
ご利用にあたっての注意事項

ご利用の前に必ずお読みください

2016年1月第1版

ZTF31

- 7 -

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内
部が露出した場合、割れたディスプレイや露出部に手を触れないで
ください。感電したり、破損部でけがをする場合があります。

本製品が濡れている状態で充電を行うと、感電や回路のショート、腐
食が発生し、発熱による火災・故障・やけどの原因となります。

本製品は防水性能を有しますが、万一、水などの液体が背面カバーな
どから本体内などに入った場合には、ご使用をやめてください。その
まま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。

自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。交通事故や
転倒・転落事故の原因となります。

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

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの
誤飲で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因
となる場合があります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでくださ
い。火災、故障、傷害の原因となります。

充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に
対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。正しい方向で
抜き差ししないと、発熱・発火・破損・故障の原因となります。

デコレーションベゼル裏面の防水防塵クッションをはがさないでく
ださい。故障の原因となることがあります。
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■ お子さま利用上のご注意

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

お子さまに自分でデコレーションベゼルを外させたり、遊ばせたり
しないでください。けがなどの原因となります。

お子さまに指定の充電用機器（別売）や付属の充電クリップで遊ばせ
たり、自分で充電をさせたりしないでください。感電、けがの原因と
なります。

お子さまが使用する場合は、保護者の方が取り扱いの方法を教えて
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
ご確認ください。

本製品と付属品を乳幼児の手の届く範囲に置いたり、遊ばせたりし
ないでください。自分や他人にけがをさせたり、本製品に損傷を与え
る可能性があります。本製品には鋭い角を持つ小さな部品があり、傷
害の原因になったり、外れて喉に詰まる可能性があります。

時計バンドにより、乳幼児の窒息事故が生じる危険性があります。時計
バンドは乳幼児の手の届かないところで使用および保管してください。

お子さまが使用する場合は、時計バンドやフック付きストラップな
どをつけた状態で振り回したりしないでください。けがなどの事故
や破損の原因となります。フック付きストラップを持って振り回す
と、本体が飛び出す可能性があります。自分や他人にけがをさせる原
因となります。

■ 充電用機器について

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

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・傷害などの原因となります。
• ACアダプタ（別売）：AC100～240V

- 1 -

本製品をご利用いただくにあたって
• 本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みの上、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.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair
• 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）では通信で
きません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、
通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信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。
• 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信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、LTE方式は通信上の高い秘話・
秘匿機能を備えております）。
• 日本国内の緊急機関に接続する場合は、auのVoLTE（LTEネットワーク）を利
用します。3G（回線交換ネットワーク）を利用しての接続はできません。
• 本製品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。
 （This Product is designed for use in Japan only and cannot be 
used in any other country.）
• 本製品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る場合
があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場
合がございます。
• 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている携
帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
• 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付随的な損害（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。
• 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一
切責任を負いません。
• 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作など
から生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

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。

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：ZTEジャパン株式会社
製造元：ZTE Corporation

安心ケータイサポートセンター
紛失・盗難・故障について（通話料無料）
一般電話／au電話から

0120-925-919

受付時間　9:00～21:00（年中無休）

お問い合わせ先番号
お客さまセンター

一般電話からは

0077-7-113
au電話からは

局番なしの113番

紛失・盗難時の回線停止のお手続き
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）

受付時間　24時間（年中無休）

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・操作方法について（通話料無料）
受付時間　9:00～20:00（年中無休）

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

Pressing “zero” will connect you to an operator,
after calling “157” on your au cellphone.

濡れた状態での充電は、
異常な発熱・焼損などの
原因となり大変危険です。
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必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

背面カバーを取り外す際、必要以上に力を入れないでください。けが
や故障の原因となる場合があります。

直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、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
熱・変形・故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所などに置いたり、不安定な場所で充
電したりしないでください。落下してけがや破損の原因となります。
バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分
ご注意ください。故障・傷害の原因となります。

本製品を長時間使用したり、外部電源と接続したりした状態では熱
くなることがあります。本製品や指定の充電用機器に長時間触れな
いでください。低温やけどの原因となる場合があります。また、紙・
布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因
となる場合があります。

本製品を充電する際は、コンセントや配線器具の定格を超えて使用
しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火
災の原因となります。

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

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの
異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定
の充電用機器（別売）をコンセントまたはソケットから抜き、熱くな
いことを確認してから電源を切り、auショップまたは安心ケータイ
サポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した
場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ケータイサ
ポートセンターまでご連絡ください。
※ 保護者の方が電源を切ってください。｢保護者設定｣で電源を切ることが
できます。
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指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントに根元まで確実に
差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電・発熱・発火・火災・傷
害の原因となります。指定の充電用機器（別売）が傷んでいるときや、コ
ンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。

指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷付けたり、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しないでください。ま
た、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・
傷害の原因となります。

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

お手入れをするときは、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
回路のショートの原因となります。

電源プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感
電の原因となります。

長時間使用しない場合はACアダプタの電源プラグをコンセントか
ら抜いておいてください。火災・故障の原因となります。

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。
発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となり
ます。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに指定の充電用機
器（別売）の電源プラグを抜いてください。

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
コンセントに接続したままにしないでください。また、指定の充電用
機器（別売）の電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでくださ
い。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となります。

