないでください。
• 高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
• コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでく
ださい。
• 強い流水（6リットル／分を超える）をかけないでください。
＜プールサイド＞
• プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しな
いでください。
• プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合に
は速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用し
ないでください。
※：やや弱めの流水（6リットル／分以下）

■ 共通注意事項
• 外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは裏側のゴムパッキンが正し
い位置にあることを確認のうえ、確実に取り付けてからロックをかけてくださ
い。微細なゴミ（繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など）がわずかでも挟まる
と、浸水の原因となります。
• 外部接続端子カバー・電池フタの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでくだ
さい。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
• 手袋などをしたまま、外部接続端子カバーの開閉をしたり、電池フタの取りはず
し・取り付けをしたりしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ
（繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など）がわずかでも挟まると、浸水の原因と
なります。
• 外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタの取りはずし・取り付けをしたりす
るときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してくだ
さい。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバーやフ
タに挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わずかでも付着している場
合は、本体や手の水滴・砂・汚れなどを繊維くずの出ない乾いた清潔な布で拭き
取ってから、作業を行ってください。
• 本体に水滴が付着したまま放置しないでください。ヒンジ部などの隙間から水
分が入り込んでいる場合があります。また、濡れたままですと、音が小さくなる
場合があります。水で濡れた場合は、本体を振る（→13ページ）などして水を取
り除き、本体から出た水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布で速やかに拭き
取ってください。寒冷地では、E10K本体に水滴が付着していると、凍結し故障
の原因となります。
• E10K本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬
品、汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分（海水・洗剤など）、
または砂・泥などが付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してくだ
さい。洗う際にブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバーが開かな
いように押さえながら手で洗ってください。
※：やや弱めの流水（6リットル／分以下）
• 耐水圧設計ではありませんので、規定（IPX5・IPX7）を超える強い水流（例えば、
蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を当てたり、水
中に長時間沈めたりしないでください。
• 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
• 水中で強い衝撃を与えないでください（例：水の張った洗面台、トイレ、洗濯機に
落とさないでください）。
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• E10K本体以外の付属品（卓上ホルダ（別売）など）は、防水性能を備えておりま
せん。
• E10K本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。充電端子部に
水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
• 送話口・受話口・スピーカーの穴を尖ったものでつつかないでください。
• 外部接続端子カバー・電池フタ裏側のゴムパッキンは、防水性能を維持するため
の重要な部品です。以下のことにご注意ください。
- はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ（繊維くず、髪の毛一
本、土、砂粒一個など）がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますの
で、必ず取り除いてください。
- 真水・水道水以外の液体（温水や塩水、洗剤、薬品、汗など）が付着すると、防水
性能を維持できなくなる場合があります。
- カバー類、フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してくだ
さい。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防水
性能が維持できなくなる場合があります。
- 防水性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換す
ることをおすすめします。部品の交換については、お近くの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。

• 落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水性能が維持できな
くなる場合があります。
• E10K本体は水に浮きません。
• 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしない
でください。本体は耐熱設計ではありません。
• 周囲温度5℃～35℃（ただし、36℃～40℃であれば一時的な利用は可能で
す。）、湿度35％～90％の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場
所や寒い場所で使用すると、防水性能が維持できない場合があります。
• 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに
E10Kを持ち込むときはE10Kが常温になってから持ち込んでください。本体は
結露に対して特別な対策を実施しておりません。
※ ディスプレイの内側に結露が発生した場合は、結露がとれるまで常温で放置
してください。

• 想定される使われ方に即した試験を行い、性能を満足することを確認していま
すが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではあり
ません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外
となり有償修理となります。

■ 水で濡れたときは
E10K本体に水滴が付着したまま使用すると、送受話口に水がたまり、一時的にス
ピーカーの音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうこと
があります。また、ヒンジ部、充電端子部などの隙間から水分が入り込んでいる場
合がありますので、下記の手順で本体の水分を取り除いてください。

1 本体表面の水分を繊維くずの
出ない乾いた清潔な布などで
よく拭き取ってください。

2 振りかたについて
① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。
※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

ヒンジ側：各20回以上 送話口・受話口側：各10回以上

② 出てきた水分を拭き取ります。
※ 送話口、受話口、スピーカー部は特に水が抜けにくいため、押し付けるよう
に各部分を下側にして拭き取ってください。

③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。
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3 繊維くずの出ない乾いた清潔な
布などに本体を軽く押し当て、送
話口・受話口・スピーカー・ヒンジ
部・充電端子部などの隙間に入っ
た水分を拭き取ってください。

4 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間
以上放置して乾燥させてください。
上記手順を行ったあとでも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて
困るもののそばには置かないでください。
また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意くだ
さい。

■ 充電のときは
付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には
次の点をご確認ください。
• E10Kが濡れていないかご確認ください。濡れている場合はよく水抜きをして
繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで拭き取ってから卓上ホルダ（別売）に差
し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
• 水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして繊維くずの出ない乾いた清
潔な布などで水を拭き取ってから、卓上ホルダ（別売）に差し込んだり、外部接続
端子カバーを開いたりしてください。
• 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを
閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ（別売）
を使用して充電することをおすすめします。
※ E10Kが濡れている状態では絶対に充電しないでください。充電端子部に水
が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。

※ 濡れた手で指定のACアダプタ（別売）、卓上ホルダ（別売）に触れないでくださ
い。感電の原因となります。

※ 指定のACアダプタ（別売）、卓上ホルダ（別売）は、水のかからない状態で使用
してください。火災や感電の原因となります。

※ 指定のACアダプタ（別売）、卓上ホルダ（別売）は、お風呂場、シャワー室、台
所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災や感電の原因となり
ます。
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ご利用いただく各種暗証番号について
E10Kをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗
証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないよ
うご注意ください。
●  暗証番号
使用例 ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する

場合
② お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照
会・申込・変更をする場合

③ Eメールの「アドレス変更・その他」から各種設定変更をする場合
初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●  ロックNo. ●  PINコード
使用例 電話機本体の各種設定など

を変更する場合
使用例 第三者によるau ICカードの

無断使用を防ぐ場合
初期値 1234 初期値 1234

●  EZパスワード
使用例 EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●  プレミアムEZパスワード
使用例 ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除

する場合
② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

●  ナビパスワード
使用例 ① 安心ナビの起動

② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値 安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

プライバシーを守るための機能について
保存されているデータのプライバシーを守るために、E10Kには次の
ような機能が用意されています。

機能 設定方法
「アドレス帳ロック（M413）」 設定方法は、『E10K取扱説明書詳細版』※「アド

レス帳の操作を制限する（M413）」をご参照く
ださい。

「遠隔ロック（M414）」 設定方法は、『E10K取扱説明書詳細版』※「遠隔
ロックを設定する（M414）」をご参照ください。

「シークレット（M427）」 設定方法は、『E10K取扱説明書詳細版』※「シー
クレット情報を表示するかどうかを設定する
（M427）」をご参照ください。

データフォルダの
「プライベート」フォルダ

詳しくは、『E10K取扱説明書詳細版』※「プライ
ベートフォルダについて」をご参照ください。

Eメールの
「プライバシー設定」

設定方法は、『E10K取扱説明書詳細版』※「プライ
バシーメールを設定する」をご参照ください。

※『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダウンロードできます。

 PINコードについて
au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PIN
コードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違え
るとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除
コードを利用して解除できます。

■ PIN1コード
第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変
更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすること
ができます。詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』「PINコードを設定す
る（M47）」をご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホーム
ページからダウンロードできます。
• お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、
「入力要否設定（M472）」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要
否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
• お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、
「PINコード変更（M471）」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好
きな番号に変更できます。
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■  セキュリティPINコード
EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすま
しを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合
があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セ
キュリティPINコードの入力を必要にすることができます。詳しくは
『E10K取扱説明書詳細版』「PINコードを設定する（M47）」をご参照く
ださい。『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダウンロー
ドできます。
• お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されて
いますが、「入力要否設定（M472）」で「入力必要」に変更できます。な
お、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必
要です。
• お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されてい
ますが、「PINコード変更（M471）」でお客様の必要に応じて4～8桁
のお好きな番号に変更できます。

■  署名PINコード
デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。
• 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更
（M471）」でお客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更で
きます。詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』「PINコードを設定する
（M47）」をご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホーム
ページからダウンロードできます。
• 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問
い合わせください。

■  PINロック解除コード（PIN1コード／
セキュリティPINコード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力す
ることでロックを解除できます。

• PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラス
ティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時に
はすでに決められています。
• PINロ ック解除コードを入力した場合は、「PINコ ード変更
（M471）」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設
定してください。詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』「PINコードを
設定する（M47）」をご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』は
auホームページからダウンロードできます。
• PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・
PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■  PINロック解除コード（署名PINコード用）
署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除で
きます。
• PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、「PIN
コード変更（M471）」で新しく署名PINコードを設定してください。
詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』「PINコードを設定する（M47）」
をご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページか
らダウンロードできます。
• PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名がで
きなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせ
ください。
• PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

◎ 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット
（M46）」を行ってもリセットされません。「リセット（M46)」については
『E10K取扱説明書詳細版』「設定や保存データをリセットする（M46）」を
ご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダウン
ロードできます。
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  マナーについて
 使う場所や声の大きさに気をつけて！
映画館や劇場、美術館、図 •
書館などでは、発信を控え
るのはもちろん、着信音で
周囲の迷惑にならないよう
に電源を切るか、マナー
モードを利用しましょう。
街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。 •
新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからな •
い場所へ移動しましょう。
通話中の声は大きすぎないようにしましょう。 •
携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の •
許可を得てからにしましょう。

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に
弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れ
ずに楽しく安全に使いましょう。

 こんな場所では、使用禁止！
自動車や原動機付自転車運 •
転中の使用は危険なため法
律で禁止されています。ま
た、自転車運転中の使用も
法律などで罰せられる場合
があります。
航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。 •

 周りの人への配
慮も大切！
満員電車の中など混雑した •
場所では、付近に心臓ペー
スメーカーを装着している
方がいる可能性があります。
携帯電話の電源を切っておきましょう。
病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定 •
めている場所では、その指示に従いましょう。

マナーもいっしょに携帯しましょう
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他の携帯電話やパソコンにメールを送る
ことができます。
デコレーションメールも送受信できます。

