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ごあいさつ
このたびは、EIS01PTをお買い上げいただき、誠にありがとうござい
ました。
ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書ダウンロード
『取扱説明書』（本書）のPDFファイルをauホームページからダウンロードでき
ます。
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、本書を抜粋のうえ、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。
http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Korean/
Simplified Chinese/Traditional Chinese/
Portuguese Instruction Manual
英語版・韓国語版・中国語（簡体）版・中国語（繁体）版・
ポルトガル語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English/Korean/Simplified Chinese/
Traditional Chinese/Portuguese 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）』／『取扱説明書・抜粋（韓国語版）』／『取扱
説明書・抜粋（中国語（簡体）版）』／『取扱説明書・抜粋（中国語（繁体）
版）』／『取扱説明書・抜粋（ポルトガル語版）』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/Korean/Simplified Chinese/Traditional Chinese/
Portuguese Simple Manual can be read at the end of this 
manual.
簡易英語版／簡易韓国語版／簡易中国語（簡体）版／簡易中国語（繁体）
版／簡易ポルトガル語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意
EIS01PT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。
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／
GSM方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
• au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受
けていただくことがあります。
• 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯
電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号
情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
• 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意く
ださい。
• お子様がお使いになるときは、保護者の方が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。
• EIS01PTは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で
説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容
によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイ
ド」をご参照ください。
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着信を拒否したい

▶P.186

通話中の受話音量を
調節する

▶P.72

折り返し電話をかける
（通話履歴）

▶P.76

電話に出られないとき
（お留守番サービス）

▶P.216

連絡先を電話帳に
登録する

▶P.80

Eメールを使う

▶P.88

Cメールを使う

▶P.99

Gmailを使う

▶P.114

撮影した写真を
Eメールで送る

▶P.89

PCメールを使う

▶P.106

迷惑メールを
防止したい

▶P.97

通信料を確認する
（auお客さまサポート）

▶P.118

道順や乗り換えを
確認する
（Googleマップ）
▶P.146

情報を検索したい
（クイック検索ボックス）

▶P.56

ニュースや天気予報を
チェックする
（ニュースと天気、天気）
▶P.152、▶P.161

撮影した写真を見る
（ギャラリー）

▶P.133

動画を見る
（ギャラリー、
ビデオプレーヤー）
▶P.133、▶P.136

音楽を聴く
（ミュージック）

▶P.138

YouTubeを見る

▶P.159

着信音などを
鳴らさないようにする
（マナーモード）
▶P.164
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無線LAN（Wi-Fi®）を
利用する

▶P.202

シンプルモードに
切り替える

▶P.177

壁紙を変える

▶P.50、▶P.56

各種機能を設定する

▶P.184

Bluetooth®機能を
利用する

▶P.208

着信音を変える

▶P.188

電話をなくしたときに
備える
（遠隔制御ロック）
▶P.189

画面ロックを設定する

▶P.191

防水・防塵について

▶P.24

ソフトウェアを更新する

▶P.236

PINコードを変える

▶P.192

緊急地震速報について

▶P.103

動画を撮る
（動画撮影）

▶P.128

自分の音声を録音する
（音声メモ）

▶P.164

写真を撮る
（カメラ）

▶P.128

通話中の声を録音する

▶P.164

自分の連絡先を教える
（赤外線通信）

▶P.213

電卓で計算する

▶P.172

アラームを使う
（アラーム／時計）

▶P.153

よく使う機能をすぐに
起動する
（ショートカット）
▶P.52

メモを作成する
（手書きメモ、便利メモ）

▶P.165、▶P.167

スケジュールを
管理する

▶P.151
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マナーも携帯する
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・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。
• 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。

■ 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。

■ 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。

本体  付属品について
すべてそろっているかご確認ください。

卓上ホルダ microSDメモリカード
2GB（試供品）

本体 保証書 電池パック

• 取扱説明書（本書）
• ご使用上の注意
• 設定ガイド
• グローバルパスポートご利用ガイド
• 001国際電話サービス（au国際電話サービス）ご利用ガイド

以下のものは同梱されていません。

• ACアダプタ
• ステレオイヤホン

• microUSB-USB変換ケーブル
• microUSBステレオイヤホン変換アダプタ

• 指定の充電用機器（別売）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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