充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げ
たりしないでください。感電・発熱・火災・故障・傷害の原因となりま
す。

- 2 -

• 本製品に登録された連絡先・SMS（メッセージ）などの内容は、事故や故障・修
理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必
ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利
益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了
承ください。
• 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が
遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常
温になれば正常に戻ります。
• 本製品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）や常時点灯するドット（点）が存在する場合
があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
• 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはか
るため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製
品の回収を行っております。
※ 取扱説明書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
 発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
 輸入元：ZTEジャパン株式会社
 製造元：ZTE Corporation

■ お知らせ
• 本書では、『ご利用にあたっての注意事項』『お子さま向け操作ガイド』
『基本操作ガイド』『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』『取扱説明
書 詳細版』を総称して『取扱説明書』と表記します。

• 本書の表記方法については、同梱の『基本操作ガイド』をご参照ください。
• 取扱説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されて
います。

• 取扱説明書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
• 取扱説明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づきの点がありましたらご連絡ください。
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通話する際は受話部から大きな音が出る場合があります。耳から十
分に離すなど、注意してご使用ください。

デコレーションベゼルがしっかり装着されたことを確認してから、
使用してください。

■ 本製品について

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

本製品にくぎをさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしな
いでください。発火や破損の原因となります。

ペットが本製品に噛みつかないようご注意ください。内蔵電池の漏
液・発熱・破裂・発火・火災・傷害などの原因となります。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設
定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航
空会社の指示に従ってください。
航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内
での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられること
があります。
※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。｢保
護者設定｣で電源を切ることができます。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用
を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。
※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。｢保
護者設定｣で電源を切ることができます。
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必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で指定の充電
用機器を抜き差ししないでください。感電・故障・傷害の原因となり
ます。

指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くとき
は、電源プラグを持って抜いてください。ケーブルを引っ張るとケー
ブルが損傷するおそれがあります。

充電用機器を床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転倒
した際に、けがや事故などの原因となります。

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
どが生じる場合があります。
充電クリップで使用している各部品の材質は以下の通りです。

使用場所 使用材料 表面処理
外枠外面 PC樹脂 -
外枠裏面、デコ円形 PC樹脂 -
シリコンパッド ゴム -
充電端子 銅 メッキ

充電する際、充電クリップの充電端子と本体の充電端子が、必ずかみ
合うように取り付けてください。ずれたりすると充電クリップが飛
んだりして、けがの原因となります。

指など身体に充電クリップを取り付けないでください。けが・やけ
ど・感電の原因となることがあります。
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お子さまにマナーを教える
■ こんな場所では、使用禁止！
• 自転車などの運転中は、本製品を使用しないでください。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。
 また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が聞こえにく
く、表示に気を取られ交通事故の原因となります。特に踏切、駅のホームや横
断歩道ではご注意ください。
• 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってく
ださい。

■ 周りの人への配慮も大切！
• 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。
• 本製品の画面を見ながらの歩行は大変危険です。歩行中または急に立ち止
まっての通話や操作は控えましょう。
• 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。
• 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。事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、
もしくは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。

■ お知らせ
• 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。｢保
護者設定｣で電源を切ることができます。
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ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけい
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
ある人は、事前に医師とご相談ください。

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

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

皮膚に異常を感じたとき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
どが生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質は以下の通りです。

■ 「mamorino Watch」本体
使用場所 使用材料 表面処理

デコレーションベゼル、
ホームボタン／電源ボタ
ン、本体裏面、背面カバー

PC樹脂 UV＋塗装

防犯ブザーボタン PC樹脂 UV＋塗装
バンド取り付け金具 ステンレス鋼 メッキ
防水リング ゴム -
充電端子 銅 メッキ

■ 時計バンド
使用場所 使用材料 表面処理

時計バンド、バンド通し TPSiV VDI-30
時計バンドねじ、バンド固
定ピン、バンド接合フレー
ム

ステンレス鋼 メッキ

バンド固定カバー、バンド
接合カバー

PC樹脂 VDI-27

バンド留め具 PA樹脂 VDI-30
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人に向けて付属の充電クリップをつまんだり、遊ばせたりしないで
ください。付属の充電クリップが飛んだりして、けがの原因となりま
す。

充電する際は必ず保護者の方が行ってください。お子さまに自分で
充電させないでください。感電、けがの原因となります。

充電クリップの充電端子と本体の充電端子がかみ合っている状態
で、充電クリップの充電端子側を押し付けないでください。破損の原
因となることがあります。

■ au Nano IC Card 04 LEについて

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使
用ください。

au Nano IC Card 04 LEの取り付け・取り外しの際にご注意くだ
さい。手や指を傷付ける可能性があります。

カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金
属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすな
ど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

カードは、直射日光が当たったり高温となる場所やほこりの多い場
所には保管、放置しないでください。故障の原因となります。

au Nano IC Card 04 LEは、乳幼児の手の届かない場所に保管し
てください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。
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 安全上のご注意（必ずお守りください）
■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い
ください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

● この「安全上のご注意」には本製品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。

● お子さまがお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みに
なり、正しい使いかたをご指導ください。

● 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「取り扱いを誤った場合に人が死亡または
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「取り扱いを誤った場合に人が死亡または
重傷（※1）を負うことが想定される内容」を示していま
す。