Eメール

64ページから

携帯電話の基本
 E10Kでできること

EZwebでは、かんたんにインターネットを
楽しめます。着うた®や壁紙ダウンロード
などのコンテンツをご利用いただけ
ます。

81ページから

EZweb

最新のニュースや天気を、情報料・
通信料共に無料で待受画面に
お届けする情報配信サービスです。

「すぐ文字設定」を「ON」に設定すると、
待受画面で文字・数字を入力できるよ
うになり、入力した数字で電話をかけ
たり、入力した文字をキーワードにし
たインターネット検索やメールの検索
ができます。

有効画素数331万画素のCMOSカメラ
は、オートフォーカス搭載で素早く簡
単にフォトやムービーを撮影できます。
撮影したフォトはそのままEメールに
添付して送信したり、待受画面に設定
したりできます。

EZニュースフラッシュ

すぐ文字

カメラ

「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」
「災害時ナビ」「安心ナビ」機能搭載で
さまざまな位置情報を確認できます。

EZナビ

88ページから

39ページから

74ページから

86ページから
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お知らせ

 その他にもいろいろな機能をご利用いただけます。 ・
 「その他の機能」（→90ページ）をご参照ください。

防水性能

簡単な操作で電話をかける
ことができます。

ワンタッチダイヤル

62ページから

E10Kは、IPX5/7（旧JIS保護等
級5/7相当）の防水性能を持って
いますが、ご利用方法によっては、
水濡れなどが故障の原因となる場
合があります。

●ご注意：
・ 常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。
・ カバー類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてご利用ください。
※ 万一、水以外（海水・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐにやや
弱めの水流の常温水道水で洗い流してください。

●キッチン：
・ アルコール・石けん・洗剤など
常温の水道水以外のものをかけ
たり浸けたりしないでください。

・ 熱湯をかけたり浸けたりしない
でください。耐熱設計ではあり
ません。

●砂・泥：
・ 砂・泥などにご注意く
ださい。受話口・送話
口・スピーカー・ヒン
ジ部などから入り故
障の原因となります。

●温泉・お風呂（シャワー）：
・ 温泉水や入浴剤の入っ
たお風呂などには浸け
ないでください。

・ 長時間の持ち込みは
おやめください。

●海・プール：
・ 海水やプールの水を
かけたり浸けたりし
ないでください。

・ 海やプールの中での
使用はおやめくださ
い。
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電源・電波・電池の確認を！

「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が
届きにくい場所があります。
「 」が電波の状態を
表示します。 34ページ

「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正し
くお使いになれないことがあ
ります。
「 」が電池の残量を
表示します。 34ページ

通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするに
は、電源を入れておきます。
Fを長く（1秒以上）
押します。 33ページ

通常モードとかんたんモードについて
E10Kには、「 通常モード」と普段よく使う機能
に限定して簡単に操作できる「かんたんモード」
があります。
E10Kはお買い上げ時には「通常モード」に設定
されています。
この『かんたんマニュアル』では、「 通常モード」
での操作を説明しています。
※ 「かんたんモード」で利用できる機能の詳細について
は『E10K取扱説明書詳細版』をご参照ください。

 『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダ
ウンロードできます。

使用モードを切り替えるには？

 かんたんモードに設定するには、以下の操作を行います。 ・
通常モード設定中の待受画面でDc→「機能設定」を選
びDc→「かんたんモード」を選びDc→「YES」を選びDc

 通常モードに設定するには、以下の操作を行います。 ・
かんたんモードの待受画面で Dc→「機能設定」を選
びDc→「かんたんモード解除」を選びDc→「YES」を選
びDc
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 充電についてのご注意
 電池パックを長持ちさせるには？
充電したばかりなのに、電池切れで困ったこと
はありませんか？電池パックには寿命がありま
す。充電のしかたによっては、電池パックが劣
化して、電池が切れやすくなることがあります。
正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせま
しょう。

充電は「残量1」になってから

「 （要充電）」になってから充電しましょう。
頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命
が短くなります。

日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。
au電話本体や電池パックを落とさないよう
にご注意ください。長時間置いておく場合は、
できるだけ涼しい場所に置きましょう。

充電用機器にも気をつけよう

充電用機器（別売）は、au指定のものを使用し
てください。指定外の充電用機器で充電する
と、本体が壊れたり、電池パックが劣化する
ことがあります。

電池パックはどれくらいの期間使えるの？

 電池パックの性能を十分に発揮できる目安はおよそ１ ・
年です。電池が切れやすくなったら、指定の新しい電池
パックをお買い求めください。
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設定しだいで省エネに

設定を変更することで、より電池を長持ちさ
せることができます。

  ■長持ちモードを設定する
待受画面で1. Dcを押す。
「機能設定」を選び2. Dcを押す。
「画面表示」を選び3. cを押す。
「長持ちモード」を選び4. Dcを押す。
「ON（光センサー連携）」または「ON（一5. 
括設定）」を選びDcを押す。
「ON（光センサー連携）」： 周囲の明るさに合わせて自

動的に照明を調整します。
「ON（一括設定）」：一定の明るさに設定します。
「確認する」を選び6. Dcを押し、確認後
cを押す。

迷惑メールを受信しないように設定する ■
迷惑メールフィルターを利用して、不要なEメールを
受信しないよう設定することで不要な電池の消費を抑
えましょう。

70ページから

 電池を長持ちさせる方法
ケータイの使いかたによって、電池の消費量は
変わります。使いかたを工夫することで、思い
がけない電池切れを防ぎましょう。

電池をたくさん消費する機能は？

カメラ、ゲームなどのEZアプリ、ムービーの
再生などは、電池をたくさん消費します。電池
を長持ちさせたいときは、使用を控えましょう。

例えば…
本体を頻繁に開閉したり、開いたまま置いて
おくと、その分、電池を消費します。必要な
ときだけ本体を開けば、より電池を長持ちさ
せることができます。

カメラカメラ ゲームゲーム ムービー
再生
ムービー
再生 WebWeb メールメール
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マナーモード＆簡易留守メモ
 マナーモード

マナーモードを使うと、ま
わりの迷惑にならないよ
うに着信音などを鳴らさ
ないようにできます。
待受画面でM(を長く（１秒以上）押し
ます。 45ページ

 簡易留守メモ

電話に出られないときに
応答メッセージを流して、
相手の伝言を録音できま
す。
待受画面でMCを長く（１秒以上）押し
ます。 45ページ

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

× メールを見たり
 画面を注視する

× 手に持って通話を
する
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 災害用伝言板サービス
 災害用伝言板とは
大規模な災害が発生したときに、EZweb
上に開設された災害用伝言板に、自分の
安否情報を登録できます。
登録された安否情報は、EZwebやイン
ターネットで全国から閲覧できます。ま
た、あらかじめ指定したEメールアドレス
に、安否情報を送信することもできます。

安否情報の登録
大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設さ ◆
れた災害用伝言板より被災状況やコメントなどの安
否情報登録ができます。
安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人 ◆
に対して、災害用伝言板に登録されたことをメール
でお知らせすることができます。

安否情報の確認
EZwebやインターネット ◆ ※から確認したい相手の電
話番号を入力し安否情報を確認することができます。

※ 他社携帯電話・PHSおよびパソコンなどから安否情
報を確認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/
にアクセスしてください。

迷惑メールやワン切りに注意！
 迷惑メールが届いたら…
迷惑メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけ
を受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否し
たりできます。
 迷惑メールを防止する 迷惑メールフィルターには主に以
下の機能があります。
特定のメールを受信しない ・
なりすましメールを受信しない ・ 70ページ

 知らない番号から電話が 
かかってきたら…
お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげ
る行為（ ワン切り）の可能性がありますのでご注意くださ
い。
着信時間が3秒未満の電話を受信する
と、着信履歴に「 」が表示されます。
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方法

$R→［トップメニュー・検索］→［災害用伝言板］
http://dengon.ezweb.ne.jp/

※ 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。
10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※ R→［トップメニュー・検索］→［auお客さまサポー
ト］→［災害用伝言板（デモ版）］にて常時デモを行っ
ております。

※ 「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。
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準備
箱の中身を確認する

ご使用上の注意 •
グローバルパスポート端末レンタルサービス •
ご利用ガイド
au国際電話サービスご利用ガイド •
法人向けアプリケーションに関するご案内 •

以下のものは同梱されていません

・microSDメモリカード ・ステレオイヤホン
・ACアダプタ ・卓上ホルダ
・イヤホン変換アダプタ ・USBケーブル

●かんたんマニュアル（本書）●E10K本体 ●電池パック

●保証書

別売の共通ACアダプタ01／ 02をお買い求めください。 •
本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。 •
実際の製品と違う場合があります。
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各部の名称と機能

※ 通話時、EZweb利用時、GPS情報取得時は、
内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

⑦ ⑭

④

③

⑪

⑫

⑩

⑤
⑬⑥

⑧

⑨

①

②

⑯

⑱
⑰

⑲

⑳

⑩

㉑

㉖

㉕

⑮

㉗

㉔

㉓

㉒

 内蔵アンテナ部※
 au ICカード
お客様の電話番号が記録されていますので、
不必要に取り外さないでください。
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①  受話口（ レシーバー）
 通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などが
ここから聞こえます。

②  ディスプレイ
③  光センサー
④ Dc センターキー
⑤ $&  アドレス帳キー
⑥ DL  メールキー
⑦ MN  発信／ペアキー
⑧ M0～M9、M*、M#  ダイヤルキー
⑨  送話口（ マイク）
 通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、ムービー
などの音声を録音するときにも使用します。

⑩ エアベント※

⑪  aフロントジョグ
 Dl  着信履歴／左キー
 Dr  発信履歴／右キー
 Du 上キー
 Dd  下キー
⑫ %アプリキー
⑬ DR  EZキー
⑭ DC  クリア／メモキー
⑮ MF  電源／終了キー
 電源のON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能
を終了します。

⑯  ストラップ取り付け部
⑰  カメラ（ レンズ部）
⑱  スピーカー
 着信音やアラーム音などが聞こえます。

⑲  充電端子
 卓上ホルダ（別売）を使用して充電するときの端子です。
⑳   電池パック／フタ
㉑ ロックスイッチ
㉒  着信（充電）ランプ
 着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従っ
て点灯、点滅します。充電中に赤く点灯します。