この表示は「取り扱いを誤った場合に人が軽傷（※2）を
負うこと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、
および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷 ： 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。
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■ シリコンケース
使用場所 使用材料 表面処理

外装ケース（側面、裏面） PC樹脂＋TPSiV -

■ フック付きストラップ
使用場所 使用材料 表面処理

フック部 POM樹脂 -
紐部 PP樹脂 -

■ ドライバー
使用場所 使用材料 表面処理

先端金属部 ステンレス鋼 -
本体 PC樹脂 -

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホ
ンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。
記録内容が消失される場合があります。

背面カバーを外したau Nano IC Card 04 LEを取り付ける箇所に
液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火
災・感電・故障・傷害の原因となります。

時計バンドやフック付きストラップなどを持って、本製品を振り回
さないでください。けがなどの事故や破損の原因となります。フック
付きストラップを持って振り回すと、本体が飛び出す可能性があり
ます。自分や他人にけがをさせる原因となります。

通常は背面カバーを閉めた状態で使用してください。カバーを閉め
ずに使用すると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品
の電源を切ってください。
※ 保護者の方が電源を切ってください。｢保護者設定｣で電源を切ることが
できます。
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■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使
用ください。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気
機器の近くで本製品を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器
に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。
1.  植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装
着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよ
び植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行お
よび使用してください。

2.  身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確
保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメー
カーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性
がありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、も
しくは電源を切ってください。
※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってくだ
さい。｢保護者設定｣で電源を切ることができます。

3.  医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めてい
る場合は、その医療機関の指示に従ってください。

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

禁止（してはいけないこ
と）を示す記号です。

水がかかる場所で使用し
たり、水に濡らしたりして
はいけないことを示す記
号です。

濡れた手で扱ってはいけ
ないことを示す記号です。

必ず実行していただくこ
と（強制）を示す記号です。

分解してはいけないこと
を示す記号です。

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。

■ 本製品、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、
周辺機器共通

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用
した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の
当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでくださ
い。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。また、ケースの一
部が熱くなり、低温やけどの原因となることがあります。

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

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災
の原因となります。
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本製品の吸着物にご注意ください。受話部などには磁石を使用して
いるため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着
し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話部などに異
物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。受話部などに砂などが入
り音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障
の原因となります。

本製品からの時計バンドとシリコンケースの着脱は、保護者の方が
行ってください。お子さまが着脱を行うと、故障・傷害の原因となる
場合があります。

お子さまに時計バンドとシリコンケースの着脱をさせないでくださ
い。故障・傷害の原因となる場合があります。

先端が尖ったものでシリコンケースを突いたり、はさみなどで切っ
たりしないでください。損傷、傷害の原因となります。

付属のドライバーは、お子さまや乳幼児の手の届かないところに保
管してください。
誤飲で窒息したり、事故や傷害の原因となる場合があります。

 ■ 内蔵電池について
（本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です。）
内蔵電池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。また、長時間ご使用になら
なかったときは、ご使用前に充電してください。

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがあ
りますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は
失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗った後直ちに医師の
診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで
拭き取ってください。
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 取り扱い上のお願い
製品の故障を防ぎ、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。
■ 本製品、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、周辺機器
共通

● 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
45％～85％の範囲内でご使用ください。）

● 本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰
まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意
ください。衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板
などの破損、故障の原因となります。

 また、microUSBケーブルを充電クリップの外部接続端子に差した状態の
場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の
対象外となります。

● 本製品の防水性能（IPX5、IPX7相当）を発揮するために、背面カバーをしっ
かりと取り付けた状態でご使用ください。

 ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品
内部に水を浸入させたり、充電用機器、オプション品に水をかけたりしない
でください。雨の中や水滴が付いたままで背面カバーの開閉は行わないで
ください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。

 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり
ます。

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

● 外部接続端子と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
を加えて接続端子を変形させないでください。

● お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた
布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が付く場合があります。ディスプレ
イに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがありま
す。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が
消えたり、色があせたりすることがあります。
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お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感
電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品や周辺機器
などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。本製
品の改造は電波法および電気通信事業法違反になります。

本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電
池の交換については、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。

必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用
ください。

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、必ず事前に本製品の電源を切り、充電をしている場合は中止して
ください。ガスに引火するおそれがあります。
※ 保護者の方が電源を切ってください。｢保護者設定｣で電源を切ることが
できます。

本製品や時計バンド、周辺機器などの乾燥には、外部の熱源（ヘアド
ライヤーなど）を使用しないでください。感電の原因となります。

本製品が破損したまま使用しないでください。けがの原因となりま
す。

本製品のデコレーションベゼルが分離、損傷した場合、工具でディス
プレイを取り外さないでください。けがの原因となります。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破
裂・発熱・発火・故障の原因となります。

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

充電端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物
（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入らないよ
うにしてください。発熱・火災・故障・感電・やけどの原因となります。
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内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能
が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・
発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、auショッ
プなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけ
ない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
なお、寿命は使用状態などによりよって異なります。