㉓  赤外線ポート
 赤外線通信中、データの送受信を行います。
㉔  microSDメモリカードスロット部
㉕ D(  マナーキー
 マナーメニューを呼び出します。待受画面で長く（１秒
以上）押すと、マナーモードを設定／解除します。

㉖  外部接続端子カバー
㉗  外部接続端子部
 指定のACアダプタ（別売）、USBケーブルWIN（別売）、
USBケーブルWIN02（別売）、USB充電ケーブル01（別
売）、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01（別売）
などの接続に使用します。

※   E10Kは防水仕様のため本体の密閉度が高くなってい
ます。そのためエアベント（空気抜き用の穴）を設けて
います。
エアベントは防水性に影響を与えません。 ・
保護シートなどでエアベントをふさがないでくださ ・
い。
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 充電のしかた
お買い上げ時は電池パックは十分に充電されて
いません。またご使用中にE10Kの画面に「 」や
「 」が表示されたときも充電してください。

  卓上ホルダ（別売）で充電する

  指定のACアダプタ（別売）で充電する

1  卓上ホルダ（別売）に指定のAC
アダプタ（別売）をつなぎます。

 コネクタ先端の形状を確認し、
卓上ホルダ（別売）の接続端子
に平行に差し込みます。

2  E10Kを閉じた状態で、卓上ホ
ルダ（別売）のロックツメと本体
の凹部を合わせて差し込みます。
卓上ホルダ（別売）のイラスト※ 
は、イメージです。実際の製
品と違う場合があります。

3  AC100Vコンセントに差し込
みます。

 根元まで確実に差し込んでく
ださい。

 E10Kの充電ランプが点灯す
ることを確認してください。

1  外部接続端子カバーを完全に
開いて、指定のACアダプタ 
（別売）をつなぎます。
 コネクタ先端の形状を確認し、
平行に差し込みます。

2  AC100Vコンセントに差し込
みます。

 根元まで確実に差し込んでく
ださい。

赤色に点灯していた充電ランプが
消灯したら充電完了です。

充電時間は約120分です
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 電源を入れる／切る
E10Kの電源を入れましょう。

 電源を入れる

 電源を切る
1  Fを長く（2秒以上）押します。

1  Fを長く（1秒以上）押し
ます。

 「waiting…」と表示された
後、待受画面になります。

お知らせ

 別途、指定のACアダプタ（別売）や卓上ホルダ（別売）が ・
必要です。（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。あらかじめご了承くださ
い。）
 共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100V ・
専用です。共通ACアダプタ02（別売）はAC100Vから
240Vまで対応していますが、E10Kにおいては日本
国内のみでご利用いただくことができます。
 指定のACアダプタ（別売）のコネクタは、E10K本体や ・
卓上ホルダ（別売）の外部接続端子に対して、平行にな
るように抜き差ししてください。
 E10K本体に電池パックが取り付けられていないと充 ・
電できません。電池パックを装着した状態で充電して
ください。
 外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。 ・
 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、ねじったり ・
しないでください。
 卓上ホルダ（別売）は安定した場所に置いてご使用くだ ・
さい。転倒・落下・破損の原因となります。
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表示の見かた
待受画面にはさまざまな アイコンなどが表示されます。主なものは次のとおりです。  

  電池レベル状態
    残量なし　　要充電　  → 十分
  受信している電波の強さ
    圏外　 微弱　 → 強
    通話中

⑱

⑮
⑯
⑰

⑨

①②③④⑤⑥⑦ ⑧

①

②

③

⑭
⑬
⑫
⑪
⑩

    EメールやCメールを受信したとき
    日付・曜日・時刻
    長持ちモード設定中
    マナーモード設定中
    着信音を鳴らさない設定のとき
    バイブレータ設定中
    アラーム設定中
    外部キー操作無効中
    簡易留守メモ設定中
    EZニュースフラッシュのテロップ
    EZニュースフラッシュのウィンドウ
    ペタメモ設定中

など

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

⑦

    EZweb使用中
  EZアプリ起動中
    microSDメモリカード挿入中
    電話に出られなかった着信があるとき

④

⑤
⑥

 ディスプレイ
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初期設定をする
3 MFを押す。

2「自動設定」を選び
Dcを押す。

自動設定の場合は、以下の設定になります。 ◆
文字サイズ 中

Eメールは大
ロックNo.変更 1234
発信者番号通知 ON

「通常モード」を選ぶと…

 手順 ・ 2 で「通常モード」を選んだ場合は、「文字サイズ」、
「ロックNo.変更」、「発信者番号通知」を設定できます。
詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』をご参照ください。
『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダウ
ンロードできます。

お買い上げ後、はじめてメインメニューを呼び
出したときは、初期設定画面が表示されます。

1 待受画面で
Dcを押す。
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基本的な操作
  フロントジョグの使いかた
フロントジョグは
各種メニュー画面で項目を
選ぶときや文字の入力画面
でカーソルを移動させる
ときなどに
使用します。

文字を入力するときに、カーソルを移動する

Dl Du
フロント
ジョグ

メインメニュー
の項目を選ぶ

Dr Dd Dc

機能設定の
項目を選ぶ

Dd Dd Dc

例えば…
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  メインメニューについて
待受画面でcを押すと、メインメニューが
表示されます。メインメニューからは右の
画面の機能が利用できます。

   操作ガイドの見かたと使いかた

3つのキーには操作画面によってさまざまな用途が割り
当てられます。

例えば･･･
以下のような操作ガイドが表示されているときは、%

（メニュー）を押してメニューを表示させることができま
す。

D%

ディスプレイの下部に操作ガ
イドが表示されます。
これらを実行するには、表示
位置に対応するキーを押しま
す。
表示される操作ガイドは画面
によって異なります。

操作ガイド

アドレス帳キー アプリキー
センターキー
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各種暗証番号と初期値
E10Kをお使いいただく場合に、各種暗証番号
をご利用いただきます。お買い上げ時には初期
値が設定されています。
詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』をご参照く
ださい。『E10K取扱説明書詳細版』はauホーム
ページからダウンロードできます。

EメールとEZwebの初期設定をする
EメールとEZwebを利用するには、 初期設定（E
メール／EZweb）が必要です。
詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』をご参照く
ださい。『E10K取扱説明書詳細版』はauホーム
ページからダウンロードできます。

Eメール アドレスを変更する
Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に
決まりますが、“@”より左側の部分は変更でき
ます。
詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』をご参照く
ださい。『E10K取扱説明書詳細版』はauホーム
ページからダウンロードできます。

お申し込みにならなかった方は…

 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、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。

 待受画面や前の画面に戻りたいときは
操作を間違えて前の画面に戻りたいときや、操作を中止
して待受画面に戻りたいときはCやFを使います。

操作ガイドに「戻る」が表示されているときは…

 操作ガイドの左側に「戻る」が表示されているときは ・ $&

（戻る）で前の画面に戻ることができます。

DC

MF

MC



39

準
備

自分の電話番号やEメール アドレスを確認する（ プロフィール）
1 待受画面で

Dcを押し、
$&（プロフィール）
を押す。

自分の電話番号と
Eメールアドレスが
表示されます。

 すぐ文字を利用する
すぐ文字設定を「ON」にすると、待受画面から
すぐに文字を入力できます。入力した文字は、
さまざまな機能に利用できます。

1 待受画面でDcを
押し、
「ツール」を選び
Dcを押す。

2「すぐ文字設定」を
選びDcを押す。

 すぐ文字を設定する

3「ON」を選び
Dcを押す。
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 すぐ文字を利用する

1 待受画面で
文字を入力し、
Dcを押す。

すぐ文字メニューが
表示されます。

 すぐ文字の画面について
待受画面で文字を入力すると、右のような
画面が表示されます。入力した内容は、画
面上部には文字として表示され、画面下部
には電話番号として表示されます。

2 利用したい機能を
選びDcを押す。

すぐ文字メニューで利用できる機能は、以下から選 ◆
べます。

インターネット
検索

EZwebに接続し、入力した文字でイン
ターネットをキーワード検索します。

キーワード
検索

EZwebに接続し、入力した文字でau 
oneキーワード検索します。

乗換検索 EZナビに接続し、入力した文字を出発
駅としたau one乗換を表示します。
詳しくは「待受画面から手軽に乗り
換え検索する（すぐ文字～乗換検索）」
（→84ページ）をご参照ください。

地図検索 EZナビに接続し、入力した文字で検
索したau one地図を表示します。

Eメール検索 入力した文字を含むメールをキー
ワード検索します。

Eメール本文 入力した文字を本文としてEメールを
作成します。

Cメール本文 入力した文字を本文としてCメールを
作成します。

ペタメモ
（メモ帳）

メモ帳に登録し、ペタメモで表示しま
す。

漢字チェック 入力した文字を拡大表示します。
スケジュール
アラーム

スケジュールアラームに登録し、ペタ
メモでも表示します。

アドレス帳登録
（名前）

入力した文字を名前にしてアドレス
帳に新規登録します。
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次ページへ

 通話
 電話を かける  電話を受ける

海外用の携帯電話を使うときは？

 E10Kで使用しているau ICカードを、海外用のGSM ・
携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のま
ま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手
続きや日額・月額使用料も不要です。

かかってきた電話に出なかった場合は？

 待受画面に「 ・ 」が表示され、出なかった着信の件数が
表示されます。

かかってきた電話に出たくない場合は？

 電話に出たくないときは、着信中に ・ $&（拒否）を押して、
着信を拒否することができます。

1 電話がかかって
きたら、MNを
押して電話を
受ける。

通話が終わったら
MFを押します。
E10Kを閉じて電話を
切ることもできます。

待受画面で
相手の電話番号を
入力する。

一般電話にかけるときは
市外局番から入力します。

1

MNを押す。

通話が終わったら
MFを押します。
E10Kを閉じて電話を
切ることもできます。

2
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迷惑電話はシャットアウト！

 迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終 ・
わった直後に M1M4M4M2MNで登録すると、
次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャッ
トアウトできます。（迷惑電話撃退サービス）

※ 迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサー
ビスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