■ 使用温度について

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用
ください。

本製品は環境温度5℃～35℃、湿度は45％～85%の範囲でご使用
ください。温度や湿度が急激に変化する場所に放置しないようにし
てください。本製品の内部温度が通常の動作温度を超えると（高温の
車内に放置されたり、直射日光に長時間さらされるなど）温度を調整
するために次のことが行われます。
• 充電が遅くなったり、停止したりすることがあります。
• 画面が暗くなることがあります。
• 温度に関する警告画面が表示されることがあります。
• 一部のデータ転送が一時停止または遅延することがあります。
• 一部のアプリが起動できなくなったり、終了することがあります。
• 機内モードに切り替わり、すべての電話をかけられなくなったり、
通話が中断されることがあります。

• 電源が切れることがあります。
上記の現象が起きたら、温度が下がるまでしばらく使用をおやめください。

ソフトウェアを更新する際、本製品の温度が高くなる可能性があり
ます。本製品を体から離して、ソフトウェアを更新してください。

充電中に、高温のため充電が一時停止になった場合、温度が下がるま
でしばらく充電をおやめください。

本製品は該当する表面温度規格および制限に準拠しています。ただ
し、これらの制限内であっても、高温の表面に長時間触れていると、
不快な症状が出たり、負傷したりするおそれがあります。不快感を覚
えるほど熱くなった場合は本製品を外してください。
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● 一般電話・テレビ・ラジオ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。

● 充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが
異常ではありません。

● 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機
器のコネクタやプラグがまっすぐになるように抜き差ししてください。

● 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因
となりますのでご注意ください。

■ 本製品について

● 強く押す、叩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場合があります。

● ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付け
ないでください。傷の発生や破損の原因となります。

 ディスプレイは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押した
り、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたりしない
でください。

 以下の場合はディスプレイに触れても動作しないことがあります。また、誤
動作の原因となりますのでご注意ください。
・ 手袋をしたままでの操作
・ 爪の先での操作
・ 異物を操作面に乗せたままでの操作
・ ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
・ 濡れた指または汗で湿った指での操作
・ 水中での操作
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● 改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用
した場合は電波法および電気通信事業法に抵触します。

 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明など、および電
気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定などを受けており、そ
の証として、「技適マーク 」が本製品内で確認できるようになっておりま
す。

 ≪確認方法≫時計画面で左にスワイプ→［保護者設定］→保護者パスワード
を入力→［端末情報］→［法的情報］

 本製品のねじを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無
効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電
波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお
願いいたします。

● 磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づけ
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。

 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

● ポケットや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
部材に当たらないようにしてください。傷の発生や破損の原因となります。
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（市販品）は、
傷の発生や破損の原因となる場合がありますのでご注意ください。

● 寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコ
ンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された
場合、本製品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
な条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意
ください。

● ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。濡らした布
やガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

● 照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、
周囲の状況に照度センサーが反応できずに、正しく動作しない場合があり
ますのでご注意ください。
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● 背面カバーを取り外す場合、同梱の『基本操作ガイド』の「au Nano IC Card 
04 LEを取り付ける／取り外す」をご参照の上、付属のドライバーを正しく
使って取り外してください。

 付属のドライバーの誤った使いかた、または市販のドライバー類などを
使った場合、本製品や背面カバーが破損する可能性があります。

■ タッチパネル（ディスプレイ）について

● タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので
操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷
の発生や、破損の原因となる場合があります。

● ディスプレイにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シート
など）を貼ると、タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合がありま
す。

● ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因と
なります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてくださ
い。

● ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの
伝導性物質が近づいた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますの
でご注意ください。

 ■ 内蔵電池について

● 夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では
内蔵電池の容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、内蔵電
池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。

● 内蔵電池は充電後、本製品を使わなくても少しずつ放電します。長い間使わ
ないでいると、内蔵電池が放電してしまっている場合があるため、使う前に
充電することをおすすめします。

● 内蔵電池は、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。
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• 本製品は清潔に保ち、乾燥した状態を保ってください。汗を多くかいた後
は、本製品、時計バンド、および肌の汚れをふき取り、乾燥させてください。
本製品および時計バンドに真水がかかった場合は、しっかりと乾燥させて
ください。土、砂、化粧品、インク、石鹸、洗剤、酸、酸性の食品など、汚れや損
傷の原因となる物質が本製品に付着した場合や、真水以外の液体や皮膚感
作性を引き起こす可能性のある液体（汗、海水／塩水、石鹸水、プールの水、
香水、防虫剤／虫除けスプレー、ローション、日焼け止め、油、接着剤落とし
など）が本製品にかかった場合は、本製品を清掃してください。
• 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めた
りしないでください。
• 洗うときは背面カバーをしっかり閉じた状態で、開かないように押さえ
たまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
• 洗濯機や超音波洗浄機、食器洗浄機などで洗わないでください。
• 石けん、洗剤など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。
＜お風呂＞
お風呂で使用できます。
• 濡れた手で操作できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計で
はありません。
• お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありま
せん。
• 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、
水中で使用しないでください。故障の原因となります。
• 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂
場などに本製品を持ち込むときは、本製品が常温になってから持ち込
んでください。
• ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で
放置してください。
• 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
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2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品のBluetooth®機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子
レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場
の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を
要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略
す）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確
認してください。

2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、
すみやかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発
射を停止）してください。

3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、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。

• 本製品はすべてのBluetooth®対応機器との接続動作を確認したものではあ
りません。従って、すべてのBluetooth®対応機器との動作を保証するもので
はありません。
• 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®の標準仕様に準拠したセキュ
リティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセ
キュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®によるデータ通信
を行う際はご注意ください。
• Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社
では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