送話口（マイク）に向かって話しましょう

 通話中は送話口（マイク）に向かってお話ください。送 ・
話口（マイク）から離れてお話されると、相手の方に声
が伝わりにくい場合があります。

着信があったように見せかける（ フェイク着信）

 待受画面で ・ MNを長く（1秒以上）押すと、電話がかかっ
てきたように見せかけるフェイク着信機能を利用でき
ます。暗い夜道などで、通話をしているふりをするこ
とで、周囲の注意をそらすことができます。フェイク
通話中は、いくつかの質問が流れますので、普段どお
りの会話をしているようにお話ください。

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）
E10Kには、電話をした相手の電話番号が記録
されます（ 発信履歴／ 着信履歴）。電話番号を入
力しなくても、この記録から簡単に電話をかけ
直せます。

090-1212-XXXX
から電話

090-5678-XXXX
に電話

着信履歴
090-1212-XXXX

発信履歴
090-5678-XXXX

待受画面で
Dr（発信履歴）
または
Dl（着信履歴）を
押す。

最後にかけた（かかって
きた）履歴から順に表示
されます。

1
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次ページへ

 受話音量を変える
通話中に相手の声の大きさを調節することがで
きます。

2 Djで履歴を選び
MNを押す。

  着信音の音量とメロディを変える

通話中にDjで
音量を調節する。

Du：音が大きくなります。
Dd：音が小さくなります。

5段階で調節できます。 ◆
お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

1

待受画面でDcを
押し、
「機能設定」を選び
Dcを押す。

1

「音／バイブ／
ランプ」を選び
Dcを押し、
「着信設定」を選び
Dcを押す。

2

「音声着信」を選び
Dcを押し、
「音量」を選び
Dcを押す。

3
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メール受信音などを変えるには？

 手順 ・ 3 で、「音声着信」の代わりに「Eメール受信」／「お
知らせ受信」／「Cメール受信」／「ニュースフラッシュ
受信」を選んで、それぞれの音量やメロディを変えるこ
とができます。

アドレス帳の「着信設定」を設定している場合は？

 「メロディ」の設定よりも、アドレス帳の「着信設定」の ・
設定が優先されます。

着信音を聞きながら選択する場合は？

 着信音を選択中、 ・ $%（再生）を押すと着信音を再生でき
ます。また、再生中に $L／$Rで前後の着信音を再生
します。またDjで音量を調節できます。

「プリセットデータ」
を選びDcを押し、
メロディを選び
Dcを押す。

6

 「メロディ」を選び
Dcを押し、
「固定着信音」を選び
Dcを押す。

5

Djで音量を調節し
Dcを押す。

4

STEP UP 音量がだんだん大きくなります。
レベル5（でか）（大きい）

レベル1（小さい）

設定したレベルで音が鳴りま
す。

OFF 音は鳴りません。
お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

～

音量は以下から選びます。 ◆
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マナーモードを設定すると…

 電話の着信音やメールの受信音、アラーム音などがOFF ・
となり、簡易留守メモ・バイブレータが設定されます。

 マナーモードにする
公共の場所で周囲の迷惑にならないよう、着信
音などを鳴らさないように設定できます。

 簡易留守メモを設定する
簡易留守メモは、電話がかかってくるとE10Kが
自動的に応答して相手の声を録音する機能です。

 簡易留守メモを設定する

 マナーモードを解除する

 マナーモードを設定する
待受画面で)(を
長く（1秒以上）押す。

通常マナーモードが
設定されます。

1

 簡易留守メモを解除する

待受画面でMCを
長く（1秒以上）押す。

簡易留守メモが
設定されます。

1

簡易留守メモ
設定中に、
待受画面でMCを
長く（1秒以上）押す。

1

マナーモード
設定中に、
待受画面で)(を
長く（1秒以上）押す。

1
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簡易留守メモを再生する

お知らせメニューから再生する
簡易留守メモが録音されると、待受画面にお知らせメ
ニュー「簡易留守メモ △件」が表示されます。お知らせ
メニューが表示されているときは、以下の操作で再生で
きます。

D1. jで「簡易留守メモ」を選びDc（確認）を
押す。

未再生の簡易留守メモがあると待受画面に「 」
が表示されます。

待受画面で
MCを押す。

1

「簡易留守メモ」を選
びDcを押し、
「メモ再生」を選び
Dcを押す。

2

再生する留守メモを
選びDc（再生）を
押す。

再生中に ◆ $%（削除）を押し「YES」を選びDcを押す
と、留守メモを削除できます。

3

留守メモで録音できる時間・件数

 録音できるのは、1件あたり60秒間で、10件までです。 ・
 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応 ・
答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自
動的に削除されます。
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 文字入力

■入力モード（漢字・
ひらがなや英字、数字
など）を切り替える ■変換候補表示中に

　予測変換／通常変換
　を切り替える

■絵文字／顔文字／
　全角記号／半角記号
　を切り替える

■大文字／小文字を
切り替える
■ （゙濁点）、゚（半濁
点）を入力する

■入力した文字や消
去した文字を元に
戻す

■文字を消す

■文字を入力する

■文字を決定する

■rを押し、
　予測変換の候補を
　絞る

■項目を選ぶ
■漢字変換中に、
　変換の候補を選ぶ
　aを押す

■カーソルを移動する
　aを押す

■漢字に変換する
　ひらがなを入力
　し、dを押す

基本的なキー操作
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入力モードを切り替える
文字入力画面について

 アドレス帳の登録やメールの作成では ・ M0～M9や
M*、M#を使って文字や数字を入力します。本書で
は、文字や数字を入力する画面を「文字入力画面」と呼
びます。

文字入力画面で
$&（文字種）を
押す。

1

入力モードを選び
Dcを押す。

入力モードは以下から選びます。 ◆

ｶﾅ
Aa
12
?&
（＾－＾）

漢あ 漢字・ひらがな
カナ 全角カタカナ
Ａａ 全角英字
1 2 全角数字
？＆ 全角記号

絵文字
半角カタカナ
半角英字
半角数字
半角記号
顔文字

2
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キー
入力モード

漢字・ひらがなモード カタカナモード *1 英字モード *1*2 数字モード
1 あいうえおぁぃぅぇぉ アイウエオァィゥェォ . @ － _ / : 

_
1 1

2 かきくけこ カキクケコ abcABC2 2
3 さしすせそ サシスセソ defDEF3 3
4 たちつてとっ タチツテトッ ghiGHI4 4
5 なにぬねの ナニヌネノ jklJKL5 5
6 はひふへほ ハヒフヘホ mnoMNO6 6
7 まみむめも マミムメモ pqrsPQRS7 7
8 やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ tuvTUV8 8
9 らりるれろ ラリルレロ wxyzWXYZ9 9

0
わをんゎ、。ー（長音）・～！？

﹈（スペース）
ワヲンヮ、。－（長音）・～！？

﹈（スペース）
. , － _ ’！？

﹈（スペース）0
0

*

カーソルが文末以外のとき：ﾞ（濁点）ﾟ（半濁点）
カーソルが文末のとき：、。ー（長音）・～！？﹈（スペース）

. , － _ ’！？

﹈（スペース）
大文字／小文字切り替え －（ハイフン）*4

#
文字が未確定のとき：文字が逆の順序で切り替え（バック機能）
文字確定後： （改行）

#
P（ポーズ）*4

L
文字消去後：消去前の状態に戻す（10回分まで）
文字確定後：全角文字を入力前の状態に戻す（1回のみ）

*3

キーの文字割り当て表

*1： 半角カタカナモードの「～」および半角英字入力モードの「 ‾ 」は「 ̃ 」（チルダ）になります。また、半角カタカナモード
では「ヮ」（小文字）は入力できません。

*2：EZwebの入力時では、大文字が先に表示される場合があります。
*3：入力する項目によっては、改行は入力できません。
*4：電話番号入力時、長く（1秒以上）押して入力します。
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 基本的な文字入力のしかた
キーに表示されている文字を入力できます。
D2の場合：
 例1）漢字・ひらがな入力モードで…
  D2を 1回 →2回 →3回 →4回 →5回 →6回…
    か → き → く → け → こ → か…

 漢字変換を使って入力する
文字入力画面では、1文字入力するたびに、入力されて
いる文字の続きを予測して表示します（「予測変換」）。ま
た、$%（通常変換）を押して漢字変換することもできま
す（「通常変換」）。

 例2）全角／半角英字入力モードで…
  M2を 1回 →2回 →3回 →4回 →5回 →6回 →7回 →8回…
    a → b → c → A → B → C → 2 → a…

「京セラ」を「 予測変換」で入力する
「入力モードを切り替える」（→48ページ）の手順 1～ 2

を参照し、漢字・ひらがな入力モードにする。

か行の文字が入力できます。
を押すたびに、文字が切り

替わります。

文字を入力する

「京セラ」→「二郎」の順に入力します

M2（2回）、
M8（6回）、
M1（3回）、
M3（4回）と押す。

1

Ddを押し、
「京セラ」を選び
Dcを押す。

次回入力するときは「き」を入力した時点で予測変換 ◆
候補の一番最初に「京セラ」が表示されます。

2
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「二郎」を「 通常変換」で入力する
こんなときはどうするの？

同じ文字・同じ行の文字を続けて入力する場合
 同じ文字、または同じキーに割り当てられた文字を続 ・
けて入力する場合は、Drでカーソルを移動させてから
入力してください。

例） 漢字・ひらがな入力モードで「か」の後に「き」を入力
 する場合

字数を指定して変換する場合
 カーソルが文末の右位置にあるとき、 ・ Drを押すごとに
「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、予測
変換候補には入力文字数以上の候補を表示します（字数
指定予測）。

文字を消す場合
 消したい文字にカーソルを移動して ・ MCを押します。

ひらがなのまま入力する場合
 そのまま ・ Dcを押します。

M2
（2回）

Dr

$%（通常変換）を
押す。

変換候補が表示されま
す。

2

「二郎」を選び
Dcを押す。

3

M3（2回）、
M*（1回）、
M9（5回）、
M1（3回）と押す。

1
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 半角 英数字を使って入力する

「taro-2」を入力します

「入力モードを切り替える」（→48ページ）の手順 1～ 2

を参照し、半角英字入力モードにする。

 定型文・ 顔文字・ 絵文字を入力する

定型文「@ezweb.ne.jp」を入力します

顔文字「0(^–^)0」を入力します

「入力モードを切り替える」（→48ページ）
の手順 1～ 2を参照し、顔文字入力モード
にする。
1  「0(^‒^)0」を選びDcを押す。
 M*またはM#で顔文字のカテゴリを
 切り替えることができます。