• 周波数帯について 
本製品のBluetooth®機能/Wi-Fi（無線LAN）機能が使用する周波数帯は、次
のとおりです。

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

：2400MHｚ～2483.5MHｚの全帯域を使用し、かつ
移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。
※ 利用可能なチャンネルは国により異なります。
航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
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■ 注意事項
背面カバーについて
背面カバーはしっかりと閉じた状態にしてください。接触面に微細なゴ
ミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
背面カバーを開閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。
カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾
いた清潔な布で拭き取ってください。
背面カバーに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これ
らのときは、お近くのauショップまでご連絡ください。
水以外が付着した場合
万一、水以外（海水・洗剤・アルコールなど）が付着してしまった場合、すぐ
に水で洗い流してください。
やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離
れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
汚れた場合、ブラシなどは使用せず、背面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。
水に濡れた後は
水濡れ後は水抜きをし、背面カバーを外さないで、本製品、背面カバーと
も乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。
寒冷地では本製品に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍
結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放
置しないでください。（本製品は、結露に関しては特別な対策を実施して
おりません。）
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端末の比吸収率（SAR）について
この機種mamorino Watch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※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1.885W/kg、身体に装着した場合の
SARの最大値は1.885W/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、実際に通話等を行っている状態では、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。通信中は、身体との間
に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、携帯電話機が
国の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ることを確認し
ています。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価す
るために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日
まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されてい
ません。』と表明しています。
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
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ゴムパッキンについて
背面カバーのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をし
ています。傷付けたり、はがしたりしないでください。
背面カバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意くださ
い。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防
水性能が維持できなくなる場合があります。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。
水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できな
くなる場合があります。
背面カバーを開ける際、付属のドライバーを使用してください。付属のド
ライバー以外の先のとがったものを隙間に差し込まないでください。本
製品が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原
因となります。
充電について
本製品が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。
付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
防水性能について
高い水圧がかかる場所（蛇口・シャワーなど）でのご使用や、水中に30分
以上沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流（6リット
ル／分以上の水流：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）を直接当てないでください。本製品はIPX5／IPX7相
当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音
波洗浄機などで洗わないでください。
本製品は水に浮きません。
耐熱性について
熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は
耐熱設計ではありません。

- 37 -

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームペー
ジをご参照ください。

○ 総務省のホームページ
 http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
○ 一般社団法人電波産業会のホームページ
 http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
○ auのホームページ：
 http://www.au.kddi.com/mobile/product/sar-list/

※ 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。

知的財産権について
■ 商標について
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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。
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輸出管理規制
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。

au災害対策アプリ利用規約
本製品の「きんきゅう」アプリは、「au災害対策アプリ」のうち「緊急速報メール」
機能のみを提供しています。

■ 利用規約
KDDI株式会社(連絡先：157、0077-711)（以下「当社」といいます。）が提供す
る『au災害対策』（以下「本アプリ」といいます。）のご利用にあたっては、以下の
利用規約（以下「本規約」といいます。）の内容を承諾していただく必要がありま
す。ご利用の前に必ず、本規約をお読みください。

第1条 (適用)
1. 当社は、本規約に従って、本アプリを提供します。本アプリをダウンロード又
はインストールするお客様（本アプリがプリインストールされている場合に
は、本アプリを起動したお客様）は、本規約に同意したものとみなされます。

第2条 (本アプリの利用)
1. 本アプリのご利用にあたっては、当社又は沖縄セルラー電話株式会社（以下
「沖縄セルラー電話」といいます。）が提供するインターネット接続サービス
であるIS NETおよびLTE NET（以下「IS NET/LTE NET」といいます。）の
ご利用に係る契約を締結している必要があります。

2. お客様は、本アプリを、本アプリ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本アプリ対応の当社が定めるau携帯電話上でのみご利
用いただけます。
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第3条 (本規約の変更等)
1. 当社は、お客様の了承を得ることなく、本規約を改訂、追加、変更することが
できるものとします。この場合、本アプリの提供条件は変更後の本規約によ
るものとします。

第4条 (本規約の掲載等)
1. 本規約は、当社が別途指定するウェブサイト上に掲載するものとし、本規約
の変更等は、変更後の本規約がお客様に閲覧可能な状態で当該ウェブサイト
上に掲載された時点より効力を生じるものとします。

第5条 (本アプリの料金)
1. 本アプリは、無料でご利用いただけます。但し、IS NET/LTE NETの接続料
及び通信料等は、お客様のご負担になります。なお、LTE NET契約者におけ
る災害用伝言板および災害用音声お届けサービスの通信料は当社負担にな
ります。

第6条 (禁止事項)
1. お客様は、本アプリをお客様個人のご利用のためのみに利用することができ
るものとし、商業・広告目的その他当社が許可していない目的での利用及び
二次利用を一切してはならないものとします。

2. お客様は、本アプリで使用されているソフトウェア（本アプリを含みます。）、
ドキュメント、データ、画像、ロゴ等につき、以下の行為を行ってはならない
ものとします。
（１） 製品表示、著作権表示、その他の注意文言、又は財産権に基づく制限事