絵文字「 」を入力します

「入力モードを切り替える」（→48ページ）
の手順 1～ 2を参照し、絵文字入力モード
にする。
1  「 」を選びDcを押す。
 M*またはM#で絵文字のカテゴリを
 切り替えることができます。

こんなこともできます

 文字入力画面で ・ $Rを押しても絵文字／顔文字／全角記
号／半角記号モードに切り替えられます。
 手順 ・ 1でDcの代わりに$%（連続選択）を押すと、連続
して顔文字や絵文字を入力することができます。

1  文字入力画面で$%（メニュー）を押す。
2  「呼出」を選びDcを押す。
3  「定型文」を選びDcを押す。
4  「インターネット」を選びDcを押す。
5  「@ezweb.ne.jp」を選びDcを押す。

M8（1回）、
M2（1回）、
M7（3回）、
M6（3回）、
M1（3回）、
M2（7回）と押す。

1
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アドレス帳
  アドレス帳に登録する
よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレス
を1,000件まで登録できます。

 アドレス帳を使うとどうして便利なの？

もしもし

名前を選ぶだけで、かんたん
に電話がかけられます！

よく連絡する相手がいるときには

 よく連絡する相手の方を3件までペア機能に登録して ・
おくと、簡単な操作で電話をかけたりメールを送信し
たりできます。「ペア機能」（→61ページ）をご参照くだ
さい。

アドレス帳に登録できる情報について

 アドレス帳には、画像や着信設定を登録することもで ・
きます。

待受画面で$&を
長く（1秒以上）
押す。

1

「名前」を選び
Dc（編集）を押し、
名前を入力し
Dcを押す。

 読みは自動的に入力されます。 ◆

2

次ページへ
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Eメールアドレスの
属性を選び
Dcを押す。

6

「電話番号1」を選び
Dc（編集）を押し、
電話番号を入力し
Dcを押す。

一般電話を登録するときは
市外局番から入力します。

 電話番号を登録しない場合は、他の登録項目を選びま ◆
す。

3 「Eメールアドレス1」
を選び
Dc（編集）を押し、
Eメールアドレスを
入力しDcを押す。

 Eメールアドレスを登録しない場合は、他の登録項目 ◆
を選びます。

5

電話番号の属性を
選びDcを押す。

 他に登録する項目がない場合は、手順 ◆ 7 へ進みます。

4
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 発信履歴／着信履歴から登録する

文字はどうやって入力する？

 文字の入力のしかたについては、「文字入力」（→47ペー ・
ジ）をご参照ください。

誕生日や星座、画像の登録は？

アドレス帳には、1件ごとに誕生日や星座、画像な ・
どを登録できます。登録方法については、『E10K
取扱説明書詳細版』をご参照ください。 
『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダウ
ンロードできます。

$&（完了）を押す。7
待受画面で
Dr（発信履歴）
または
Dl（着信履歴）を
押す。

1

Djで登録したい
番号を選び
$%（メニュー）を
押す。

2

「アドレス帳へ登録」
を選びDcを押す。

3

アドレス帳No.は？

 登録項目の「No.」を選び、000～ 999までの番号を ・
入力して登録できます。入力しない場合は、自動的に
登録されていない一番小さい番号で登録されます。

次ページへ
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 受信したEメールから登録する
「新規登録」を選び
Dcを押す。

4
待受画面で
$Lを押す。

1

「受信ボックス」を
選びDcを押し、
フォルダを選び
Dcを押す。

2

登録したい相手の
Eメールを選び
Dc（表示）を押す。

3

電話番号の
属性を選び
Dcを押す。

以降のアドレス帳への登録方法については、「アドレ ◆
ス帳に登録する」（→53ページ）の手順 2 ～ 7 をご参
照ください。

5
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登録するEメール
アドレスを選び
Dcを押し、
「アドレス帳へ登録」
を選びDcを押す。

5

$%（メニュー）を
押し、「アドレス
詳細表示」を選び
Dcを押す。

4

「新規登録」を選び
Dcを押す。

6

Eメールアドレスの
属性を選び
Dcを押す。

以降のアドレス帳への登録方法については、「アドレ ◆
ス帳に登録する」（→53ページ）の手順 2 ～ 7 をご参
照ください。

7
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アドレス帳を 編集する
一度登録したアドレス帳は、修正などの編集作
業ができます。

アドレス帳から 電話をかける

待受画面で
$&を押す。

1

アドレス帳で編集し
たい相手を選び
Dc（詳細）を押し、
$&（編集）を押す。

1

修正したい
内容を選び
Dc（編集）を押し、
入力して
Dcを押す。

2

$&（完了）を押し、
「YES」を選び
Dcを押す。

3

Daで
かけたい相手を選び
MNを押す。

  ◆相手を選んだ後にDc（詳細）を押すと、アドレス帳詳
細画面が表示され、アドレス帳に登録されている内
容を確認できます。

2
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 赤外線で受信したデータを登録する

 赤外線を使って登録する
赤外線通信機能を持つ携帯電話との間で、アド
レス帳のデータなどを送受信できます。

赤外線を使うときの注意

 赤外線の通信距離は20cm以内でご ・
利用ください。また、データの送受
信が終わるまで相手側の赤外線ポー
ト部分に向けたままにして動かさな
いでください。
 赤外線通信を行うには、送る側と受 ・
ける側がそれぞれ準備する必要があ
ります。受ける側が受信状態になっ
ていることを確認してから送信して
ください。

次ページへ

「赤外線受信」を選び
Dcを押す。

2

赤外線ポートを
相手側の赤外線
ポートに向け、
データを受信する。

3

「YES」を選び
Dcを押す。

4

待受画面でDcを
押し、「赤外線」を
選びDcを押す。

1
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 赤外線でプロフィールを送信する

赤外線で送受信できるデータ

 赤外線通信では、次のデータなどが送受信できます。 ・
 ・プロフィール ・アドレス帳
 ・スケジュール ・タスクリスト
 ・グラフィックメモ ・お気に入り
 ・データフォルダ内のデータ／microSDメモリカード内のデータ

※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信や
再生ができない場合があります。

「プロフィール送信」
を選びDcを押す。

2

赤外線ポートを
相手側の赤外線ポー
トに向け、データを
送信する。

3

「NO」を選び
Dcを押す。

4

待受画面で
Dcを押し、
「赤外線」を選び
Dcを押す。

1
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あらかじめアドレス帳への登録が必要です

 登録する相手は、あらかじめアドレス帳に登録してお ・
く必要があります。登録方法は「アドレス帳に登録する」
（→53ページ）をご参照ください。
 ペア機能に登録するデータは、電話番号もしくはEメー ・
ルアドレスが登録されている必要があります。
 アドレス帳と連動しているため、ペア相手をアドレス ・
帳から削除するとペア登録も解除されます。

ペア機能
 ペア機能とは、あらかじめアドレス帳に登録し
ておいた相手（3件）に、簡単な操作で電話をかけ
たり、メールを送ったりすることができる機能
です。

ペア機能に 登録する

待受画面で
MMNを押し、Dsで
登録先（ペア1～3）
を選ぶ。

1

「YES」を選び
Dcを押す。

2

Daでアドレス帳か
らペア機能に登録す
る相手を選び、
Dcを押す。

3
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ペア機能を使う
登録したペア相手に電話をかけたり、メールを
送信したりできます。

 ワンタッチダイヤルで電話をかける
ペア機能に登録したペア相手1～3に、1～
3を使って簡単に電話をかけることができま
す。

ペア相手の登録内容を変更する
待受画面で1. Nを押し、sで変更したい
ペア相手を選ぶ。
「登録変更」を選び、2. Dcを押す。
D3. aで相手を選び、cを押す。
「YES」を選び4. Dcを押す。

ペア相手の登録を解除する
待受画面で1. Nを押し、sで解除したい
ペア相手を選ぶ。
「確認・解除」を選び、2. Dcを押す。
%3. （解除）を押す。
「YES」を選び4. Dcを押す。

待受画面で
M1～M3を
長く（1秒以上）押す。

1

待受画面で
MNを押し、Dsで
ペア相手を選ぶ。

1
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「 電話をかける」／
「E メールを送る」／
「Cメールを送る」
を選びDcを押す。

  ◆「電話をかける」を選んだ場合は、ペア相手に電話がか
かります。
 「Eメールを送る」を選んだ場合は、「Eメールを作成 ◆
し送信する」（→64ページ）の手順 5  以降を参照してE
メールを送信します。
 「Cメールを送る」を選んだ場合は、「Cメールを作成 ◆
し送信する」（→71ページ）の手順 5  以降を参照して
Cメールを送信します。

2
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メール
Eメールについて Eメールを作成し 送信する

メールを書いているときに電話がかかってきたら？

 メール作成中にかかってきた電話に出ても、作成中の ・
メールは消えません。通話が終わった後で、メールの
続きを書くことができます。

 Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し
込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みを
されなかった方は、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。
また、ご利用になる前には初期設定（Eメール／
EZweb）を行ってください。詳しくは『E10K取扱説
明書詳細版』をご参照ください。『E10K取扱説明書詳
細版』はauホームページからダウンロードできます。

Eメールにフォトなどが添付されていると、送受信に※ 
時間がかかる場合があります。
Eメールの送受信にはデータ量に応じて変わるパケッ※ 
ト通信料がかかります。

全角で最大5,000文字
（半角10,000文字）まで
送受信できます。

一度に送信
できる宛先
は30件まで。

メールメール

パソコン

Eメールに
対応した
携帯電話

太郎くん元気ですかこのあいだはとても楽しかったですね。景色がとてもきれいで気持ちよかったですね。

T

一日に1,000通まで
送信できます
（同報宛先数含む）。

フォトを添付
できます。

待受画面で
$Lを押す。

Eメールメニューが
表示されます。

1

「新規作成」を選び
Dcを押す。

送信メール作成画面が
表示されます。

2
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Eメールにフォトやムービーを 添付したいときは

 Eメールには、1件（合計500KB以下）のデータが添付 ・
できます。次のようなデータが添付できます。
・データフォルダのデータ
・microSDメモリカードのデータ
・ラッピングメールデータ ・ムービー録画データ
・フォト撮影データ ・ボイス録音データ
・プロフィールデータ ・グラフィックメモ

※ カメラで撮影したフォトを添付するには、「フォトをE
メールに添付する」（→79ページ）をご参照ください。

「 （宛先）」を選び
Dc（編集）を押し、
「アドレス帳1件呼
出」を選び
Dcを押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先 ◆
を入力したりすることもできます。

3

Daで宛先を選び
Dcを押す。

4

「 （件名）」を選び
Dc（編集）を押し、
件名を入力し
Dcを押す。

5

「 （本文）」を選び
Dc（編集）を押し、
本文を入力し
Dcを押す。

6

$&（送信）を押す。7
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 デコレーションメールを作成し送信する
「Eメールを作成し送信する」（→64ページ）の手順 1を
参照し、Eメールメニューを表示させる。

入力が終わったら
Dcを押し、
$&（送信）を押す。

4

「宛先」と「件名」を
入力する。

2

「本文」を入力して
MN（デコレーショ
ン）を押す。

デコレーションメニュー
が表示されます。
装飾する範囲の設定や装
飾方法については、

3

『E10K取扱説明書詳細版』をご参照ください。『E10K
取扱説明書詳細版』はauホームページからダウンロー
ドできます。

「デコレーション
メール作成」を選び
Dcを押す。

1
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デコレーションメールでできること
■ 文字色、背景色を変更できます（24色）。
■ 文字の大きさを変更できます。
■ 文字を左右に寄せたり、中央に配置できます。
■ 文字を点滅表示させたり、行の間にラインが挿入で
きます。

■ 画像やデコレーション絵文字を挿入できます。
■ 文字や画像を左右に移動させることができます。

普通に書いていたメールをデコレーションメールに変えるには？

 以下の操作で、通常のEメール（テキストメール）を作成 ・
中にデコレーションメールに切り替えることができます。
送信メール作成画面（→64ページ）で$L→「はい」を選
びDc

受信したＥメールを 読む
 お知らせメニューから読む
Eメールを受信すると、画面最上部にピ
クトインフォメーションでお知らせし、
待受画面にEメール受信アイコンと受信
したEメールの件数が表示されます。

デコレーションメールの送信について

 デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約 ・
10KB（約全角2,450文字）の文字を入力できます。
 デコレーションメール本文には、最大20件（合計 ・
100KB以下）の画像／デコレーション絵文字を挿入で
きます。
 デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送 ・
信すると、通常のEメールとして受信・表示される場
合があります。

待受画面から
「新着Eメール」を
選びDc（確認）を
押し、フォルダを
選びDcを押す。

受信ボックスの
受信メール一覧画面が
表示されます。

1

次ページへ
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フォトやムービーが添付されたＥメールを読む
例：添付されたフォトを見る場合
「受信したEメールを読む」（→67ページ）を参照し、E
メールを表示させる。  受信ボックスから読む

「Eメールを作成し送信する」（→64ページ）の手順 1を
参照し、Eメールメニューを表示させる。

Eメールを選び
Dc（表示）を押す。

  ◆読んでいないメールの場合、「 （未読）」が表示され
ます。
 すでに読んでいるメールの場合、「 ◆ （既読）」が表示さ
れます。 

2

「受信ボックス」を
選びDcを押し、
フォルダを選び
Dcを押す。

1

Eメールを選び
Dc（表示）を押す。

2

Djで画像を選び
Dc（再生）を押す。

1
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添付ファイルの受信について

 添付ファイルの受信に時間がかかる場合があります。 ・
ご利用エリアの電波状況によってもEメールの受信に
時間がかかる場合があります。
 フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順 ・
1で以下の操作を行い、ファイルを受信する必要があ
ります。
Djでファイル名を選びDc→Dc（受信）

受信したＥメールに 返信する
「受信したEメールを読む」（→67ページ）を参照し、E
メールを表示させる。

$&（返信）を押す。1

「Ｅメールを作成し
送信する」（→64
ページ）の
手順 6～ 7を参照し、
本文を入力し
メールを送信する。
  ◆宛先には、自動的に相手のEメールアドレスが入力さ
れます。
 件名には、受信したEメールの件名に「Re:」が付けら ◆
れます。

2
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 迷惑メールが来ないようにする
 おすすめの設定で簡単に迷惑メールフィルター
を利用できます。
迷惑メールフィルターは機能拡張が予定されて
います。拡張機能の詳細と対応時期については、
auホームページでお知らせします。

 おすすめの設定にする
1  待受画面でDLを押す。
2  「迷惑メールフィルター」を選びDcを押
す。

 説明画面が表示されます。
3  「オススメの設定をする」を選びDcを押
す。

4  「登録」を選びDcを押す。
 なりすましメール・自動転送メールを
拒否して、携帯・PHS・パソコンからのメールを受
信する条件で設定されます。

迷惑メールフィルターを細かく設定するには？

 「迷惑メールフィルター設定」の「設定・確認する」を選 ・
んでcを押し、暗証番号を入力すると、迷惑メールフィ
ルターを細かく設定できます。詳しくは『E10K取扱説
明書詳細版』をご参照ください。『E10K取扱説明書詳
細版』はauホームページからダウンロードできます。

Eメールアドレスの変更でも迷惑メールを防げます

 Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの ・
受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更
のしかたについては、『E10K取扱説明書詳細版』をご
参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホーム
ページからダウンロードできます。
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 Ｃメールについて

Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。※ 
Cメールの受信は無料です。※ 

佐藤さん
明日の自治会は、15：00に変更になりました。

全角で最大50文字
（半角100文字）まで
送受信できます。

携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメール
のやりとりができるサービスです。

Cメール安心ブロック機能について

 Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本 ・
文内に接続先URL（http://＊＊＊、https://＊＊＊）
や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。
 Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が ・
有効になっております。接続先URLや電話番号を本文
内に含むCメールを受信したい場合は、設定を解除で
きます。詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』をご参照
ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホームペー
ジからダウンロードできます。

Ｃメールを作成し 送信する
待受画面で $Lを長
く（1秒以上）押す。

Cメールメニューが
表示されます。

1

「新規作成」を選び
Dcを押す。

2

「宛先」を選びDc（編
集）を押し、
「アドレス帳呼出」を
選びDcを押す。

送信履歴、受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先 ◆
を入力したりすることもできます。

3

次ページへ
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受信したCメールを 読む
 お知らせメニューから読む
Cメールを受信すると、画面最上部にピ
クトインフォメーションでお知らせし、
待受画面にCメール受信アイコンと受信
したCメールの件数が表示されます。

$&（送信）を押す。6

待受画面から
「新着Cメール」を選
びDc（確認）を押す。

受信ボックスの
受信メール一覧画面が
表示されます。

1

Daで宛先を選び
Dcを押す。

4

「本文」を選びDc（編
集）を押し、
本文を入力し Dcを
押す。

5
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  受信ボックスから読む
「Cメールを作成し送信する」（→71ページ）の手順 1を
参照し、Cメールメニューを表示させる。

Cメールを選び
Dc（表示）を押す。

  ◆読んでいないメールの場合、「 （未読）」が表示され
ます。
 すでに読んでいるメールの場合、「 ◆ （既読）」が表示さ
れます。 

2

「受信ボックス」を
選びDcを押す。

1

Cメールの保存件数について

 送信したCメールは、最大50件まで保存できます。 ・
 受信したCメールは、最大100件まで保存できます。 ・
 送受信したCメールは、保存できる最大件数を超える ・
と、古いCメールから自動的に削除されます。

 緊急地震速報について

 緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、 ・
震源地付近のau電話に一斉にお知らせするサービスで
す。緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応
じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある
行動をお願いします。

Cメールを選び
Dc（表示）を押す。

2
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 カメラ
基本的なキー操作
E10Kは、有効画素数331万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。
撮影したフォトをEメールで送信したり、待受画面に設定したりできます。

■ズームを調整する
　撮影画面でjを押す

撮影サイズによって倍率は異
なります。

■明るさを調整する
　撮影画面でsを押す

■撮り直す

　Cを押す

■シャッター

　cを押す

ズーム

ワイド

u

d
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上手な撮影のしかた 撮影サイズについて
キレイなフォトを撮影するには…

 持ちかた
レンズに指がかからないように両手でしっかりと本体を
持ち、固定します。

 構えかたのコツ
ピントが合っていない画像の多くは、本体のぶれが原因
です。ぶれを防ぐには、脇をしめ、両手で本体をしっか
り固定します。
シャッター音がした後も、2秒間ほど本体を動かさない
ようにしてください。

 オートフォーカスについて
 オートフォーカス機能を搭載しています。
シャッターを押すだけで、自動で
ピントを合わせて撮影します。

フォトには以下の 撮影サイズがあります。

 フォトの撮影サイズ
用途に合わせて撮影サイズが選択できます。

撮影サイズ：
横×縦（ドット）フォト画質設定 容量（目安）

保存可能
枚数
（目安）

壁紙（標準）：
240×320 ノーマル固定 30KB程度 1,000枚

壁紙（ワイド）：
240×400 ノーマル固定 50KB程度 1,000枚

0.3M：
640×480 ノーマル固定 100KB程度 1,000枚

1M：
1,280×960

ファイン 500KB程度 約205枚
ノーマル 300KB程度 約341枚

2M：
1,600×1,200

ファイン 700KB程度 約146枚
ノーマル 500KB程度 約205枚

3M：
2,048×1,536

ファイン 1,500KB程度 約68枚
ノーマル 800KB程度 約128枚
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 ムービーの 録画モード
録画モードによって、録画可能時間が選択できます。

市販のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHC※ 
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、録画条件やmicroSDメモ
リカードの容量により録画可能時間は異なります。

録画
モード

録画サイズ
横×縦
（ドット）

録画可能時間 Eメール
添付

高品質L 176×144 最大15秒 可

長時間 176×144

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※）

不可

 フォトを 撮影する

待受画面で
Duを長く
（1秒以上）押す。

フォトモニター画面が
表示されます。

1

Dc（撮影）を押す。

フォトプレビュー画面が
表示されます。

2

Dc（保存）を押す。3
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もっとキレイに撮る
フォト画質設定 ■
フォトの撮影サイズを壁紙以外の「1M」「2M」「3M」から
選択すると、「フォト画質設定」により「ファイン」を設定
して、高画質のフォトを撮影できます。
フォトモニター画面で%（メニュー）→「フォト設定」→
「フォト画質設定」→「ファイン」を選びc

フォトモニター画面で撮影サイズを変更するには？

 フォトモニター画面で撮影サイズを変更するには、以 ・
下の操作を行います。
フォトモニター画面で$%（メニュー）→「撮影サイズ設
定」を選びDc→「壁紙（標準）」／「壁紙（ワイド）」／
「0.3M」／「1M」／「2M」／「3M」を選びDc

シャッター音は必ず鳴ります

 マナーモードを設定している場合でも、シャッター音が ・
鳴ります。

フォトのファイル名について

 保存したフォトのファイル名は、撮影した日付と時刻 ・
によって以下のようになります。
例： 111111_1234̃01

2011年11月11日 12時34分 通し番号
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もっと長く撮る
長時間 ■
「長時間」で撮影すると、より長い時間の録画ができます。
ムービーモニター画面で1. $%（メニュー）を
押す。
「録画モード設定」を選び2. Dcを押す。
「長時間」を選び3. Dcを押す。

 ムービーを録画する

フォトモニター
画面で
$&（ムービー）を
押す。

ムービーモニター画面が
表示されます。

1

Dc（録画）を押す。2

Dc（終了）を押す。

ムービープレビュー画面
が表示されます。

3

Dc（保存）を押す。4
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 フォトをEメールに 添付する
フォトをEメールに添付すると…

 フォトをEメールに添付すると自動的にデータフォル ・
ダへデータが保存されます。
 撮影サイズが「1M」「2M」「3M」のフォトをEメールに ・
添付する場合は、フォトを縮小して添付するかどうか
の選択画面や縮小前の撮影したサイズのフォトを保存
するかどうかの選択画面などが表示されます。
 ご利用エリアの電波状況によってメールの送信に時間 ・
がかかる場合があります。

撮影したフォトを、壁紙に登録することができます。

 フォトを壁紙に登録する

フォトプレビュー
画面で$&（添付）を
押す。

1

「Eメール」／
「デコレーション
メール」を選び
Dcを押す。

2

「Eメールを作成し送信する」
（→65ページ）の手順 3～ 7を
参照し、メールを送信する。

3
1 フォトプレビュー画
面で $%（メニュー）
を押し、「壁紙へ登
録」を選びDcを押す。

撮影したフォトが壁紙に登録されます。

  ◆「壁紙（ワイド）」以外のサイズでは、Daで壁紙位置を
設定し、Dcを押すと撮影したフォトが壁紙に登録さ
れます。
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データを見る
E10K本体や、microSDメモリカードに保存し
たデータを見ることができます。撮影したフォ
トなどは、データの種類に合わせたフォルダに
保存されています。

撮影したフォトを 見る

待受画面でDcを
押し、
「データフォルダ」／
「microSD」を
選びDcを押す。

ここでは「データフォルダ」を選びます。

1

フォルダを選び
Dcを押す。

データの一覧が
表示されます。

2

再生したい
データを選び
Dc（再生）を押す。

3
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 EZweb
EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要
です。お買い上げ時にお申し込みをされなかっ
た方は、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。
また、ご利用になる前には初期設定（Eメール／
EZweb）を行ってください。詳しくは『E10K取
扱説明書詳細版』をご参照ください。『E10K取
扱説明書詳細版』はauホームページからダウン
ロードできます。
EZwebでは、 情報サイトを表示して、最新ニュー
スや天気予報などのコンテンツ（情報サイト）を
ご利用できます。

お知らせ

 EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例 ・
を示しており、変更される場合があります。
 情報サイトの中には、パケット通信料の他に、情報提 ・
供料（有料）がかかるものがあります。
 EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信した ・
データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

周囲に気をつけて使いましょう

 周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使 ・
用すると、転倒・交通事故の原因となります。

EZwebについて インターネット 

インターネットへ
接続 

ゲーム 

交通情報 

天気予報 

最新ニュース 

宿泊

地図
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 Business EZトップを表示する 

トップメニューの切り替えも可能です

 E10Kでは、トップメニューを選択すると「Business  ・
EZトップ」が表示されます。トップ画面一番下の⑪
「トップページ切替」から他のau oneトップに切り替え
ることも可能です。

① グループウェア
② Wikipedia
③ ナビ／乗換／地図／交通／天気／ゴルフ／飲食店／

宿泊／効果音／つぶやき／クイズ／ゲーム
④ ロイターニュース&マネー
⑤ ビジネスニュース
⑥ 一般ニュース
⑦ 雑誌
⑧ 夕刊
⑨ つぶやき
⑩ 行政／スポーツ／健康診断／Bookmark／辞書／

翻訳／マネー／リンク

待受画面で $Rを
押し、
「トップメニュー・
検索」を選び
Dcを押す。

1

①

④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 
⑨ 

⑩

③

⑪

②

2011年9月現在の情報です。内容は予告なく変更す※ 
る場合があります。
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ニュースを見る 乗り換えを検索する

待受画面で$Rを
押し、
「トップメニュー・
検索」を選び
Dcを押す。

1

「ビジネスニュース」
または
「一般ニュース」
を選びDcを押す。

2

待受画面で$Rを
押し、
「トップメニュー・
検索」を選び
Dcを押す。

1

「乗換」を選び
Dcを押す。

2

出発駅と到着駅を入
力して、「出発する」
を選びDcを押し、
利用日時設定後、
「この設定で検索」
を選びDcを押す。

3

次ページへ
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 待受画面から手軽に乗り換え検索する
 （すぐ文字～乗換検索）
すぐ文字を利用して、待受画面から乗り換え検索する
ことができます。すぐ文字を利用するには、あらかじ
め設定しておく必要があります。「すぐ文字を設定する」
（→39ページ）をご参照ください。

1  待受画面から駅名（出発駅と到着駅をス
ペースで区切る）を入力しDcを押す。

2  すぐ文字メニューから「乗換検索」を選
びDcを押す。

3  D「YES」を選びcを押す。
 出発駅と到着駅が入力済みの乗換検索
画面が表示されます。

よく見るサイトを登録する
経路（ルート）を
選びDcを押す。

4
よく見るサイトを
表示中に$%

（ブラウザメニュー）
を押す。

1

「お気に入り登録」
を選びDcを押す。

2

$%（登録）を押す。

「登録しました」と
表示されて、
登録が完了します。

3
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お気に入り登録について

 情報サイトによってはお気に入りに登録できない場合 ・
があります。
 お気に入りリストには100件まで登録できます。 ・

 利用料金を確認する
ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を
確認できます。

 お気に入りに登録したサイトを見る

待受画面で$Rを
押し、「お気に入り
リスト」を選び
Dcを押す。

1

情報サイトまたは
フォルダを選び
Dcを押す。

フォルダを選んだ場合は、
情報サイトを選び
Dcを押します。

2

待受画面で
DcM1M1を
押す。

1

Dcを押す。2

「通話料・通信料
照会」を選び
Dcを押す。

3
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EZナビでできること
 EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利
なサービスです。ご利用になる前には初期設定
（Eメール／EZweb）を行ってください。詳しく
は『E10K取扱説明書詳細版』をご参照ください。
『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページか
らダウンロードできます。

EZナビの利用料金について

 EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料 ・
がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料
がかかる場合があります。

安心ナビ
お子様の帰りが遅いときや迷子になったときな
どに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、
お子様の居場所をカンタンに確認できます。

  安心ナビを使う
親ケータイ、子ケータイそれぞれで操作します。
1  待受画面でDRを押し、
 sで「EZナビ」を選ぶ。

2  「安心ナビ」を選びDcを押す。
3  利用規約を確認し、「同意する」を選び

cを押し、Dcを押す。

4  ナビパスワードを設定し、cを押す。

地図：昭文社／ゼンリン／国土地理院
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初めて安心ナビを使用するときは

 パートナーリストに電話番号を登録する際に、「パート ・
ナー登録説明」の画面が表示されます。内容をよく読ん
でDcを押してください。

 子ケータイに登録依頼が送られる
子ケータイの操作です。
1  ナビパスワードを入力し
て、登録情報を送信する。

 親ケータイに、登録完了
通知が届きます。

 子ケータイの電話番号をパートナーリ
ストに登録する
親ケータイの操作です。
「安心ナビを使う」（→86ページ）を参照し、安心ナビを
起動する。
1  「いつでも位置確認」を選び Dcを押し、
「位置確認」を選びDcを押す。

2  c（新規）を押し、cを押す。続けてア
ドレス帳から、パートナーリストに登録
するお子様の電話番号を選び、Dcを押す。

3  「送信」を選びcを押して、お子様のau
電話に、登録依頼を送信する。

自動で位置確認できます

 あらかじめ検索したい時刻を設定すれば、自動で位置 ・
確認することも可能です。

「安心ナビを使う」（→86ページ）を参照し、
安心ナビを起動する。
1  「いつでも位置確認」を選び Dcを押し、
「位置確認」を選びDcを押す。

2  パートナーリストから子ケータイの番
号を選びDc（確認）を押し、「位置確認」
を選びDcを押す。

 位置が確認できると、「位置を確認でき
ました」と表示されます。

3  「地図を表示」を選びDcを押す。
 位置情報が地図に表示されます。

安心ナビで子供の居場所を確認するには
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EZニュースフラッシュ
 EZニュースフラッシュは、待受画面に最新の
ニュースが流れるテロップが常時表示され、テ
ロップを選ぶと情報の閲覧ができます。
EZニュースフラッシュは、初期設定（Eメール
／EZweb）の後に簡単な設定を行うだけで、す
ぐにご利用になれます。初期設定（Eメール／
EZweb）については、『E10K取扱説明書詳細版』
をご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』
はauホームページからダウンロードできます。
配信情報は、すべて無料です。

手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、※ 
パケット通信料がかかる場合があります。また、サー
ビスの登録・解除をする際にもパケット通信料がか
かります。

EZニュースフラッシュでできること

EZニュースフラッシュの情報更新について

 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中 ・
は「 」が表示されます。

待受画面

ニュースを見る

天気を見る

uを押し、j
でウィンドウを
選びcを押す

uを押し、
jで
テロップ
を選び
cを押す
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EZニュースフラッシュを設定する
EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご
利用いただけます。
「EメールとEZwebの初期設定をする」（→38
ページ）の操作を行った後にEZニュースフラッ
シュの設定を行ってください。

 お天気を調べる

EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには？

 EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには、 ・
以下の操作を行います。
待受画面でDu→テロップを選びDc→$%（メニュー）
→「サービス設定解除」を選びDc→「YES」を選びDc→
「OK」を選びDc→「OK」を選びDc

待受画面で
Duを押し、
テロップを選び
Dcを押す。

1

「はい」を選び
Dcを押し、
「OK」を選び
Dcを押す。

設定が完了した後に待受画面に戻ると、テロップに ◆
「次回配信までしばらくお待ち下さい」とメッセージ
が流れます。

2

待受画面で
Duを押し、
「天気」を選び
Dcを押す。
 「きょうの天気」「あした ◆
の天気」などが表示され
ます。
  ◆ M9を押すと天気の詳
細が表示されます。

1
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 その他の機能
その他にも次のような機能がご利用いただけま
す。詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』をご参
照ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホー
ムページからダウンロードできます。

グローバル
パスポート
GSM

E10Kは、au ICカードを利用したグローバ
ルパスポートGSMに対応しています。
グローバルパスポートGSMとは、au IC
カードを海外用GSM携帯電話に差し替え
てご利用いただく国際ローミングサービス
です。特別な申し込み手続きや日額・月額使
用料は不要で、通話料は国内分との合算請
求ですので、お支払いも簡単です。

EZアプリ
EZアプリサーバに登録しているゲームソ
フトなどをダウンロードしてお楽しみいた
だけるサービスです。

ペタメモ
アドレス帳やタスクリストなどの内容を待
受画面に貼り付けて、いつでも簡単に呼び
出すことができます。

エモーション
メール

届いたメールに含まれる単語から内容を
判別し、「喜び」「悲しい」「重要」などを表す
キャラクターアイコンでお知らせします。

とじると
ロック

E10Kを閉じたときに、オートロックと同
様にロックをかけ、他人の無断使用を防止
します。

アラーム
指定した時刻をアラーム音やバイブレータ
でお知らせできます。10件まで登録でき
ます。

カレンダー 月ごとのカレンダーを表示します。

電卓 最大10桁の計算を行うことができます。

モバイル辞典 国語／英和／和英辞典を使って言葉を調べ
ることができます。

漢字チェック
画数の多い漢字などを画面に大きく表示し
て確認することができます。1回に10文
字まで確認できます。

au one
アドレス帳

au電話のアドレス帳の全データをサーバ
に預け、アドレス帳データの保存・復元・閲
覧を行うことができます。
au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイ
PC連動設定を行うことによりパソコンから
も預けたデータの参照や編集ができます。

グラフィック
メモ

画像に日付、カテゴリ、コメントを加えて管
理することができます。

メモ帳 最大30件までメモ帳の登録ができます。

バーコード
リーダー

カメラを使って、バーコードを読み込むこ
とができます。

ICレコーダー 会議の音声などを録音できます。

ケータイアレ
ンジ

待受画面の壁紙や着信音などを、1つの
テーマで統一してアレンジできます。
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症状 チェック 処置 ページ
電源が入らない 電池パックは正しく取り付けられていますか？ 正しく取り付けてください。 -

電池パックは充電されていますか？ 電池パックを充電してください。 32
Fを長く（1秒以上）押しましたか？ Fを長く（1秒以上）押してください。 33

電話がかけられない 画面に「 」が表示されていませんか？ 「 」の表示が消えるところまで移動してください。 34
電話番号は市外局番から入力していますか？ 携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市

外局番から入力してください。
-

電源は入っていますか？ Fを長く（1秒以上）押してください。 33
電話がかかってこない 画面に「 」が表示されていませんか？ 「 」の表示が消えるところまで移動してください。 34

電源は入っていますか？ Fを長く（1秒以上）押してください。 33
キーを押しても反応しない 電源は入っていますか？ Fを長く（1秒以上）押してください。 33

外部キー操作無効が設定されていませんか？
（E10Kが閉じているときのみ）

cを長く（1秒以上）押して、設定を解除してくだ
さい。

-

警告音が鳴り、電源が切れる 電池パックは充電されていますか？ 電池パックを充電してください。 32
電源が自動で切れる 電池パックの端子は汚れていませんか？ 電池パックの端子部を乾いた綿棒などで清掃して

ください。
-

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？ 簡易留守メモを解除してください。 45
相手の方の声が聞こえない 受話音量が小さくなっていませんか？ 通話中にuを押してください。受話音量が大きく

なります。
43

着信履歴に折り返し電話を
すると有料番組につながる

知らない電話番号にかけていませんか？ 心当たりのない電話番号へおかけになる場合はご
注意ください。

24

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のサイ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

 困ったときは
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アフターサービスについては、「アフターサービ
スについて」（→98ページ）をご参照ください。

E10Kを紛失してしまったときのために

  遠隔ロック
E10Kを紛失した場合に、事前に登録した電話から紛失
したE10Kに電話をかけ、設定した回数着信すると、遠
隔操作で他人が使えないようにオートロックとアドレス
帳ロックをかけることができます。

遠隔操作する電話番号を登録します

待受画面でDcM4

M1M4を押し、
ロックNo.を
入力しDcを押す。

1

「発信元番号リスト」
を選び、Dcを押し、
登録先を選び
Dc（編集）を押す。

2

「電話番号入力」を
選びDcを押し、
電話番号を入力し
Dcを押す。

3
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  安心ロック
au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合で
も、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることが
できます。

登録した電話（電話番号）からなくしたau電話に、設定した
条件で電話をかけます。

au電話をなくしてしまったら

お客さまセンターに電話します

発信者番号を通知しましょう

 登録した電話からE10Kに遠隔ロックをかけるときは、 ・
発信者番号を通知して電話をかけてください。

例えば… 「10分間に5回」と設定した場合、10分の間
に5回、なくしたau電話に電話をかけます。

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが
対応してくれるから安心です。受付は24時間で、無料です。

■一般電話、au以外の携帯電話から ■au電話から
0077-7-113 局番なしの113

指定時間 ■
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限
時間を1～10分で設定できます。
着信回数 ■
遠隔ロックが起動するまでの着信回数を5～10回で設
定できます。

ロック操作の条件（時間／回数）を設定します

ロックNo.の初期値は？

 お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」に設定され ・
ています。

※ ロックNo.は、変更できます。変更方法については
『E10K取扱説明書詳細版』をご参照ください。『E10K
取扱説明書詳細版』はauホームページからダウンロー
ドできます。

次ページへ
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着信を拒否する
auお客さまサポートにアクセスします

電源が入っていないとロックできません

 E10Kの電源が入っていない場合には、遠隔ロックや ・
安心ロックが起動できません。また、電波の弱い場所
にE10Kがあると、遠隔ロックや安心ロックが起動で
きない場合があります。

au電話の位置を検索するには（ケータイ探せて安心サービス）

 ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電 ・
話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパ
ソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。
検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電
話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部
屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。
詳しくは『E10K取扱説明書詳細版』をご参照ください。
『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダウ
ンロードできます。

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否
に登録すると、着信を自動的にシャットアウト
できます。
特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知
しない着信、公衆電話からの着信など、着信を
拒否する条件を細かく設定できます。
設定方法については『E10K取扱説明書詳細版』
をご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』
はauホームページからダウンロードできます。

インターネットからauお客さまサポートにログインして、
画面の指示に従って操作することでも安心ロックをかけら
れます。



 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」（→5ページ）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

◎ 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。

 （詳しくは、『E10K取扱説明書詳細版』「時刻が表示されなくなったら」を
ご参照ください。『E10K取扱説明書詳細版』はauホームページからダウン
ロードできます。）

2 3

タブ
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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
③

②

①
①

◎ 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。
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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
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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。
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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。

■ 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。
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 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

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）
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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
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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
104

利
用
許
諾
契
約



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。

（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。
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（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。

（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。
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（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。

109

利
用
許
諾
契
約



110

索
引

索引
記号／アルファベット

ACアダプタ ....................  32
au ICカード ....................  30
Business EZトップ .....  82
Ｃメール ..........................  71
送信する ....................  71
読む ............................  72

E10Kでできること .......  18
EZweb ............................  81
EZキー ............................  31
EZナビ ............................  86
EZニュースフラッシュ
..........................................  88
EZパスワード .................  15
Eメール ...........................  64
アドレスを確認する ...  39
アドレスを変更する ...  38
送信する ....................  64
デコレーションメールを
送信する ....................  66
返信する ....................  69
読む ............................  67

microSDメモリカード
スロット部 ......................  31
PINコード .......................  15
PINロック解除コード ....  16
SAR ..............................  100

あ

アイコン ..........................  34
アドレス帳 ......................  53
受信したEメールから
登録する ....................  56
赤外線を使って
登録する ....................  59
電話をかける .............  58
登録する ....................  53
発信履歴／着信履歴から
登録する ....................  55
編集する ....................  58

アドレス帳キー...............  31
アフターサービス ...........  98
アプリキー ......................  31
暗証番号 ..........................  15
安心ケータイサポート ...  98

安心ナビ ..........................  86
安心ロック ......................  93
エアベント ......................  31
英字モード ......................  49
英数字 ..............................  52
絵文字 ..............................  52
遠隔ロック ......................  92
オートフォーカス ...........  75
お気に入り ......................  85

か

外部接続端子カバー .......  31
外部接続端子部...............  31
顔文字 ..............................  52
カタカナモード...............  49
カメラ ......................  31, 74
簡易留守メモ ..........  23, 45
漢字・ひらがなモード ...  49
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http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html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

1

32

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！！



発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：
KTF31KBSXX- 0911 YG

2011年9月第1版

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。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料
無料でご利用いただけます。

EZwebからは
EZ▶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。

アクセス方法

なるほど! au
みんなでつくる、auQ&Aサイト

バーコード（QRコード）を読み取って
なるほど! auにアクセス▶
※別途パケット通信料がかかります。

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さまサポート
▶みんなでQ&A「なるほど! au」

お問い合わせ先番号 お客さまセンター

au電話からは

局番なしの113番
一般電話からは

        0077-7-113

紛失・盗難・故障・操作方法について （通話料無料）

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）

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

一般電話からは

        0077-7-111
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）
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