項を削除又は変更すること
（２）複製、頒布、公衆送信、改変、翻訳、翻案又は二次的著作物の作成をすること
（３） 当社の書面による事前承諾なく、第三者に移転、販売、譲渡その他の処

分をすること
（４） 当社の書面による事前承諾なく、再使用許諾、貸与その他方法の如何を

問わず、第三者に使用させること
（５） リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又はその他

の解析・分析をすること
（６） 本アプリの運営を妨害し若しくは本アプリの信用を毀損し又はそれら

の恐れがある行為をすること
（７）法令に違反し又は違反する恐れがある行為をすること
（８）当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為をすること
（９） 前各号の他、当社若しくは第三者の権利を侵害、制限、妨害し又はその

恐れがある行為をすること
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3. お客様は、本規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。

第7条 (使用上の注意)
1. お客様は、本規約の内容を理解した上で、本アプリのご利用を、お客様ご自身
の責任で行うものとします。

2. 本アプリの提供及びその内容は、お客様への通知なしに変更されることがあ
ります。

3. 当社は、本アプリの継続的提供を約束するものではなく、お客様への通知な
く、且つ、理由の如何を問わず、本アプリの全部又は一部の提供を一時停止し
又は終了することができます。

第8条 (知的財産権等)
1. 本アプリに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他一切の権利は、当
社又は当社に対して使用許諾を行っている第三者に帰属するものとします。

2. お客様は、前項の権利を侵害することなく、本アプリを利用しなければなら
ないものとします。

第9条 (本アプリの利用の停止、提供の中止)
1. 当社は、お客様が本規約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を
停止し又は当社とお客様との間の本アプリの利用に係る契約を解除するこ
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を利用し
てはいけません。

第10条 (保証の制限)
1. 当社は、本アプリについて、その正確性、完全性、安全性、本アプリがお客様の
特定の目的に適合し又は有効であること等につき、何ら保証するものではな
く、また、本アプリに知的財産権の侵害がないこと、本アプリに瑕疵のないこ
と、本アプリが不具合なく動作すること等についても、何ら保証するもので
はありません。

第11条 (当社の免責)
1. 当社は、お客様に対し、本アプリに関する技術サポート、保守、デバック、アッ
プグレード等、その他いかなる役務の提供義務も負いません。

2. 当社は、本アプリの提供にあたり、お客様のau携帯電話又は機器等に保存さ
れているデータの喪失、毀損又は改変等に起因する損害について、一切その
責任を負わないものとします。

3. 当社は、不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由により発生したお
客様の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。
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4. 当社は、当社の都合により、お客様への予告又は通知をすることなく、本アプ
リの一部又は全部を終了することができることについて、お客様は予め承諾
するものとします。

5. 当社は、本アプリの提供の中止、利用の停止及び終了したことに起因するお
客様の損害等について、一切その責任を負わないものとします。

第12条 (損害賠償)
1. 本アプリのご利用にあたり、当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、当社はお客様が当社又は沖縄セルラー電話と契約しているIS 
NET/LTE NETの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を補償
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、当該上限を適用しないものとします。

第13条 (準拠法)
1. 本規約に係る準拠法は、日本国法とします。

第14条 (合意管轄)
本規約又は本アプリに関連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ときは、東
京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

安心ナビ利用規約
【サービス内容】
KDDI株式会社(以下「当社」といいます。）および沖縄セルラー電話株式会社（以
下、併せて「当社等」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。
auスマートパス会員（以下「スマートパス会員」といいます。）が、安心ナビをご
利用される際には、本規約の他に、「auスマートパス利用規約」が適用されます。
スマートパス会員は、本規約に定める利用申込みを行うことなく、また本規約に
定める月額300円（税抜、以下「情報料」といいます。）を支払うことなく、安心ナ
ビを利用することができます。なお、スマートパス会員になられる前に、安心ナ
ビの利用申込みを行い、月額有料でご利用されているお客様は、必ず、月額有料
の安心ナビに係る利用契約を解約してください。
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1. 安心ナビとは、お客様（以下「検索者」といいます。）が、当社等の指定する安心
ナビに対応する端末（以下「被検索端末」といいます。）のおおよその位置等
（以下「位置情報」といいます。）を確認、検索し、被検索端末の利用者（端末契
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。）が、被検索端末から検索者の使用する対応端末
（以下「検索端末」といいます。）に位置情報を通知すること等ができるサービ
スです。

2. 安心ナビには、有料サービス（情報料月額300円・税抜）と、無料サービス（情
報料月額無料）があります。

3. 有料サービスを利用する際には、検索者の名前、被検索端末の電話番号、対応
端末の種類又は検索者のau ID等の当社が指定する情報を検索端末及び被検
索端末に登録すること（以下「パートナー登録」といいます。）が必要です。

4. 安心ナビの一部の機能は、mamorinoと称する対応端末等の当社等が指定す
る端末ではご利用いただけません。

5. 有料サービスを利用する場合には、検索者は、【利用契約の締結等】第1項に定
める手続に従って安心ナビを当社等に利用申込みしていただいた日の属す
る月の翌月及びそれ以降の各暦月について、情報料を当社等に支払うものと
します。但し、利用契約を解約、解除等により終了した後で再び利用契約を締
結した場合における二回目以降の利用契約の成立日の属する月分の情報料
は、支払いを要します。

6. 前項に基づき安心ナビの利用申込みをされた検索者は、auスマートパスへの
会員登録を行っても、当社等所定の手続でかかる利用申込みの解約を行わな
い限り、情報料が請求され続けます。お客様は、自らの責任で、解約手続きを
行うものとします。

【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、当社等が
別に定める手続きに従って当社等に安心ナビの利用申込みをしていただき
ます。当社等は、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込みを承諾するものとし、利用申込みの承諾と同時に
当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） 他の端末契約者の対応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
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（４） 前各号に定めるほか、当社等が安心ナビの利用申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. お客様が利用契約を解約される場合は、当社等が別に定める手続に従って、
利用契約の解約を当社等にお申し出下さい。

3. 当社等は、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） 当社等所定の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、当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
4. お客様のご利用の端末がau端末の場合において、当社等所定の通信サービス
の提供を受けるための契約が終了した場合には、当社等から何ら意思表示を
要することなく当然に当該対応端末に係る利用契約も終了するものとしま
す。

5. お客様が、ご利用の検索端末をEZweb対応のau端末からスマートフォンの
au端末に変更される場合において、当該スマートフォン端末で安心ナビを
継続して利用していただく場合には、特段の手続きは不要です。なお、一度
EZweb対応のau端末上で利用契約を解約されてしまった場合には、対応端
末上で再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直す必要があります。

6. お客様がスマートパス会員である場合に、スマートパス会員としての会員資
格を喪失された場合、当社等は何らの通知又は催告を行うことなく、当該お
客様に対する安心ナビの提供を停止することができるものとします。この場
合、お客様は、対応端末上で、再度安心ナビの利用申込み及び各種設定をし直
す必要があります。

【知的財産権／個人情報】
1. お客様は、当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当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。
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（２） 当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
当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. 当社等は、当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、当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ると共に、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） 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。）

（５） 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。

（６） 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。

（７） 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。

（８） 検索者及び被検索者は、他人の対応端末において無断でパートナー登
録その他安心ナビに係る設定、登録を行い又はそれを変更すること。
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（９） 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。

（10） 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。
（11） 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。
（12） 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
（13） 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対応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パートナー登録その他安心ナビを利用するために

必要な設定、登録が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削
除されている場合。

（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） 安心ナビをパソコンから利用する場合において、当社等が指定する利

用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。
（６） お客様が当社の発行するau IDの利用を禁止、制限若しくは禁止された

場合、又は当社がau ID会員の登録を抹消した場合。

【サービスの中止及び中断】
1. 当社等は、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当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、当社等は、1か月分の情報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。
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【通信料】
1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（対応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. 当社等は、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、当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
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■ 本製品の記録内容の控え作成のお願い

● ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、
重要なものは控えをお取りください。本製品のメモリは、静電気・故障など
の不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化す
る場合があります。

 ご利用いただくパスワードについて
本製品をご使用いただく場合に、パスワードをご利用いただきます。
ご利用いただくパスワードは次の通りとなります。設定されたパスワードは保
護者パスワードとして各種の操作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。
● パスワード

使用例 ① 保護者設定を利用する場合
② 連絡先を追加する場合

● PINコード

使用例 第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐ場合
初期値 1234
なお、初期値は必ずお客様の独自の番号に変更の上お使いください。

 PINコードについて

■ PINコード
第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐために、電源を入れ
るたびにPINコードの入力を必要にすることができます。（本製品では設定でき
ません。）
お使いの携帯電話でau Nano IC Card 04 LEのロック（SIMカードロック）を
設定して、本製品にロックされたカードを取り付けてください。
• お買い上げ時のPINコードは「1234」、入力要否は「入力不要」に設定されて
いますが、お客様の必要に応じてPINコードは4～8桁のお好きな番号に変更
できます。（本製品では変更できません。） 
お使いの携帯電話でau Nano IC Card 04 LEのロック（SIMカードロック）
を設定して、本製品にロックされたカードを取り付けてください。
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■ 水に濡れたときの水抜きについて
本製品を水に濡らした場合、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす
場合や音が聞こえにくくなる場合があります。
下記手順で水抜きを行ってください。

1 本製品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。
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■ PINロック解除コード
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 Nano IC Card 04 LEが取り付けられていたプ
ラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはす
でに決められています。
• PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してくださ
い。
• 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コードは「オールリセット」を行ってもリセットされません。

本製品の装着と使用時のご注意
本製品を時計バンドで装着する際には、ディスプレイが手の甲と同じ向きにな
るように装着してください。装着する際、身体への電波吸収を抑えるため、本製
品を頭部や身体に当てないようにしてください。
ディスプレイが手のひらと同じ向きになるような装着は、本製品が頭部や身体
当たりやすく、身体への電波吸収量が増えるのでおやめください。

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意
本製品は背面カバーを完全に閉めた状態でIPX5※1相当、IPX7※2相当の防水
性能およびIP5X※3相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。
また、MIL規格準拠※4の耐衝撃性能を実現しております（当社試験方法による）。
具体的には、雨（1時間の雨量が20mm未満）の中、傘をささずに濡れた手で持っ
て通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いい
ただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。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・故障のおそれがあります。
※1 IPX5相当とは、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です。

※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた
状態で約30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を
保つことです。
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 2 振りかたについて
① 本製品をしっかり持ち、水が出なくなるまで本製品を矢印方向に
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。
※ 本製品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。

※ シリコンケースとフック付きストラップの状態のときは、振
らないでください。

表側と裏側：各20回以上

② 出てきた水分を拭き取ります。
※ 送話口（マイク）、受話部、各ボタン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 IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間
入れて攪拌（かくはん）させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維
持することを意味します。

※4 アメリカ国防総省が測定したMIL-STD-810G Method 516.6:Shock-
Proceduer Ⅳに準拠した落下試験（高さ1.22mから合板（ラワン材）に本製品を
26方向で落下させる）を実施しています。

 日常生活における使用での耐衝撃性を想定していますので、投げつけたり、無理な
落としかたをするなど、過度な衝撃を与えた場合は壊れる可能性がありますので、
ご注意ください。また、本製品の性能に異常がなくても落下衝撃にて傷などが発生
します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、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ます。

ご使用にあたっての重要事項

● 背面カバーをしっかり閉じた状態にしてください。
• 完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。
• 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。
• 手や本製品が濡れている状態での背面カバーの開閉は絶対にしない
でください。

● 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
● 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
● 水以外の液体（アルコールなど）に浸けないでください。
● 砂浜などの上に直に置かないでください。受話部などに砂などが入り
音が小さくなったり、本製品内に砂などが混入すると発熱や故障の原
因となります。

● 水中で使用しないでください。
● お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。
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3 繊維くずの出ない乾いた清潔な布などに本製品を軽く押し当
て、送話口（マイク）・受話部などの隙間に入った水分を拭き
取ってください。
※ シリコンケースを装着しているときは、シリコンケースとフック
付きストラップを外して本製品の水分を拭き取ってください。

4 本製品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。
水分が十分に取り除かれない場合、防犯ブザーなどの音圧が低下すること
があります。

上記手順を行った後でも、本製品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。
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快適にお使いいただくために

● 水濡れ後は本製品の隙間に水がたまっている場合があります。よく
振って水を抜いてください。

● 水抜き後も、水分が残っている場合があります。ご使用にはさしつか
えありませんが、濡れては困るもののそばには置かないでください。
また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますのでご注意くだ
さい。

■ 利用シーン別注意事項
＜雨の中＞
雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。
• 雨とは、「やや強い雨」の場合。（1時間の雨量が20mm未満まで）
• ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場
合があります。
• 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態で背面カバーの開閉
は絶対にしないでください。
＜シャワー＞
シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。
• 耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないで
ください。
＜洗う＞
やや弱めの水流（6リットル／分以下）で蛇口やシャワーより約10cm離
れた位置で常温（5℃～35℃）の水道水で洗えます。
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■ 充電のときは
付属品、オプション品は防水／防塵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。
• 本製品が濡れている状態では絶対に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火災・故障・やけどの原因となります。
• 本製品が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場
合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってください。
• 濡れた手で指定の充電用機器（別売）に触れないでください。感電の原
因となります。
• 指定の充電用機器（別売）は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、
シャワー室、台所、洗面所などの水まわりでは使用しないでください。
火災・感電・故障・傷害の原因となります。また、充電しないときでも、お
風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電・故障・傷害の原因と
なります。

Bluetooth®機能について 
• Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。本製品のBluetooth®機能は
日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になる
と罰せられることがあります。
• 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生してい
るところで使用しないでください。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると通信ができなくなることがあります（特に
電子レンジ使用時には影響を受けることがあります）。
• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画
面が乱れることがあります。
• 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってく
ださい。
※ 電源を切る必要がある場合は、保護者の方が電源を切ってください。｢保護者設定｣
で電源を切ることができます。
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■ au Nano IC Card 04 LEについて

● au Nano IC Card 04 LEの取り外し、および取り付け時には、必要以上に
力を入れないようにしてください。本製品への取り付けには必要以上の負
荷がかから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 Nano IC Card 04 LEを取
り付けて故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。

● au Nano IC Card 04 LE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（めがね拭きなど）などで拭いてく
ださい。

● au Nano IC Card 04 LEにシールなどを貼らないでください。

■ 目の保護について

● ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画面からある程度の距離を
取ってご使用ください。

■ アレルギーについて

● 使用者によっては、宝飾品や時計などの着用物が肌に長時間触れた場合は、
それらに使用されている物質に対して過敏性の反応が起きる場合がありま
す。こうした反応は、アレルギー、環境要因、石けん、汗などの刺激物への長
時間の接触、またはその他の原因によるものである可能性があります。皮膚
感作性をお待ちであることが分かっている場合は、本製品を着用する際に
特に注意してください。着用するときにきつく締めすぎると、炎症が起きる
可能性が高くなる場合があります。皮膚を覆いすぎないように定期的に取
り外してください。着用している本製品の周りや下の肌に、赤み、腫れ、かゆ
み、その他の炎症、または不快な症状が出た場合は、本製品を取り外し、再度
着用する前に医師に相談してください。症状が軽減した後でも、継続的に
使用すると、新たに炎症が起きたり、炎症の程度が悪化するおそれがありま
す。

■ 聴覚の保護について

● 聴覚を損なうおそれがありますので、通話中あるいは受話部を利用する際、
耳に近づけないようにしてください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm

