詳細版

ZTF31

ごあいさつ

操作説明について

このたびは、
「mamorino Watch（マモリーノ ウォッチ）
（
」 以下、
「 本製
品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に本製品に同梱の『基本操作ガイド』
『ご利用にあたっての
注意事項』
『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』
『お子さま向け
操作ガイド』または本書をお読みいただき、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。
『基本操作ガイド』
『 ご 利 用 に あ た って の 注 意 事 項 』
『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』
『 お子さま向け操作ガイ
ド』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。

同梱品一覧
ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確
認ください。

本体／時計バンド／
デコレーションベゼル

充電クリップ

※ 充電クリップは防水／防塵
性能を有しておりません。

シリコンケース

フック付きストラップ

ドライバー（試供品）

● 本体保証書／充電クリップ保証書
● 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
以下のものは同梱されていません。
・ACアダプタ

・microUSBケーブル

◎ 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
◎ 電池は本体に内蔵されています。
◎ 本文中で使用している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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■『お子さま向け操作ガイド』
各取扱説明書をよくお読みいただいた上で、
『 お子さま向け操作ガイ
ド』を利用してお子さまに本製品の使いかたを教えることができます。

■『基本操作ガイド』
主な機能の主な操作のみ説明しています。また、お子さまに本製品を手
渡す前に行う初期設定を説明しています。
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。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/
• 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。

■『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』
mamorino Watchナビアプリの使いかたについて説明しています。
mamorino Watchナビアプリがインストールされたスマートフォン
と本製品をBluetooth®で接続することで、本製品の設定などを行うこ
とができます。

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。
• 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。

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。

※ 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。
• 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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本書の表記方法について

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方
法について
本書では、操作手順を以下のように表記しています。
タップやスワイプなどディスプレイの操作方法については、
「タッチパ
ネルの使いかた」
（▶P.24）をご参照ください。
表記例
時計画面で左にスワイプ→
［ライト］→［ ］

意味
時計画面で、画面を左にスワイプしま
す。
画面を上下にスワイプして
「ライト」
をタップします。続いて、画面に表示さ
れている
「 」
をタップします。

■ 掲載されているイラスト・画面表示について
安全上のご注意

本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる
場合があります。

◎ 本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機
能や条件などにより異なる場合があります。
◎ 本書では本製品のカラー「アクアピンク」の表示を例に説明しています。
◎ 本書に表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税抜です。

■ 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 詳細
版』
（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。
● 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。

■ 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。
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。
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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。

■ 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

安全上のご注意

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。

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。

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。
通話中にディスプレイを耳や頭に当てないようにしてください。音が大
きい場合、聴覚を損なうおそれがあります。
本製品を手首に装着した状態で、自分の頭や身体、他の人に当たらない
ようにしてください。けがの原因となります。

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
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
防犯ブザーボタン
バンド取り付け金具
防水リング
充電端子

使用材料
PC樹脂

表面処理
UV＋塗装

PC樹脂
ステンレス鋼
ゴム
銅

UV＋塗装
メッキ
メッキ

■ 時計バンド
使用場所
時計バンド、
バンド通し
時計バンドねじ、バン
ド固定ピン、バンド接
合フレーム
バンド固定カバー、バ
ンド接合カバー
バンド留め具

使用材料
TPSiV
ステンレス鋼

VDI-30
メッキ

表面処理

PC樹脂

VDI-27

PA樹脂

VDI-30

使用材料
PC樹脂＋TPSiV

-

■ シリコンケース
使用場所
外装ケース（側面、裏
面）

表面処理

■ フック付きストラップ
使用場所
フック部
紐部

使用材料
POM樹脂
PP樹脂

-

表面処理

使用材料
ステンレス鋼
PC樹脂

-

■ ドライバー
使用場所
先端金属部
本体

表面処理
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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。

安全上のご注意

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。
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。
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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。

■ 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
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。

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
外枠外面
外枠裏面、デコ円形
シリコンパッド
充電端子

使用材料
PC樹脂
PC樹脂
ゴム
銅

表面処理
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。

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。

■ 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。

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。

安全上のご注意

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。

取り扱い上のお願い

● 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。
● 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
● 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。
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● 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。
● 背面カバーを取り外す場合、
「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
安全上のご注意

● 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。

■ 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。

● 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
初期値

第三者によるau Nano IC Card 04 LEの無断使用を防ぐ場合
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。

■ 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

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

本製品を腕時計タイプで使用する場合には、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。使用する際に、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。

■ 目の保護について

■ ディスプレイが手の甲側になるように装着してください

● 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。

※ 腕時計タイプで使用する場合は、お子さ
まが本製品を体や頭部から離して操作で
きるように、ディスプレイを手の甲側に
して装着してください。
※ 通話時は、本製品を顔から約20cm離して
通話するようにしてください。

● 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。

■ 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。

■ 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。

腕時計タイプ

■ シリコンケースに入れて操作するときは
※ シリコンケースに入れてペンダントタイ
プで使用する場合は、体に密着させたり、
耳に押し当てたりしないでください。
※ 通話時は手に持って、顔から約20cm離し
てディスプレイに向かって通話するよう
にしてください。

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。
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ペンダントタイプ

防水・防塵・耐衝撃性能に関するご注意

快適にお使いいただくために

本製品は背面カバーを完全に閉めた状態でIPX5 相当、IPX7 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

※2

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。

■ 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。
• 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。

安全上のご注意

※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。
※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。

◦ 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。

■ 注意事項
◦ 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。

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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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。

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。

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。
安全上のご注意

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。

■ 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

2

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。

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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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。

■ 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。

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
機能が使用する周波数
本製品のBluetooth®機能/Wi-Fi（無線LAN）
帯は、次のとおりです。

安全上のご注意

2.4GHz帯ご使用上の注意

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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au Nano IC Card 04 LEについて

ご利用の準備
各部の名称と機能
④

③

②
①

⑤
⑥
⑦

ご利用の準備

⑨

⑧
⑩

⑪

⑫

⑬
⑭
⑮

⑫

⑬

au Nano IC Card 04 LEにはお客様の電話 au Nano IC Card 04 LE
番号などが記録されています。
本製品はau Nano IC Card 04 LEにのみ対
応しております。au Nano IC Card 04 LE以
外のICカードはご利用できません。
IC（金属）部分

◎ au Nano IC Card 04 LEを取り扱うときは、本製品やカードの故障や破
損の原因となりますので、au Nano IC Card 04 LEのIC（金属）部分や、本
製品のau Nano IC Card 04 LE端子には触れないでください。
◎ au Nano IC Card 04 LEを正しく取り付けていない場合やau Nano IC
Card 04 LEに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
◎ 取り外したau Nano IC Card 04 LEはなくさないようにご注意ください。
◎ 変換アダプタを取り付けたau Nano IC Card 04 LEを使用しないでくだ
さい。故障の原因となります。

■ au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていない場合
au Nano IC Card 04 LEが取り付けられていない場合は、次の操作
を行うことができません。また、ステータスバーに「 」が表示されま
す。
• 電話をかける※／受ける
• SMS（メッセージ）の送受信
• 位置情報の検索
• 本製品の電話番号の確認
上記以外でも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない
場合があります。
※ 110（警察）・119
（消防機関）・118（海上保安本部）への緊急通報も発信できません。

■ PINコードによる制限設定

⑯ ⑰
① 時計バンド
② バンド通し
③ 受話部
通話中の相手の方の声、電話がかかってきたときやSMS（メッセー
ジ）を受信したときの音などが聞こえます。
④ 照度センサー
⑤ ディスプレイ（タッチパネル）
⑥ デコレーションベゼル
⑦ 送話口（マイク）
通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音する
ときにも使用します。通話中や録音中は、送話口（マイク）を指など
でおおわないようにご注意ください。
⑧ 着信（充電）ランプ
充電中は赤色で点灯します。
不在着信や未読SMS（メッセージ）があるときは緑色に点滅します。
⑨ 内蔵メインアンテナ部※
⑩ 内蔵サブアンテナ部※
⑪ 内蔵GPS／Bluetooth®／Wi-Fi®アンテナ部※
⑫ バンド接合カバー
⑬ 時計バンドねじ
⑭ 背面カバー
背面カバーを取り外すと、au Nano IC Card 04 LE端子がありま
す。
⑮ 充電端子
付属の充電クリップを取り付けて本製品を充電します（▶P.17）。
⑯ 防犯ブザーボタン
ボタンを長く押すと防犯ブザーが鳴ります（▶P.25）。
⑰ ホームボタン／電源ボタン
電源を入れるとき、時計画面を表示するとき、スリープモードを解
除するときなどに使用します。

※	アンテナ部付近にシールなどを貼ったりしないでください。通話／通信品質に
影響を及ぼす場合があります。Wi-Fiは位置情報の取得・確認でのみ使用されます。

◎ 本製品の電池は内蔵されており、お客様による取り外しはできません。強
制的に電源を切り再起動する場合は、
「 強制的に電源を切り再起動する」
（▶P.20）をご参照ください。
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au Nano IC Card 04 LEをお使いになる上で、お客様の貴重な個人
情報を守るために、PINコードの変更やau Nano IC Card 04 LEの
ロック（SIMカードロック／SIM PIN）により他人の使用を制限できま
す（▶P.10「PINコードについて」
）。

au Nano IC Card 04 LEを取り付ける／取り外す
au Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは、本製品の電源を
切ってから行ってください。また、必ず充電クリップを本製品から取り
外してください。
au Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは、背面カバーを取
り外して行います。背面カバーを取り外すときは、付属のドライバーの
背面カバー用を使います。
背面カバー用

ドライバー

◎ 力を入れすぎないようにご注意ください。
◎ 必ずドライバーの背面カバー用を使用してください。時計バンドねじ用を
差し込むと背面カバーが破損する原因となります。
◎ au Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは、
必ず保護者の方が行っ
てください。お子さまが背面カバーやau Nano IC Card 04 LEに触れな
いようにご注意ください。

au Nano IC Card 04 LEを取り付ける

1

本製品の電源を切り（▶P.20）、背面カバーを取り外す
• 付属のドライバーの背面カバー用を背面カバーの切り欠きに合わせ
て差し込み、押し上げてください。

背面カバー

切り欠き

2

• 切り欠きの方向にご注意ください。

切り欠き

お買い上げ時には、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電し
てからお使いください。赤色に点灯していた着信（充電）ランプが緑色
に変わったら充電完了です。

◎ 電池残量が20％以下になったとき、および10％以下になったときに画面
にメッセージが表示されます。キャラクターの呼び出しなど一部の機能が
使用できなくなります。電池アイコンの目盛りが半分になったら充電して
ください。電池レベルはステータスバーで確認できます（▶P.25）。
電池残量が少なくなったときに保護者の方へお知らせすることもできます
（▶P.34）。
◎ 充電中、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。
◎ 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電
が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
◎ 本製品の着信
（充電）
ランプが点灯しないときは、
接続が正しいかご確認くだ
さい。それでも点灯しない場合は、充電を中止して、auショップもしくは安
心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
◎ 充電中、着信（充電）ランプがまだ赤色に点灯しているときに充電をやめる
と、
「
」が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。
その場合は、ご利用可能時間が短くなります。
◎ 充電端子に金属製のアクセサリーや導電性異物（金属片･鉛筆の芯など）が
触れないようにしてください。

ACアダプタ05（別売）と付属の充電クリップ
（ZTF31PUP）
を使って充電する

ご利用の準備

au Nano IC Card 04 LEのIC
（金属）部分を下にして
au Nano IC Card 04 LE端子の上に置く

充電する

付属の充電クリップと共通ACアダプタ05（別売）を接続して充電する
方法を説明します。
シリコンケースを取り付けたままでも充電できます。

au Nano IC Card 04 LE端子

3

背面カバーを押して取り付け、
すき間がないことを確認

au Nano IC Card 04 LEを取り外す

1

本製品の電源を切り（▶P.20）、背面カバーを取り外す

◎ 充電クリップはバネで開閉します。手を滑らせるとクリップが跳ねること
があります。また、無理に開閉すると破損の原因となります。
◎ 充電クリップの開閉時は人に向けないでください。開閉時は、クリップを横
にしてしっかりと持ち、滑らないことを確認してから使用してください。
◎ 充電クリップで、本製品以外の物を挟まないでください。
◎ 充電クリップの開閉時に、充電端子・外部接続端子に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。

1

• 付属のドライバーの背面カバー用を背面カバーの切り欠きに合わせ
て差し込み、押し上げてください。

共通ACアダプタ05
（別売）
のmicroUSBプラグの向きを
確認し、
充電クリップの外部接続端子にまっすぐ差し込む

背面カバー

切り欠き

2
2

au Nano IC Card 04 LEを取り出す

充電クリップを本製品に取り付ける
• 充電クリップの充電端子と本製品の充電端子がかみ合うように取り
付けてください。

本製品の充電端子
充電クリップの充電端子

3

背面カバーを押して取り付け、すき間がないことを確認

《時計バンドを取り付けた状態の場合》
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本製品の充電端子
充電クリップの充電端子

時計バンドを取り外す／取り付ける
時計バンドの取り外し／取り付けを行うときは、付属のドライバーの
時計バンドねじ用を使います。

《シリコンケースを取り付けた状態の場合》

ドライバー

3 共通ACアダプタ05（別売）の電源プラグをコンセント
（AC100V～240V）
に差し込む
時計バンドねじ用

ご利用の準備

◎ ドライバーは、必ず時計バンドねじ用を使用してください。背面カバー用を
使用すると、ドライバーの破損の原因となる場合があります。
◎ 時計バンドの取り外し／取り付けは保護者の方が行ってください。お子さ
まが取り外し／取り付けを行うと、故障やけがの原因となる場合がありま
す。

時計バンドを取り外す

1

付属のドライバーで、時計バンドねじを矢印の「O」の向き
に90°回す

2

時計バンドとバンド接合カバーを取り外す

3

手順1と2を繰り返して、
もう一方の時計バンドを取り外す

共通ACアダプタ05（別売）

4
5
6

本製品の着信（充電）ランプが赤色に点灯したことを確認してくださ
」が表示されます。
い。充電中は、ステータスバーに「
充電が完了すると、着信（充電）ランプが緑色に点灯します。また、
「じゅ
うでんかんりょう」のメッセージが表示されます。

充電が完了したら、共通ACアダプタ05（別売）の電源プ
ラグをコンセントから抜く
本製品から充電クリップを取り外す
充電クリップの外部接続端子から共通ACアダプタ05
（別売）のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く

◎ 本製品の充電端子や充電クリップの充電端子・外部接続端子に無理な力を
加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
◎ 電池が切れた状態で充電すると、着信（充電）ランプがすぐに点灯しないこ
とがありますが、充電は開始しています。

◎ 取り外した時計バンドとバンド接合カバーをなくさないようにご注意くだ
さい。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。
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時計バンドを取り付ける

3

付属のドライバーで、時計バンドねじを矢印の「L」の向き
に90°回し、しっかり固定する

4

手順1から3を繰り返して、もう一方の時計バンドを取り
付ける

バンド通しが付いたバンドを本体の上側に、バンド穴が開いたバンド
を本体の下側に取り付けてください。

バンド通し

ホームボタン

1

バンド接合カバーを本体のバンド取付金具に差し込む

ご利用の準備

デコレーションベゼルを取り外す／取り付ける
バンド穴

別売のデコレーションベゼルに付け替える場合以外は取り外さないで
ください。デコレーションベゼルの付け替えは、保護者の方が行ってく
ださい。

◎ デコレーションベゼルは非常に薄い部品ですので、取り扱いにご注意くだ
さい。

デコレーションベゼルを取り外す

1

デコレーションベゼルを反時計回りに回す

バンド取付金具

2

バンド接合カバーに合わせて時計バンドを取り付ける

デコレーションベゼルを取り付ける

1

図のようにデコレーションベゼルを本製品の上に置き、デコ
レーションベゼルが止まるまで時計回りに回す
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シリコンケースとフック付きストラップについて
本製品の時計バンドを外すと、シリコンケースに入れて持ち運べます。
また、シリコンケースにフック付きストラップを付けてカバンなどに
吊るすことができます。
シリコンケースを本体に取り付け／取り外すときは、必ず下記の方法
で取り付けてください。
• 付け替えは保護者の方が行ってください。

◎ ストラップのフックは正しい方向に押してください。違う方向に無理な力
を加えると、けがや破損の原因となる場合があります。

シリコンケースとフック付きストラップを取
り外す
1

◎ 本体の向きを間違えたり、シリコンケースを伸ばしすぎないようにご注意
ください。また、シリコンケースのストラップ取り付け穴側を無理に引っ張
らないでください。破損の原因になります。

シリコンケースとフック付きストラップを取
り付ける
ご利用の準備

1

時計バンドを取り外す（▶P.18）

2

シリコンケースのストラップ取り付け穴側に本体を入れ
て固定し、シリコンケースの下側を少し伸ばしながら本体
をすべらせて取り付ける
• 本体のボタンとシリコンケースのくぼみが合うように取り付けてく
ださい。
• 必ず、シリコンケースのストラップ取り付け穴側から本体を入れてく
ださい。

シリコンケースのフック付きストラップ取り付け穴側を
持ち、シリコンケースの下側を少し伸ばしながら本体を取
り出す
• シリコンケースのストラップ取り付け穴側を無理に引っ張らないで
ください。破損の原因になります。

2

シリコンケースからフック付きストラップを取り外す

3

時計バンドを取り付ける（▶P.19）

電源を入れる／切る
電源を入れる

1

mamorino Watchロゴが表示されるまで、電源ボタン
を長く押す
時計画面が表示されます（▶P.24「時計画面について」）。
• 初めて電源を入れたときは、初期設定が起動します。
「 初期設定を行
う」
（▶P.21）を参照して設定を行ってください。

ストラップ取り付け穴

◎ 電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設
定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動
作しなくなる場合があります。
このくぼみに
ホームボタンを
合わせてください

電源を切る
電源を切る操作は、お子さまには操作できない保護者設定（▶P.33）か
らの操作となっています。

1
3

シリコンケースのストラップ取り付け穴にフック付きス
トラップの紐を通す

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

2［電源を切る］→［○］
◎ 保護者の方のスマートフォンにmamorino Watchナビアプリがインス
トールされている場合は、アプリから電源を切ることもできます。詳しく
は、同梱の『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』
をご参照ください。

強制的に電源を切り再起動する

4
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フック付きストラップのフックを下図の矢印の方向に押
して開き、かばんなどに取り付ける

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に、強制的
に本製品の電源を切り再起動することができます。

1

mamorino Watchロゴが表示されるまで電源ボタンを
約10秒以上長く押す

■ 緊急連絡先の登録

スリープモードについて
時計画面表示中にホームボタンを押すか、
「 くらくなるじかん」
（▶
P.35）で設定した時間操作しない状態が続くと画面が一時的に消え、
スリープモードに移行します。
次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

1

防犯ブザー作動時に自動的に発信する緊急連絡先を登録します。

8［OK］
9

名前
電話番号

スリープモード中にホームボタンを押す
一定時間操作しないで、スリープモードに移行してから約30秒以内に
ホームボタンを押すと、スリープモードに移行する前の画面が表示さ
れます。
スリープモードに移行してから約30秒経過後にホームボタンを押す
と、時計画面が表示されます。

アイコン

入力欄をタップして緊急連絡先の名前を入力しま
す。
入力欄をタップして緊急連絡先の電話番号を入力
します。
「アイコン」をタップしてアイコンを選択します。

［次へ］

保護者パスワード登録の説明画面が表示されます。

■ パスワード（▶P.10）の登録
◎「トントーン」
（▶P.35）をオンにすると、画面をダブルタップすることでも
スリープモードを解除できます。

ホームボタンを約3秒以上長く押す→確認画面で［○］
画面が暗くなり、がっこうモードに切り替わります。
• 解除する場合は、再度ホームボタンを約3秒以上長く押します。

◎ がっこうモード中に、本製品に電話をかけると、
「 着信時の動作」
（ ▶P.33）
の設定に関わらず、自動的に留守番電話で応答します。
◎ 緊急速報メールを受信すると、がっこうモードが自動的に解除され、本製品
が鳴動します。また、110番や119番などの緊急通報先から着信があった
場合もがっこうモードが解除され、着信画面が表示されます。
◎ がっこうモードに移行してから約30秒以内にホームボタンを3秒以上長く
押すと、がっこうモードに移行する前の画面が表示されます。
がっこうモードに移行してから約30秒経過後にホームボタンを3秒以上長
く押すと、時計画面が表示されます。
◎ 本製品の学校への持ち込みについては、事前に学校へご確認ください。

初期設定を行う
お買い上げ後、初めて本製品の電源を入れたときや、オールリセット
（▶P.34）を行ったあとは初期設定が起動します。
お子さまに本製品をお渡しになる前に、必ず保護者の方が初期設定を
行ってください。
初期設定では、本製品を使用できるようにするための開通（通信）試験、
緊急連絡先の設定、保護者パスワードの登録などを行います。
詳しくは、同梱の『基本操作ガイド』をご参照ください。

■ 開通試験
特定の電話番号へ電話をかける操作（お留守番サービス・着信転送サー
ビスの停止・ボイスメール・伝言の蓄積停止）により開通試験を行いま
す。

2
3
4
5
6
7

ホームボタンを長く押す

4桁の数字を入力→もう一度同じ4桁の数字を入力

［次へ］

保護者パスワードの登録が完了します。

■ 本体機能の設定

ご利用の準備

がっこうモードにすると画面が暗くなり、電話やSMS（メッセージ）
などの着信音が鳴らなくなります。学校など音が鳴ると困る場所では
がっこうモードにしてお使いください。

1

［次へ］


がっこうモードについて

1

保護者パスワードを登録します。

［OK］
［同意する］

「位置情報について」
・
「歩きウォッチ防止」をタップして、内容を確認で
きます。

［次へ］

防犯ブザーの設定を開始します。

［次へ］


防犯ブザー作動時の動作を選択→［OK］
みまもり
（推奨）
みまもり
（通常）
サイレント
通知

防犯ブザーを鳴らし位置情報を通知し、緊急連絡
先に発信するモードです。
防犯ブザーを鳴らし緊急連絡先に発信するモード
です。
防犯ブザーを鳴らさずに、位置情報を通知する
モードです。

［次へ］
■ mamorino Watchナビアプリのインストール

［次へ］

本製品と連携する保護者の方のスマートフォンにインストールするア
プリをダウンロードする場合は、表示されたQRコードを読み取って
ホームページへアクセスします。
アプリの使いかたについては、QRコードでアクセスしたホームペー
ジ、または『mamorino Watchナビアプリ利用ガイド』をご参照くださ
い。

［終了］

電源が入り初期設定の画面が表示されます。

開通試験の画面で［

］

「111」を呼び出します。

つながったら［

］

終了したら、留守番電話の画面で［

］

「1420」
（留守番／転送停止）を呼び出します。

つながって留守番／転送停止が設定されたら［
終了したら、ボイスメール停止の画面で［

］

］

「1610」
（ボイスメール停止）を呼び出します。

つながってボイスメール停止が設定されたら［

］

緊急連絡先を設定するための説明画面が表示されます。
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基本操作
タッチパネルの使いかた
本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて
操作します。
• タッチパネル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。
• 以下の場合はタッチパネル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
- 異物をディスプレイに乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- 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
- 水中での操作

時計画面について
本製品の電源を入れると時計画面が表示されます。
時計画面の表示は変更することができます
（▶P.35）。

時計画面に戻る

1

メニュー画面などを表示中に、ホームボタンを押す

◎ 画面を右にスワイプする操作を繰り返しても、時計画面に戻ります。

通知を確認する
不在着信や未読SMS
（メッセージ）がある場合は、キャラクター通知画
」または
「
」を
面が表示されます。キャラクター通知画面の「
タップして不在着信の履歴を確認したり、SMS（メッセージ）の内容を
確認したりできます。

■ タップ／ダブルタップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、
2回連続で同じ位置をタップする操作をダブ
ルタップと呼びます。
基本操作

■ ロングタッチ
画面などに指を触れた状態を保ちます。

《キャラクター通知画面
（不在着信）》

《キャラクター通知画面
（未読SMS（メッセージ）あり）》

以下の時計画面の通知は、
「×」をタップしてキャラクター通知画面を
消しても、不在着信や未読SMSを確認するまで表示されます。

■ スワイプ
画面に軽く触れたまま、目的の方向へ指をすべ
らせます。

■ ドラッグ
《時計画面の通知（不在着信）》

画面に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり
ます。

《時計画面の通知
（未読SMS
（メッセージ）
あり）
》

◎ 時計画面の通知には相手の名前と時間が表示されますが、キャラクター通
知画面には相手の名前のみ表示されます。
同じ相手から2件以上の不在着信や未読SMS（メッセージ）がある場合、
キャラクター通知画面には相手の名前と件数が表示されますが、時計画面
の通知には相手の名前と最新の不在着信や未読SMS
（メッセージ）の時間
のみ表示されます。件数は表示されません。
◎ 複数の相手からの不在着信または未読SMS（メッセージ）が複数ある場合
は、件数のみが表示されます。
◎ 緊急速報メールを受信した場合も、通知が表示されます。

■ 不在着信通知から相手へ電話をかける場合

1

キャラクター通知画面の［
］または時計画面の通知
をタップ→電話をかける相手をタップ
• 不在着信の相手には「 」が表示されます。
• 着信履歴に新しい不在着信があった場合は、赤字で表示されていま
す。

■ 1件の未読SMS
（メッセージ）または同じ相手からの未読SMS
（メッセージ）を表示する場合

1

キャラクター通知画面の［
をタップ

］または時計画面の通知

■ 複数の相手からの未読SMS
（メッセージ）を表示する場合

1
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キャラクター通知画面の［
］または時計画面の通知
をタップ→確認する相手先（スレッド）をタップ

画面に表示されるアイコンの見かた
画面の上端から下にスワイプするとドロップダウン画面とステータス
バーが表示されます。

ドロップダウン画面について

防犯ブザーを鳴らす
防犯ブザーボタンを押すとブザー音が鳴り、緊急連絡先に自動で発信
することができます。
「安心ナビ」
（▶P.36）にご加入いただいている場合は、位置情報付きの
Eメールが発信と同時に緊急連絡先へ送信されます。

音が鳴るまで防犯ブザーボタンを長く押す
①

緊急連絡先に自動的に発信します。

⑤

②

防犯ブザーを解除するときは、音が止まるまで防犯ブザー
ボタンを長く押す

③
④

ステータスバーについて

概要
不在着信あり
未読SMS（メッセージ）あり
Bluetooth®オン
電波の強さ・通信状態
〜
電波レベル4〜0／
圏外
au Nano IC Card 04 LEなし
機内モード設定中
電池レベル状態
100％／
電池残量少／
電池残量なし／
充電中
時刻

メニューを表示する
時計画面で左にスワイプするとメニュー画面が表示されます。
左に
スワイプ

右に
スワイプ
《時計画面》

自分の電話番号を確認する
時計画面で左にスワイプ→［せってい］→［プロフィール］

ステータスバーには不在着信などをお知らせする通知アイコンや、本
製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。
アイコン

基本操作

① ステータスバー（▶P.25）
② 歩数計（▶P.32）
③ 音量調整
：マナーモード／サイレントモード解除（音が鳴ります）
：マナーモード設定中
：サイレントモード設定中
④ 画面の明るさ調整
「あかるさ」
（▶P.35）が
「じどう」に設定されている場合は、調整で
きません。
⑤ 設定ボタン
設定メニューが表示されます（▶P.35）。

◎ 緊急連絡先を2件以上登録している場合、相手からの応答が約20秒間ない
ときや、発信中に電話が切れたときは、自動的に次の緊急連絡先に発信しま
す。
◎「 」をタップすると110番や119番などの緊急通報番号を選択して発信
できます。緊急通報番号に発信してから約5分以内は、すべての電話に応答
できます。連絡先に登録されていない電話番号からの着信があった場合は、
電話番号が表示されます。
◎ 防犯ブザーを使用してから約1時間以内に緊急連絡先の方から着信がある
場合は、本製品が自動的に応答します。
◎「防犯ブザーの設定」
（▶P.34）の「防犯ブザー鳴動」
・
「緊急連絡先に発信」・
「居場所を送信する」の設定を「OFF」にすると、防犯ブザーの鳴動・緊急連絡
先への発信・居場所の送信が行われません。お買い上げ時には「ON」
（「居場
所を送信する」は「保護者」
）に設定されています。通常はお買い上げ時の設
定のままお使いください。

プロフィール画面が表示されます。

◎ プロフィール画面では、電話番号のほかに登録した緊急連絡先を確認でき
ます。

キャラクターを利用する
画面にキャラクターを呼び出して、
「おかあさんにでんわ」など操作し
たいことを話しかけると、その機能を実行したり画面を呼び出したり
することができます。
キャラクターで呼び出すことができる機能は、以下の通りです。
機能を呼び出すことができる言葉は、キャラクター画面で
「 」をタッ
プすると確認できます。
• 電話発信（▶P.29）
• SMS（メッセージ）送信（▶P.30）
• 録音（▶P.32）
• タイマー（▶P.31）
• ストップウォッチ（▶P.31）
• 歩数（▶P.32）
• 音あそび（▶P.32）
• ボイスチェンジ（▶P.26）
• マナー／サイレントモードの設定／解除（▶P.35）
• がっこうモードの設定（▶P.21）
キャラクターは以下の2種類から選択できます（▶P.35）。

《メニュー画面》

《おばけ》

《いぬ》
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機能を呼び出す

1
2

文字入力

時計画面でダブルタップ
キャラクターが表示されます。

キャラクターが話し終わり「ピンポン」と音が鳴ったら、操
作したいことをマイクに向かって話す
• 電話をかけたりSMS（メッセージ）を送信したりするときは、相手の
名前を付けて話してください。相手の名前は、連絡先に登録されてい
るとおりに話した場合に認識されます（例：登録名が「おかあさん」の
場合は「おかあさんにでんわ」）。

文字を入力する
連絡先の登録時やSMS
（メッセージ）作成時などに、文字入力欄をタッ
プして文字を入力します。
入力できるのは、ひらがな・全角カタカナ・数字・アルファベット（大文
字／小文字）・記号・顔文字です。漢字の変換はできません。

■ 文字入力画面
一般的な携帯電話と同じ順序で文字が並んでいるキーボードです。

◎ マイクから約10cm～20cmほど口を離し、はっきりと大きめの声でお話
しください。
◎ 周囲の環境などによっては、認識されない場合があります。
◎ 相手の名前を付けて呼び出すときに、登録した名前に数字や記号、顔文字な
どが含まれている場合は、名前を認識できないことがあります。
◎ 話した内容が認識されなかった場合は、3回までやり直すことができます。
4回目でも認識されなかった場合は、キャラクター画面が終了します。
◎ 各機能は、
「 」をタップして確認できる言葉以外では呼び出すことができ
ません。
◎ キャラクターは変更できます（▶P.35）。

③

①

④
②

⑤
⑥

⑦
基本操作

ボイスチェンジで遊ぶ

1

時計画面でダブルタップ→［

2

マイクに向かって話す

3

ボイスチェンジを終了するときは［

］

］

◎ キャラクター画面で「まねして」、
「ボイスチェンジ」などと話しかけても、ボ
イスチェンジに切り替えることができます。

⑧

⑨

① 文字入力エリア
② 文字ボタン
各ボタンに割り当てられた文字を入力できます。ボタンをタップす
るたびに、文字が切り替わります。
③ 削除ボタン
カーソルの左の文字を削除します。
④ 顔文字・記号ボタン
顔文字／記号を切り替えます。
：顔文字を入力するときにタップ
：記号を入力するときにタップ
• 顔文字入力画面または記号入力画面で「つぎ」をタップすると、画
面を切り替えることができます。
⑤ ひらがな・カタカナボタン
ひらがな／カタカナの文字種を切り替えます。
：ひらがなを入力するときにタップ
：カタカナを入力するときにタップ
⑥ 数字・アルファベット小文字入力ボタン
数字／アルファベット小文字の文字種を切り替えます。
：数字を入力するときにタップ
：アルファベット小文字を入力するときにタップ
• アルファベット小文字画面で「 」をタップすると、アルファベッ
ト大文字を入力できます。
⑦ 濁点／半濁点ボタン
入力した文字に濁点／半濁点を付けます。
⑧ スペースボタン
スペースを入力します。
⑨ 確定ボタン
入力中の文字を確定します。

◎ 文字入力を中止するには、入力した文字をすべて削除してから「
タン）をタップします。
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（削除ボ
」

メニューからの操作
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れんらく先（連絡先）

3

連絡先を登録する
連絡先の登録には、保護者パスワードの入力が必要です。連絡先は50
件まで登録できます。

1

名前

名前を入力します。

電話番号

電話番号を入力します。

アイコン

アイコンを選択します。

フォルダ

連絡先を登録するフォルダを選択しま
す。
• 新しくフォルダを作成する場合は、
「フォ
ルダを追加」をタップしてください。
緊急連絡先として登録するかどうかを設
定します。緊急連絡先に登録すると、防犯
ブザー作動時に自動的に電話がかかりま
す。
• 緊急連絡先は、5件まで登録できます。

緊急連絡先

時計画面で左にスワイプ→［れんらく先］
連絡先一覧画面が表示されます。

①

4［〇］

②

⑤

③

⑥

④

⑦

◎ 同じ名前や電話番号を重複して登録することはできません。
◎ 登録した名前に数字や記号、顔文字などが含まれていると、キャラクターを
利用して呼び出すときに名前を認識できない場合があります。
◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
◎ 連絡先に登録された電話番号や名前などは、事故や故障によって消失して
しまうことがあります。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。事故や故障が原因で連絡先が変化・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を負いかねますのであらか
じめご了承ください。

連絡先から電話をかける
《連絡先一覧画面》

メニューからの操作

① 連絡先に登録されたアイコン・名前
タップすると、次のアイコンが表示されます。
：連絡先に発信します（▶P.28）。
：連絡先にSMS（メッセージ）を送信します（▶P.30）。
：連絡先を編集します（▶P.28）。
②「つうほう先」フォルダ
警察（110）・消防機関（119）・海上保安本部（118）への緊急通報
番号、災害用伝言ダイヤル（171）が登録されています。
③ ついか
連絡先を登録します。
④ ならびかえ
連絡先やフォルダをロングタッチ→移動先までドラッグすると、連
絡先一覧画面の並び順を変更できます。
⑤「auサポート」フォルダ
お客さまセンターやauのネットワークサービスを利用する際の番
号が登録されています。
⑥ へんしゅう
連絡先を編集します（▶P.28）。
⑦ フォルダ
フォルダを追加したり、登録済みのフォルダを編集したりします
（▶P.28）。

2［ついか］→保護者パスワードを入力

1 連絡先一覧画面→電話をかける連絡先をタップ
2［ ］
連絡先を編集する
1

連絡先一覧画面→編集する連絡先をタップ→［
者パスワードを入力

］→保護

• 連絡先一覧画面→［へんしゅう］→保護者パスワードを入力→編集す
る連絡先をタップ、と操作しても連絡先を編集できます。

2 項目を選択して編集
3［〇］

•［削除］→［〇］と操作すると、連絡先を削除できます。

フォルダを追加／編集する
フォルダを追加する

1 連絡先一覧画面→［フォルダ］→保護者パスワードを入力
2［追加］
3

フォルダ

フォルダ名を入力します。

アイコン

アイコンを選択します。

含まれる連絡先

フォルダに登録する連絡先を選択しま
す。

4［〇］
フォルダを編集する

1

連絡先一覧画面→［フォルダ］→保護者パスワードを入力
→編集するフォルダをタップ

2 項目を選択して編集
3［〇］

•［削除］→［〇］と操作すると、フォルダを削除できます。フォルダを削
除しても、登録されている連絡先は削除されません。
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でんわ（電話）
電話をかける
連絡先に登録されている相手に電話をかけることができます。

1
2
3

時計画面で左にスワイプ→［でんわ］

電話を受ける
連絡先に登録した相手からの電話を受けることができます。

1
2

着信画面で［

］

通話→通話を終了するには、
［

連絡先一覧画面（▶P.28）が表示されます。

■ 着信を拒否するには

電話をかける相手（連絡先）をタップ

1

相手を呼び出します。

通話→通話を終了するには、
［

］

］

• 通話中に画面上部の「+」
「-」をタップすると、通話音量を調整できま
す。

着信画面で［

］

着信音が止まって電話が切れます。電話をかけてきた相手には音声ガ
イダンスでお知らせします。

• 通話中に画面上部の「+」
「-」をタップすると、通話音量を調整できま
す。

◎ 送話口（マイク）をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意く
ださい。

■ 緊急通報について
警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報を行った場合、発信してから
約5分以内はすべての電話に応答できます。連絡先に登録されていな
い電話番号からの着信があった場合は、電話番号が表示されます。

メニューからの操作

◎ 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。
◎ 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地
をご確認の上、正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。な
お、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があ
ります。
◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急
通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場
合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

かかってきた電話に出なかった場合は
◎ 不在着信通知（▶P.24）が表示され、ステータスバーには「 」が表示され
ます。不在着信通知画面で「
」をタップすると、通話履歴一覧画面が表
示されます。
他の機能をご利用中に着信した場合は
◎「ろくおん」で音声を録音していた場合は、録音が中断されます。
連絡先に登録されていない電話番号からかかってきた場合は
◎ 着信画面は表示されません。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→［通話の設定］→［未登録者からの着信］と操作する
と、電話番号と着信日時を確認できます。
自動応答を設定するには
◎ 着信があったときに、設定した時間が経過すると自動的に応答するように
設定できます（▶P.33）。
留守番電話で応答するには
◎ 着信があったときに、設定した時間が経過すると留守番電話で応答するよ
うに設定できます（▶P.33）。留守番電話で応答した場合は、通話履歴一覧
画面に「 」が表示されます。
「 」をタップすると、録音されたメッセージが
再生されます。

履歴を利用して電話をかける

1

2

連絡先一覧画面→［りれき］
通話履歴一覧画面が表示されます。
：発信
：着信
：着信（留守番電話あり）
：不在着信
：拒否した着信

電話をかける履歴をタップ
選択した相手に電話がかかります。
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SMS（メッセージ）
携帯電話同士で、電話番号を宛先としてメッセージのやりとりができ
るサービスです。
本製品では、連絡先に登録されている相手とメッセージを送受信でき
ます。

SMS（メッセージ）を受信する
1

2［

本文は、あらかじめ登録されている定型文から選択するか、文章を入力
することもできます（ひらがな・カタカナ・英数字・記号・顔文字）。
• 漢字変換には対応していません。

時計画面で左にスワイプ→［SMS］
これまでに送受信した相手がいる場合は、相手先別スレッド一覧画面
が表示されます。

2［

］

• これまでに送受信した相手にSMS（メッセージ）を送信する場合は、
スレッドをタップ→［

3
4

］と操作し、手順4へ進みます。

SMS（メッセージ）を送信する相手（連絡先）をタップ
定型文一覧が表示されます。

2

時計画面で左にスワイプ→［SMS］
スレッド一覧画面が表示されます。

返信するスレッドをタップ
スレッド内容表示画面が表示されます。

メニューからの操作

3［
◎ SMSセンターは、次の通りSMS
（メッセージ）をお預かりします。
お預かり（蓄積）
可能時間
お預かり可能件数

72時間まで

※ 蓄積されてから72時間経過したSMS（メッセージ）は、自動
的に消去されます。

制限なし

※ 受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の
電話機の種類により、SMSセンターでお預かりできない場
合があります。

◎ 蓄積されたSMS（メッセージ）が配信されるタイミングは、次の通りです。
SMS（メッセージ） 新しいSMS（メッセージ）がSMSセンターに蓄積
蓄積後すぐに配信 されるたびに、SMSセンターでお預かりしていた
SMS（メッセージ）がすべて配信されます。
リトライ機能に
相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源
よる配信
が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信
できなかった場合は、最大72時間、相手先へSMS
（メッセージ）を繰り返し送信するリトライ機能によ
りSMS（メッセージ）を配信します。
通話を終了した
蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様が本
ときに配信
製品で通話を終了したときに、SMSセンターにお預
かりしていたSMS（メッセージ）をすべて配信しま
す。
※国際SMSの場合、配信タイミングが異なることがあります。

◎ 発信者番号通知をせずにSMS（メッセージ）を送信することはできません。
◎ 国際SMSの詳細につきましては、auホームページをご参照ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/global/sms/
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SMS（メッセージ）を返信する

］→メッセージ欄をタップ→文字を入力

5［おくる］

］

◎ SMS（メッセージ）の受信は、無料です。
◎ スレッド内容表示画面で「 」をタップすると、相手先に電話をかけること
ができます。
◎ au絵文字は受信・表示できます。
◎ 受信したメッセージの内容によっては正しく表示されない場合がありま
す。
◎ 既読通知（▶P.33）を「ON」に設定すると、緊急連絡先に登録されている相
手にはSMS（メッセージ）が読まれたことを通知します。

1

定型文を選択
• 文章を入力する場合は、
［
→［〇］と操作します。

」が表示されま

受信したSMS
（メッセージ）を含むスレッド内容表示画面が表示され
ます。
• 複数のSMS（メッセージ）を受信した場合はスレッド一覧画面が表示
されますので、確認するスレッドをタップしてください。

SMS（メッセージ）を送信する

1

SMS（メッセージ）を受信
受信通知（▶P.24）が表示され、ステータスバーには「
す。

4

］

定型文を選択
• 文章を入力する場合は、
［
→［〇］と操作します。

5［おくる］

］→メッセージ欄をタップ→文字を入力

タイマー
タイマー、ストップウォッチ、アラーム、予定を利用できます。

タイマーを利用する

予定を利用する
1

2

時計画面で左にスワイプ→［タイマー］→［タイマー］
タイマー画面が表示されます。

時間を設定→［

◎ タイマー画面で「

時計画面で左にスワイプ→［タイマー］→［ストップウォッ
チ］

ひづけ

日付を設定します。

じかん

開始時刻・終了時刻を設定します。

しゅうじつ

予定を終日に設定します。

タイトル

予定のタイトルを入力します。

リマインド

予定開始日時からどのくらい前に通知す
るかを設定します。
•「しゅうじつ」に設定されている予定の
場合は、当日朝7時に通知されます。

くりかえし

予定の繰り返しを設定します。

4［〇］
◎ 繰り返しを設定した場合、過去の予定と時間が重複すると、過去の予定は上
書きされます。

■ 予定を登録すると
お買い上げ時の時計画面では、登録した予定を確認できます（「しゅう
じつ」に設定した場合をのぞく）。

］

時間計測が始まります。
「 」をタップすると計
• 計測を停止する場合は
「 」をタップします。
測を再開します。
• ラップタイムを計測する場合は「 」をタップします。
• 計測を停止して「 」をタップすると、計測がリセットされます。

◎ ラップタイムをタップすると、ラップの履歴を確認できます。
◎ 整数の秒数（00:01.00、00:02.00など）
で「 」をタップすると、お祝いの
音が鳴ります。

アラームを利用する
指定した時刻をアラーム音やバイブレータ、画面でお知らせできます。

1

登録されている予定の
時刻には色が付きます。
タップすると、予定が
表示されます。

メニューからの操作

ストップウォッチ画面が表示されます。

2［

3

」をタップすると、タイマー音を変更できます。

ストップウォッチを利用する
1

］

• 登録済みの予定を編集する場合は、予定をタップ→［へんしゅう］と操
作します。

］

カウントダウンが始まります。
カウントダウンが終了すると、タイマー音が鳴ります。
「〇」をタップす
るとタイマー音は止まります。
「 」を
• カウントダウンを一時停止する場合は「 」をタップします。
タップするとカウントダウンを再開します。
• カウントダウンを一時停止して「 」をタップすると、カウントダウ
ンがリセットされます。

予定一覧画面が表示されます。

2［

指定した時間をタイマー音と画面でお知らせできます。

1

時計画面で左にスワイプ→［タイマー］→［よてい］

予定を削除する

1

予定一覧画面→削除する予定をタップ

2［さくじょ］→［〇］

時計画面で左にスワイプ→［タイマー］→［アラーム］
アラーム一覧画面が表示されます。

2［

］→時刻を設定

• 設定済みのアラームを編集する場合は、編集するアラームをタップし
ます。

3

くりかえし

アラームの繰り返しを曜日で指定します。

おと

アラーム音を設定します。

バイブ

アラーム音と同時にバイブレータを動作させ
るかどうかを設定します。

スヌーズ

スヌーズの間隔を設定します。

4［〇］
◎ アラームを設定した時刻になると、アラーム音やバイブレータが鳴動しま
す。
「スヌーズ」または「とめる」をタップするとアラームは停止します。
◎ スヌーズは10回まで繰り返されます。
◎ アラーム一覧画面で設定済みのアラームにチェックを付けるとアラームが
オン、チェックを外すとアラームがオフになります。

アラームを削除する

1 アラーム一覧画面→削除するアラームをタップ
2［さくじょ］→［〇］
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ほすう（歩数）
目標歩数に到達するとメダルを獲得でき、ゲーム感覚で歩数計を利用
できます。

目標を設定する
1

時計画面で左にスワイプ→［ほすう］

音あそび
本製品を振るたびにいろいな音が鳴り、身体を使って楽しむことがで
きます。

1

時計画面で左にスワイプ→［音あそび］

2

画面の指示に従って本製品を振る

計測画面が表示されます。

2［

］→［ゴール］→目標歩数を入力→［OK］

音が鳴ります。音が鳴り止んだときにもう一度本製品を振ると、再び音
が鳴ります。
• 音あそびを停止する場合は画面を右にスワイプします。

ライト

計測を開始する
1

時計画面で左にスワイプ→［ほすう］
計測画面が表示されます。

2［

］

歩数のカウントが開始されます。
• 歩数のカウントを停止する場合は「

1
」をタップします。

メニューからの操作

◎ 次のような場合、正確に計測できないことがあります。
・ 本製品が不規則に動くとき（かばんからぶら下げたときなど）
・ 不規則な歩行をしたとき（すり足歩行、サンダル・草履などでの歩行など）
・ 上下運動や振動の多いところで使用したとき（立ったり座ったりする動
作、歩行以外のスポーツ、階段や急斜面の昇り降り、乗り物に乗車中の振
動など）
◎ 毎日午前0時に歩数はリセットされます。
◎ 目標歩数に到達すると銅メダルを獲得できます。銅メダル10個で銀メダ
ル、銀メダル10個で金メダルを獲得できます。
「 」をタップすると、これま
でに獲得したメダルを確認できます。
◎ 計測の途中で目標歩数を変更すると、計測画面の歩数表示は0に戻ります。
そのため、履歴の歩数と計測画面の歩数は一致しない場合があります。

ろくおん（録音）
声などを録音できます。

音声を録音する
1

時計画面で左にスワイプ→［ろくおん］
録音一覧画面が表示されます。

2［

］

3［

］

録音が開始されます。
録音が停止し、録音した音声が保存されます。

音声を再生する

1

録音一覧画面→再生する音声データをタップ

2［

］

音声が再生されます。
• 再生を停止する場合は「 」をタップします。
•［けす］→［〇］と操作すると、音声データを削除できます。
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画面を明るく点灯させることで、暗いところで簡易ライトとして使用
できます。

時計画面で左にスワイプ→［ライト］
ライトが点灯します。
「

」をタップすると消灯します。

◎ ライト点灯中に画面を右にスワイプしても消灯します。
◎ 本製品を目に近づけて点灯させないでください。また、本製品を他の人の目
に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因と
なります。
◎ ライトを長時間点灯し続けていると、電池の消費が早くなります。

SMSの設定

保護者設定
保護者設定では、本製品を使用するお子さまに合わせた設定を行いま
す。お子さまに手渡す前に必ず設定してください。

保護者設定メニューを表示する
保護者設定を行うには、保護者パスワードの入力が必要です。

1
2

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
正しいパスワードを入力すると、保護者設定メニューが表示されます。

◎ パスワードを続けて3回間違えると、緊急連絡先に登録された1件目の
連絡先にパスワードが送信されます。緊急連絡先の端末（Android端末／
iPhone／ケータイ）
で確認の上、正しいパスワードを入力します。

■ 保護者設定メニュー項目一覧
項目
電源を切る
通話の設定
SMSの設定
Bluetooth

安心ナビ
機内モード
GPSの設定
その他の設定
端末情報

参照先
▶P.20
▶P.33
▶P.33
▶P.33

2

既読通知

受信したSMS（メッセージ）が読まれたことを
緊急連絡先に登録している相手に通知するよう
に設定（ON／OFF）
します。
•「ON」に設定して通知が送信されると、料金プ
ランによっては別途通信料がかかります。
• 既読通知は、SMS（メッセージ）のスレッド内
容表示画面には表示されません。
• 機内モード中、または電波の届かない場所で未
読SMS（メッセージ）を表示した場合は、相手
に通知されません。
定型文の編集 あ ら か じ め 登 録 さ れ て い る 定 型 文 を 編 集（ 修
正／追加／削除）します。
• 登録できる定型文は30件までです。
• 送信された最新の定型文は定型文リストの一
番上に配置されます。
• SMS（メッセージ）操作中の定型文リストに
は、入力して送信した最新の文章が一番上に表
示されます。定型文リストが30件を超える場
合は、追加表示された文章の古いものから順に
消えていきます。ただし、
「 定型文の編集」での
定型文リストには追加されません。

Bluetooth®機能
本製品のBluetooth®機能は、保護者の方のスマートフォンからペア登録し
てmamorino Watchナビアプリを使って本製品にアクセスしたり、他の
Bluetooth®機器から音や画像のデータを受信したりすることができます。

◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありま
せん。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保障できません。
◎ 他のBluetooth®機器からの無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®
標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、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®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えいにつきましては、
当社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。

▶P.34
▶P.34
▶P.34
▶P.34
▶P.34
▶P.34

通話の設定
1

2

保護者設定メニュー→［SMSの設定］

保護者設定メニュー→［通話の設定］
未登録者から 連絡先に登録されていない電話番号からの着信
の着信
を確認します。
着信時の動作 通常着信
着信時に「 」をタップして応答
するモードです。
自動応答
着信時に設定した時間で自動応
答するモードです。
• 自動応答する連絡先を「すべ
て」／「緊急連絡先」から選択
し て、応 答 す る 時 間（0～30
秒）を設定します。
留守番電話
着信時に留守番電話で応答する
モードです。
• 応答するまでの時間（0～30
秒）を設定します。

メニューからの操作

緊急速報メール

設定内容
本製品の電源を切ります。
連絡先に登録されていない電話番号か
らの着信の確認、着信時の動作の設定
を行います。
既読通知の設定、定型文の編集を行い
ます。
Bluetooth®機能のON／OFF、ペア登
録した端末を表示します。
• Bluetooth®機能を「OFF」にすると、
mamorino Watchナ ビ ア プ リ か ら
直接本製品にアクセスする操作が利
用できなくなります。
•「mamorino XXXXXX」に チ ェック
を付けると、
「 すべての端末に表示さ
れます」と表示され、ペア登録以外の
デバイスにも本製品の名前が表示さ
れます。表示されたデバイスからは、
画像データなどを受信できるように
なります。チェックを外すとペア登録
したデバイスとだけ操作ができるよ
うになります。
緊急速報メールを受信する／受信しな
いの設定をします。
スマートフォンなどを使って位置確認
された履歴と、位置確認できるパート
ナーを表示します。
機内モードを設定します。
使用する位置情報の通信方式を設定し
ます。
その他のさまざまな設定を行います。
本製品の情報を表示します。

1

■ Bluetooth®機能使用時の注意
1. 本製品とほかのBluetooth®機器とは、見通し距離10m以内で接続
してください。周囲の環境（壁、家具など）や建物の構造によっては、
接続可能距離が極端に短くなることがあります。
2. ほかの機器（電気製品、AV機器、OA機器など）
から2m以上離れて接
続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、
必ず3m以上離れてください。近づいていると、ほかの機器の電源が
入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレ
ビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。

■ 無線LAN（Wi-Fi®）対応機器との電波干渉について
Bluetooth®機能と無線LAN（Wi-Fi®）機能（IEEE802.11b/g/n）は同
一周波数帯（2.4GHz）
を使用しています。
無線LAN
（Wi-Fi®）機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、電
波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になることが
あります。このようなときは、以下の対策を行ってください。
1. 本製品と無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器は、10m以上離し
てください。
2. 10m以内で使用する場合は、無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機
器の電源を切ってください。

Bluetooth®機能を「ON」にする
Bluetooth®機 能 を 利 用 す る 場 合 は、あ ら か じ め 次 の 操 作 で
Bluetooth®機能を「ON」に設定します。他のBluetooth®機器からの
機器検索への応答やデータ受信などが利用可能になります。

1 保護者設定メニュー→［Bluetooth］
2［Bluetooth］→［ON］

ペア登録されていない他のBluetooth®機器からの機器検索に応答す
るには、
「mamorino XXXXXX」にチェックを付けておきます。ペア登
録のリクエストが届いたら、
［ ○］／［×］をタップしてペア登録を設定
します。
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GPSの設定
◎ Bluetooth 機能のON／OFF設定は、電源を切っても変更されません。
◎ Bluetooth®機能は本製品の電源を切った状態では利用できません。
◎ Bluetooth®機能を「ON」にすると、電池の消耗が早くなります。使用しない
場合は電池の消耗を抑えるためにBluetooth®機能を「OFF」にしてくださ
い。また、航空機内や病院などでご利用になる場合は各社・各施設の指示に
従ってください。
®

安心ナビなどを利用するにはGPSを「ON」
に設定しておきます。

1

■ GPS機能のON／OFF

2［GPSの設定］→［ON］／［OFF］

•「ON」から「OFF」に変更するときは、位置情報が送信できなくなる旨
の確認画面が表示され、
「○」を選択すると「OFF」に設定されます。

Bluetooth 機能で音や画像のデータを受信する
®

受 信 で き る 音 や 画 像 の デ ータ は、そ れ ぞ れ30件 ま で で す。1件 が
500KBを超えるデータは受信できません。

1
2

他のBluetooth®機器からデータを送信

■ 通信モードの選択

2［モード］→［AGPSのみ］／［AGPS＆IZat］

「AGPS&IZat」では、Wi-Fi®機能も利用してより正確な位置情報を取
得できます。

受信のお知らせ画面が表示されたら、
［×］／［○］
「○」をタップすると受信が始まります。
受信した音や画像のデータは、設定メニューにある「音」の「ちゃくしん
音」、
「がめん」の「かべがみ」の中で確認することができます。
• Bluetooth®の設定画面で本製品の機種名の横に表示されている
チェックボックスにチェックを付けておくと、ペア登録していない相
手からでも本製品を検索してデータが送信できます。受信お知らせ画
面で「○」をタップしてデータを受信します。
• 受信する音／画像のデータは、それぞれで最大受信件数30件を超え
ると、データの受信が停止されます。受信済みデータは、保護者設定メ
ニュー→［その他の設定］→［画像と音の削除］と操作して削除できま
す。
• 画像は縦横の比率が自動調整されるので、正方形以外のデータを送る
と形が崩れる場合があります。

その他の設定
1
2

メニューからの操作

緊急速報メール
保護者設定の「緊急速報メール」を「受信する」に設定しておくことで、
緊急速報メールを受信することができます。
受信した緊急速報メールは、時計画面で左にスワイプ→［きんきゅう］
→［きんきゅうそくほう］と操作して見ることができます（▶P.35）。

1

保護者設定メニュー→［緊急速報メール］

2［緊急速報メール］→［受信しない］／［受信する］
安心ナビ
「安心ナビ」を利用して本製品と保護者の方の端末の間でパートナー登
録をしておくことで、本製品の位置検索が可能になります。
保護者設定の「安心ナビ」では、パートナーリストの確認、パートナーの
削除と位置検索履歴の確認ができます。

1
2

保護者設定メニュー→［安心ナビ］
利用規約を読んで［○］
登録されたパートナーの一覧が表示されます。
「探された履歴」をタップすると、履歴の一覧が表示されます。

■ パートナーとは
お子さまの居場所を確認できるのは、連絡先に登録された方で安心ナ
ビを利用してパートナー登録を行った方となります。
「安心ナビ」サービスについては、
「安心ナビ」
（▶P.36）をご参照くださ
い。

機内モード
1

保護者設定メニュー→［機内モード］

2［ON］／［OFF］
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保護者設定メニュー→［GPSの設定］

保護者設定メニュー→［その他の設定］
パスワード変 保護者パスワードを変更します。
更
日付・時刻
時 刻 自 動 補 正 の 設 定（ チ ェック を 付 け る ／
チェックを外す）、自動補正しない場合の［日付
を設定］／［時刻を設定］、時刻の24時間表示の
設定を行います。
歩きウォッチ 歩きながらの本製品の使用に対して画面に警告
防止
を表示するかどうかを設定（ON／OFF）
します。
防犯ブザーの 防犯ブザーボタンを押したときの動作（「防犯ブ
設定
ザー鳴動」のON／OFF、
「 緊急連絡先に発信」の
ON／OFF、
「居場所を送信する」を
「保護者」に送
信／OFF）を設定します。
電源オフ通知 電源がオフになったときに、自動的に緊急連絡先
の1件目に登録されている方にSMS（メッセー
ジ）を送信するように設定（ON／OFF）します。
• 機内モード中、または電波が届かない場所から
の通知は送信できません。
• 送 信 さ れ た 通 知 は、SMS（ メ ッセ ージ ）の ス
レッド内容表示画面には表示されません。
電池残量通知 電池残量が少なくなると、自動的に緊急連絡先
の1件目に登録されている方にSMS（メッセー
ジ）を送信するように設定（ON／OFF）
します。
• 機内モード中、または電波が届かない場所から
の通知は送信できません。
• 送 信 さ れ た 通 知 は、SMS（ メ ッセ ージ ）の ス
レッド内容表示画面には表示されません。
• 通知が送信される前に電源がオフになった場合
は、
相手が通知を受信できないことがあります。
ソフトウェア ソフトウェアの更新情報の確認とソフトウェア
更新
の更新を行います（▶P.39）。
画像と音の削 Bluetooth®機能で受信した画像や音のデータ
除
を削除します。
オールリセッ お買い上げ時の状態にリセットします。
ト
• リセット後は「初期設定」
（▶P.21）が必要にな
ります。

端末情報
IMEI（本製品の識別番号）、ストレージ
（メモリの空き情報）など本製品
の基本情報が確認できます。

1

保護者設定メニュー→［端末情報］

項目
IMEI

概要
本製品の識別番号（製造元、機種、シリアル番号など
の情報を含む番号）
IMEI SV
IMEIの末尾に付与されるソフトウェアのバージョン
情報
ストレージ
本製品のデータ保存容量情報（合計容量、空き容量）
法的情報
本製品の許認可情報
オープンソー 本製品の使用許諾条件情報
スライセンス
使用上の注意 発熱に関する注意事項を表示
事項
ビルド番号
本製品のソフトウェアの構成状態を表すバージョン
情報

せってい（設定）
マナーモード、画面、音など、お子さまでも変更できる設定です。
場所によっては変更したほうがよいもの、あまり変更しないほうがよ
いものなど、お子さまとよく相談しながら「せってい」方法をご確認く
ださい。
」をタップしても、
画面を下にスワイプしてドロップダウン画面で「
設定メニューを表示できます。

1
2

• マナーモード設定中に振動だけでお知らせするのは、電話の受信時、
SMS
（メッセージ）受信時、緊急速報メール受信時です。
• サイレントモード設定中でも、アラームの設定により振動（バイブ）
を個別に設定できます。
• 電池残量不足の通知音は、マナーモード／サイレントモードの設定
時は鳴りません。また音量調整に対応していないので、設定していな
い場合は最大音量で鳴ります。

緊急速報メール

時計画面で左にスワイプ→［せってい］
がめん

あかるさ
かべがみ

画 面 の 明 る さ を 設 定（ ス ラ イ ド
バーで調節、または「じどう」を選
択）します。
壁紙にする画像を選択します。

アプリのなら アプリアイコンの並べかたを上下
べかた
にスワイプして切り替えます。
とけい
表示する時計の種類を選択します。

マナー／音
なし

音

トントーン

キャラク
ター

プロフィー
ル

サ イ レ ン ト 音も振動もしない状態に設定しま
モード
す。
ちゃくしん音 でんわ／SMS／つうちのそれぞ
れの音を設定します。
おんりょう 「 ち ゃく し ん の 音 」／「 つ う ち の
音」／「アプリの音」のそれぞれの
音量を設定します。
じょじょに大 着信音が徐々に大きく鳴るように
きく
設定（オン／オフ）します。
着信やSMS
（メッセージ）
の受信があった場合に本
製品が振動するように設定
（オン／オフ）
します。
• マナーモード／サイレントモードを設定してい
るときは、それぞれ設定が「オン」／「オフ」に固
定されます。
画面が暗いときに画面を2回タップすると明るく
なるように設定（オン／オフ）します。
•「オフ」に設定されていても、通話中に画面が暗
くなった場合は、ダブルタップして画面を明る
くできます。
オン／オフ
時計画面でダブルタップしてキャ
ラクターを呼び出す設定です。
キャラをかえ キャラクターを「おばけ」／「いぬ」
る
から選択します。
自分の電話番号と緊急連絡先の一覧を表示しま
す。

■ マナーモード、サイレントモードについて

1

時計画面で左にスワイプ→［きんきゅう］→［きんきゅうそ
くほう］
受信した緊急速報メールが表示されます。
確認したいメールを選択すると、メールの詳細を確認できます。

◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音とバイブレータの振動で通知しま
す。警報音は変更できません。
※緊急地震速報の場合は、警報音と音声（「地震です」）、バイブレータの振動
で通知します。
※津波警報の場合は、警報音と音声（「津波です」）、バイブレータの振動で通
知します。
◎ 緊急速報メールを通話中に受信した場合は、バイブレータのみ振動します。
◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度
4以上）が予測される地域をお知らせするものです。
◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震（P波、初期微動）をキャッチし、位置、規
模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ（S波、主要動）
が始まる数秒～数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがありま
す。
◎ 津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報を、対象沿岸を含
む地域へお知らせするものです。
◎ 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
◎ 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・遅
延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発
生したお客様の損害について責任を負いません。
◎ 電源を切っているときは、緊急速報メールを受信できません。
◎ 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）や電波状態
の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
◎ 受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは、配信
するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合が
あります。
◎ お客様の現在地とは異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

メニューからの操作

バイブ

くらくなるじ スリープモードになるまでの時間
かん
を 設 定（5秒 ／10秒 ／15秒 ／30
秒／1分／くらくしない）します。
オフ
マナーモード、サイレントモード
を解除します。
マナーモード 音がしない状態に設定します。

メニュー画面で
「きんきゅう」をタップして緊急速報メールを確認でき
ます。
緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や
地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一
斉にお知らせするサービスです。
お買い上げ時は、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波
警報）の受信設定は「受信する」に設定されています。

• マナーモード、サイレントモードに設定しても、
「 防犯ブザー」
「 はな
れたらアラーム」
「 緊急速報メール受信時の警告音」は最大音量で鳴
ります。音量の調整には対応していません。
• マナーモード、サイレントモードに設定している場合、次の通知音は
鳴りません。
- 電話の着信音
- SMS（メッセージ）の受信音
- Bluetooth®の接続音
- ストップウォッチ音
- 充電完了音
- 予定設定時刻通知音
• マナーモード、サイレントモードに設定している場合、次のアプリ音
は鳴りません。
- 音あそびの音
- キャラクターの音声
- ボイスチェンジ音
- アラーム音
- タイマー音
-「ろくおん」の再生音
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安心ナビ
「安心ナビ」は、本製品をお持ちのお子さまが、今どこにいるかを保護
者の方の端末（スマートフォン／auケータイ）から位置検索ができる
サービスです。
「安心ナビ」のご利用には、あらかじめ「安心ナビ」サービ
スへのお申込み（有料）が必要です。
Android端末の場合には、
「mamorino Watchナビアプリ」のインス
トールをおすすめします。
詳しくは、
『mamorino Watchナビアプリ利
用ガイド』をご参照ください。

パートナー登録
保護者の方の端末（Android端末／iPhone／auケータイ）から安心ナ
ビのパートナー登録要求を送ることで本製品側でパートナー登録がで
きます。
登録時には保護者パスワードの入力が必要です。
※	パートナー登録要求を送るにあたっては保護者の方の安心ナビへの事前の登録
が必要です。

1

保護者の方の端末で安心ナビトップ画面より「新規会員登
録」を選択
• 安心ナビトップ画面を表示するには、こちらのQRコードをご利用く
ださい。

安心ナビのご利用にあたって
• 保護者の方の端末とmamorino Watchでのパートナー登録が必要
です。
• パートナー登録前に、登録者の方の電話番号をmamorino Watchに
登録してください。
• ご利用前に本製品の「GPSの設定」が「ON」になっていることを確認
してください。
※ 位置情報の精度を上げるために「AGPS & IZat」の設定を推奨してい
ます。

• 保護者の方の端末にて「安心ナビ」サービスへの登録（有料）が必要で
す。

2

利用規約画面で［同意する］→初回設定画面で「STEP1」
～「STEP2」
を画面の指示に従って操作

保護者の方の端末からお子さまのmamorino Watchの位置を、
地図や
住所で確認できます。

3

■ みまもりサーチ

mamorino Watchで表示されたパートナー登録要求画
面を確認して[○]

4

保護者パスワードを入力→画面の指示に従って操作

■ いますぐサーチ

メニューからの操作

保護者の方の端末からお子さまのmamorino Watchが移動した経路
を確認できます。

■ 見つけてお知らせ
お子さまのmamorino Watchの電源が入っていないときや、
電波の届
かないところにいるときなど、お子さまの居場所が測位できなかった
際に、居場所がわかった時点でお知らせします。

■ エリアでお知らせ
あらかじめ指定したエリアへのお子さまの出入りを自動でお知らせし
ます。

■ タイマーでお知らせ
設定した時間になると、お子さまの居場所を自動でお知らせします。

■ 電池残量でお知らせ
電池残量が少なくなった場合に、パートナーに登録されている保護者
の方へ位置情報をEメールでお知らせします。
• 本製品の緊急連絡先と安心ナビで登録したパートナーが同じになる
場合、保護者メニューの電池残量通知（▶P.34）を「ON」にすると、
両方で通知が届きます。不要な方は、どちらかを「OFF」にしてくださ
い。

■ 居場所お知らせメール
迷子になってしまったときなどに、
お子さまのmamorino Watchから
パートナーに居場所を知らせるメールを送信できます。

◎ 保護者の方の端末（Android端末／iPhone／auケータイ）での操作方法に
つ い て は、auホ ーム ペ ージ（http://www.au.kddi.com/anshin/index.
html）をご覧ください。
◎ 本製品で操作できる安心ナビは、
「パートナー登録（事前に保護者側の操作が
必要）」と「パートナー登録の削除」、
「居場所お知らせメール」です。
位置測位等のその他機能は保護者の方のスマートフォンからの操作となり
ます。
◎「mamorino Watchナビアプリ」を利用しない場合、安心ナビのサービスサ
イト
（https://www.anshinnavi.auone.jp/lwp/view/index.html）よりご
利用ください。
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居場所お知らせメール
1
2
3

時計画面で左にスワイプ→［げんざいち］
居場所を知らせるパートナーをタップ
例）画面上の「おかあさん」をタップした場合、
「おかあさんにどこにい
るかしらせる？」と表示されます。

表示されたパートナー名を確認して「○」
「いちをおしらせしています。」と表示され、お知らせが完了すると、通
知が完了したメッセージが表示されます。

付録／索引
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故障とお考えになる前に

付録

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

周辺機器のご紹介
■ 充電クリップ
（ZTF31PUP）
シリコンケース
（ZTF31WAP）
時計バンド
（アクアピンク）
（ZTF31FPP）
時計バンド
（スペースブルー）
（ZTF31FLP）
時計バンド
（ライムグリーン）
（ZTF31FGP）
デコレーションベゼル
（アクアピンク）
（ZTF31VPP）
デコレーションベゼル
（スペースブルー）
（ZTF31VLP）
デコレーションベゼル
（ライムグリーン）
（ZTF31VGP）
背面カバー
（ZTF31TWP）
■ 共通ACアダプタ05（0501PWA）
（別売）
共通ACアダプタ03（0301PQA）
（別売）
共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）
（別売）
共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）
（別売）
共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）
（別売）
共通ACアダプタ03 ブルー
（0301PLA）
（別売）
AC Adapter JUPITRIS
（ホワイト）
（L02P001W）
（別売）
AC Adapter JUPITRIS
（レッド）
（L02P001R）
（別売）
AC Adapter JUPITRIS
（ブルー）
（L02P001L）
（別売）
AC Adapter JUPITRIS
（ピンク）
（L02P001P）
（別売）
AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）
（L02P001N）
（別売）
■ ポータブル充電器02
（0301PFA）
（別売）
■ microUSBケーブル01（0301HVA）
（別売）
microUSBケーブル01 ネイビー（0301HBA）
（別売）
microUSBケーブル01 グリーン（0301HGA）
（別売）
microUSBケーブル01 ピンク
（0301HPA）
（別売）
microUSBケーブル01 ブルー
（0301HLA）
（別売）

付録／索引

◎ 最 新 の 対 応 周 辺 機 器 に つ き ま し て は、auホ ーム ペ ージ（http://www.
au.kddi.com/）にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせ
ください。
◎ 上記の周辺機器は、
auオンラインショップからご購入いただけます。
在庫状
況によってはご購入いただけない場合があります。
http://auonlineshop.kddi.com/

こんなときは
電源が入らない

充電ができない

操作できない／画面が
動かない／電源が切れ
ない

電源が勝手に切れる
電源起動時のロゴ表示
中に電源が切れる
電話がかけられない

電話がかかってこない

「 」
（圏外）が表示さ
れる

ボタン／タッチパネル
の操作ができない
タッチパネルで意図し
た通りに操作できない

「

」が表示される

ご確認ください
内蔵電池は充電されていますか？
画面が点灯するまで電源ボタンを長く押し
ていますか？
指定の充電機器
（別売）や付属の充電クリッ
プは正しく接続されていますか？
本製品または電池温度が高温または低温に
なっていませんか？ 温度によって充電を停
止する場合があります。
mamorino Watchロゴが表示されるまで
電源ボタンを10秒以上長く押すと強制的
に電源を切り再起動することができます。
電源を切るには、保護者設定メニューの「電
源を切る」で操作します。
内蔵電池は十分に充電されていますか？
内蔵電池は十分に充電されていますか？
電源は入っていますか？
au Nano IC Card 04 LEが取り付けられ
ていますか？
「機内モード」が設定されていませんか？
電波は十分に届いていますか？
サービスエリア外にいませんか？
電源は入っていますか？
au Nano IC Card 04 LEが取り付けられ
ていますか？
がっこうモード中ではありませんか？
「機内モード」
が設定されていませんか？
サービスエリア外か、電波の弱いところに
いませんか？
内蔵アンテナ付近を指などでおおっていま
せんか？
au Nano IC Card 04 LE以外のカードが
取り付けられていませんか？
電源は入っていますか？
電源を切り、もう一度電源を入れ直してく
ださい。
タッチパネルの正しい操作方法をご確認く
ださい。
電源を切り、もう一度電源を入れ直してく
ださい。
au Nano IC Card 04 LEが取り付けられ
ていますか？
電池残量がほとんどありません。

じゅうでんしてね
などと表示された
電話が勝手に応答する 着信時の動作が「自動応答」または「留守番電
話」に設定されていませんか？
電池を利用できる時間 十分に充電されていますか？
が短い
• 赤色の着信（充電）ランプが緑色に変わる
まで、充電してください。
内蔵電池が寿命となっていませんか？
「 」
（圏外）が表示される場所での使用が多
くありませんか？
ディスプレイの照明が 「くらくなるじかん」が短く設定されていま
すぐに消える
せんか？
画面の照明が暗い
「あかるさ」
が暗く設定されていませんか？
本製品または電池温度が高温になっていま
せんか？ 温度によって画面の輝度を落とす
場合があります。

参照
P.17
P.20
P.17
P.17

P.20

P.20
P.17
P.17
P.20
P.17
P.34
P.25
P.25
P.20
P.17
P.21
P.34
P.25
P.16
P.16
P.20
P.20
P.24
P.20
P.17
P.17
P.33
P.17

P.8
P.25
P.35
P.35
−

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauの
ホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair
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ソフトウェアを更新する

アフターサービスについて

■ ご利用上の注意

■ 修理を依頼されるときは

• ソフトウェア更新中は、本体の温度が上昇する場合があります。念の
ため、腕から外した状態で実施してください。
• 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更
新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
• ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には時間がかかること
があります。
• ソフトウェア更新中には、各種通信機能、およびその他の機能を利用
できません。
• 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフト
ウェア更新に失敗することがあります。
• ソフトウェア更新は、本製品に登録された連絡先などのデータを残
したまま行うことができますが、本製品の状態（故障、破損、水濡れな
ど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらか
じめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていただ
くことをおすすめします。
• ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様
にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ
もしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせく
ださい。また、mamorino Watchをより良い状態でご利用いただく
ため、ソフトウェアの更新が必要なmamorino Watchをご利用のお
客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
• ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェ
ア更新を実行し直してください。
• ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合が
あります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくは
PiPit
（一部ショップを除く）にお持ちください。

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせくだ
さい。

1

時計画面で左にスワイプ→［保護者設定］→保護者パス
ワード（▶P.10）を入力→［その他の設定］→［ソフトウェ
ア更新］

2［ソフトウェア更新］

ソフトウェア更新が検索されます。

3

ダウンロードするソフトウェアをタップ

4

画面の指示に従って操作

◎ ソフトウェア更新後に元のバージョンに戻すことはできません。

保証期間外

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。
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。
◎ 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、
再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフター
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。
そのため、お客様へ返却することはできません。
◎ 本製品を加工、改造、解析（ソフトウェアの改造、解析（ルート化などを含
む）、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含
む）されたもの、または当社などが指定する正規の修理拠点以外で修理され
たものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

■ 補修用性能部品について
当社はmamorino Watch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4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
をご確認の上、
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プラスLTE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プラスLTE」をご用意しています
（月額380円、税抜）。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いては、auホームページをご確認いただくか、
安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

付録／索引

ソフトウェアをダウンロードして更新する
本製品から直接更新をダウンロードできます。

保証期間中

◎ 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プラスLTE」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プラス」・
「安心
ケータイサポートプラスLTE」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 Nano IC Card 04 LEについて
au Nano IC Card 04 LE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。
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■ アフターサービスについて

主な仕様

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、下記の窓口
へお問い合わせください。
お客さまセンター（紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて）
0077-7-113（通話料無料）
一般電話からは
au電話からは 局番なしの113（通話料無料）
受付時間 24時間（年中無休）
安心ケータイサポートセンター（紛失・盗難・故障について）
0120-925-919（通話料無料）
一般電話／au電話からは
受付時間 9:00〜20:00（年中無休）
オンライン交換受付（24時間受付）
※パソコン、スマートフォンからのみ受付可能

https://cs.kddi.com/support/n̲login.html

• インターネット受付でのお申し込みは、
「 破損」
「 水濡れ」
「 盗難」
「紛
失」の場合が対象となります。自然故障（破損、水濡れなどの原因では
ないが電源が入らない、画面が動かないなど）の場合は、問診が必要
なためお電話での受付となります。
• インターネットでのお申し込みには、メールアドレスが必要です。

■ auアフターサービスの内容について
サービス内容
自然故障
交換用携帯
電話機お届
けサービス

1年目
2年目以降

部分破損、水濡れ、全損、
盗難、紛失

付録／索引

自然故障

1年目
2年目以降

部分破損
預かり修理
水濡れ、全損
盗難、紛失

安心ケータイサポートプラスLTE
会員
非会員
無料
お客様負担額
1回目：5,000円
補償なし
2回目：8,000円
長期でご利用のお
客様は2,000円
割引となります※1
無料
無料
無料（3年保証）
お客様負担額
上限5,000円
実費負担
お客様負担額
10,000円
補償なし
補償なし
（機種変更対応）

※ 金額はすべて税抜
※1 3年目（25カ月）以上ご利用中のお客様、またはそのお客様が属する家族割内すべての回線が
対象です。データ通信端末、タブレットをご利用中のお客様は、セット割（WINシングルセット
割、またはスマホセット割）に加入しており、セット割の対象回線のご契約が3年目以上の場合
が対象です。

交換用携帯電話機お届けサービス
◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に
交換用携帯電話機
（同一機種・同一色※）をお届けします。故障した今までお
使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返
却ください。
※ 同一機種・同一色の提供が困難な場合、別途当社が指定する機種・色の交換用携帯電話機
をご提供します。

◎ 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能
です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用が
ない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
※ 詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理
◎ 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、塗装のはがれなどによるケース交換は割引の対象
となりません。
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ディスプレイ

約1.4インチ、約26万2千色、TFT
320×320ドット
質量
約68g（腕時計タイプ：本体＋時計バンド）
約54g（ペンダントタイプ：本体＋シリコンケース）
電池容量
410ｍAh
充電時間
（目安） 共通ACアダプタ05（別売）：約75分
連続通話時間
約170分（VoLTE）
連続待受時間
約130時間（LTEエリア）
サイズ
（本体のみ） 約51×51×16.7mm（最厚部約17.4mm）
（幅×高さ×厚さ） ※ただし、幅、高さは突起部除く
内蔵メモリ容量※1
ROM:約4GB
RAM:約512MB
®
Bluetooth 機能 対応バージョン Bluetooth®標準規格Ver.4.1準拠※2
出力
Bluetooth®標準規格Class 1
通信距離※3
見通しの良い状態で10m以内
対応プロファイ OPP
ル・機能※4
使用周波数帯
2.4GHz帯
※1 データとアプリで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリの使用容量に
より減少します。
※2 本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法で
Bluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接
続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりが
できない場合があります。
※3 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※4 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められてい
ます。

◎ 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。

端末の比吸収率（SAR）について

付録／索引

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

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。

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。
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。
付録／索引

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う
（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
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。
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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。
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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。
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
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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。
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auID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
（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。
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（10）
 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。

【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。
（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。

【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。

【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。
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【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。
（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。

【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。

【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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IZat位置情報サービス利用規約およびプライ
バシーポリシー
■ IZat位置情報サービスとは？
IZatTMは、米国Qualcomm Atheros, Inc.と韓国CDMA
Technologies (Korea) YH（総称して「クアルコム」または「当社」と
します）が提供するテクノロジーです。お使いのモバイルデバイスで
位置検索やナビゲーションなどのIZatテクノロジーを使って、アプリ
ケーションプロバイダーの位置ベースのアプリケーションやサービス
のパフォーマンスを向上させることができます。IZatの使用を許可す
ると、デバイスが強力なGPS信号を受信できない場合でも、よりすば
やく正確に現在位置を特定できます。IZatには、位置情報を必要とする
アプリケーションやサービスの使用中にデバイスのバッテリー消費を
節約する機能もあります。位置対応アプリケーションを使用している
場合は、デバイスが計算したデバイスの位置が、そのアプリケーション
プロバイダーに提供されることがあります。アプリケーションプロバ
イダーに提供される位置情報は、アプリケーションプロバイダーの利
用規約およびプライバシーポリシーに従って管理されます。該当のア
プリケーションプロバイダーの利用規約およびプライバシーポリシー
を確認しておくことをお勧めします。
● IZatは有料サービスですか？
いいえ。ただし、IZatが当社との間で送受信する情報が、ワイヤレス通
信事業者から請求される標準データ料金の対象となる場合がありま
す。該当するデータ料金については、契約しているワイヤレス通信事業
者にご確認ください。

■ お客様の選択

付録／索引

IZatはいつでも無効にできます。デバイスでAndroidバージョン4.4
以上を使用している場合は、位置情報の設定メニューにアクセスして
ください。それより前のバージョンのAndroidを使用している場合は、
IZatアプリケーションにアクセスして、
［許可する］チェックボックス
をオフにしてください。
● どのように位置情報サービスが向上するのですか？
IZatは、付近にある携帯電話の中継塔やWiFiホットスポットの情報な
ど、位置情報や参考情報を当社から定期的にダウンロードします。この
情報は、デバイスに搭載されたジャイロスコープや加速度計などのセ
ンサーによって収集された情報と組み合わされて、現在位置を特定し
ます。これによってバッテリー消費の節約にもつながります。
● どのようなデータが収集され、どのように使用されるのですか？
IZatは、お客様の名前、Eメールアドレス、電話番号、固有のデバイスID
など、個人を特定できる情報は収集しません。IZatが定期的に当社へ送
信する可能性のある情報は、匿名ソフトウェアIDのほか、デバイスとそ
の付近にある携帯電話の中継塔やWiFiホットスポットの位置、信号強
度、時刻、緯度、経度、高度、および位置不確定性などの位置関連情報（こ
れらを総称して「位置情報」という）です。当社は、受信した位置情報と
他のデバイスから収集した同様のデータを集めて、中継塔やWiFiホッ
トスポットに関する匿名データベースを作成します。あらゆるイン
ターネット通信と同様に、情報を送信するためにデバイスが使用する
IPアドレスも受信します。当社では、ソフトウェアIDとIPを一時的に使
用して、当社システムの保護やシステムパフォーマンスの評価および
向上を図る場合があります。
● IZatはどのようにユーザーのプライバシーを保護するのですか？
IZatでは、位置情報の保存および送信において、さまざまなセキュリ
ティ機能を利用します。また、当社では、受信した位置情報をお客様の
ソフトウェアIDやIPアドレスとともに永続的に保存することはなく、
IZatユーザーの身元を特定することもありません。当社が受信した匿
名位置情報などの情報は、システムパフォーマンス、診断目的、トラブ
ルシューティング、システム障害の検出、データベースの作成などのた
めに保管されます。お客様のソフトウェアIDとIPアドレスは、必要最低
限の期間（現在は、受信日から30日未満）保管されます。
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● 情報はどこへ送信されるのですか？
すべてのIZat対応デバイスからの位置情報は、当社および米国または
他国のQualcomm Technologies, Inc.関連会社に送られます。IZat
による位置情報の送信を許可することにより、お客様は本ポリシーに
規定された位置情報をお客様が居住する国以外の拠点に送信し、使用
することに同意したものとみなされます。そうした拠点は、米国、ヨー
ロッパの国々、アジアの国々に所在する可能性があり、それらの法域で
は、お客様の居住地と同等のデータ保護法が適用されない場合がある
ことを理解したことになります。ただし、当社のデータ管理プラクティ
スでは、使用場所に関わらず、高レベルのプライバシー保護をお客様に
提供することを目指しています。
● Qualcomm Atherosは収集した情報を第三者と共有するのですか？
お客様は、当社が（1）業務上、職業上、または技術上のサポート機能を
実行するため、
（2）法律による許可または要求に応じた司法手続きの
対応や、法執行機関または緊急対応要員への情報提供のため、あるい
は調査に関連して、
（3）お客様の同意のうえで、または（4）当社の事
業目的への相手方の同意を得て、お客様のデバイスから収集した情
報 を ク ア ル コ ム グ ル ープ の 関 連 会 社（Qualcomm Atheros, Inc.、
Qualcomm Technologies, Incなど）に開示することを同意するも
のとします。ただし、情報が匿名であり、情報にお客様の位置情報が含
まれていない場合に限ります。当社、当社の1部門、または実質上当社
のすべての資産が買収されたとき、当社が収集した情報は、資産の一部
として譲渡される場合があります。

■ お子様について
IZatはお子様に向けて提供されることはなく、当社が意図的にお子様
から個人情報を収集することもありません。

■ 使用制限
お客様は、
IZatサービス、
またはIZatに接続された第三者のサーバーや
ネットワークの動作を阻害せず、他のユーザーによるIZatの利用を妨
害しないことに同意するものとします。お客様は、IZatで利用できる位
置データを無許可でコピーまたは開示せず、かかる行為を行った場合
は法的責任を問われる可能性があることに同意するものとします。お
客様は、デバイスの位置情報を提供するために必要な場合を除き、IZat
から位置データをダウンロードすることはできません。当社は、お客様
がこれらの規定に違反した場合、または法律に基づく要請があった場
合、お客様のIZatへのアクセスを無効にしたりIZatの利用に制限を課
したりする権利を留保します。

■ 免責条項
お客様がEUまたはスイスに所在する場合、当社は米国と欧州連合との
セーフ・ハーバー・フレームワーク、および米国とスイスとのセーフ・
ハーバー・フレームワークを遵守します。当社は、通知、選択、第三者へ
の譲渡、セキュリティ、データの完全性、アクセス、および実施に関する
セーフ・ハーバー・プライバシー原則の遵守について認定を取得してい
ます。セーフ・ハーバー・プログラムの詳細と当社の認定状況について
は、http://www.export.gov/safeharbor/をご覧ください。

■ 可用性および法令遵守
IZatはすべての国で使用できるわけではなく、当社は、特定の場所に
おけるIZatの使用が適切または可能であることについていかなる表
明も行いません。当社は、IZatの可用性および稼働時間についていか
なる保証も行わず、IZatについてメンテナンス、技術サポート、その
他のサポートを提供する義務を負いません。お客様が韓国に所在して
いる場合、IZatサービスはLocation Information Protection and
Utilization Act
（「Act」とします）を遵守し、お客様はActの下で認め
られた関連する権限を有します。

■ アクセスおよびデータの完全性
ユーザーデータのプライバシーとセキュリティを保護するために、当
社では厳格な認証手続きを適用しており、保証、裁判所命令、これと同
様に厳格な手続きなど、法律、正当な法的手続きおよび認証に基づく場
合を除き、通常はいかなるデータも提供しません。法律が規定する場
合、当社は、アクセス要求に関連する合理的な費用の弁済を請求する権
利を留保します。

■ 本ポリシーの変更
当 社 は こ の ポ リ シ ーを 変 更 す る こ と が あ る た め、http://xt.qsp.
qualcomm.com/privacy/JA/privacy_policy.htmlに再アクセスし
て、最新バージョンを確認することをお勧めします。このポリシーに重
要な変更がある場合は、法律の定めるところにより、少なくとも30日
前までにお客様に適切なオンライン通知を提供するか、オプトインし
ます。

■ セーフハーバー紛争の解決
セーフハーバーへの参加の一環として、当社はセーフ・ハーバー・プラ
イバシー・フレームワークの遵守に関するTRUSTe紛争解決に合意
しています。お客様がEUまたはスイスに所在し、当社のセーフハー
バー遵守について不服がある場合は、まず当社（下記連絡先）にご連
絡ください。当社に連絡しても解決しなかった場合は、インターネッ
ト
（https://feedback-form.truste.com/watchdog/request）
、
Fax（415-520-3420）、ま た は 郵 便（TRUSTe Safe Harbor
Compliance Dept.宛て、住所はUS Headquarters 835 Market
Street Suite 800, Box 137 San Francisco, CA 941031905）でTRUSTeに不服を申し立てることができます。TRUSTeに
Faxや郵便で不服を申し立てる場合は、会社名、プライバシー侵害と思
われる内容、お客様の連絡先、申し立ての内容を当社に伝えてもよいか
どうかを記載してください。TRUSTeの詳細やTRUSTeの紛争解決
プロセスの実施方法については、
（https://feedback-form.truste.
com/watchdog/request）をご覧になるか、TRUSTeの上記いずれ
かの宛先に資料をご請求ください。
当社は、人事関連のデータについて、データ保護当局に協力することに
同意しています。

■ ご質問やご意見について

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in
the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ''AS IS''
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOF TWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
【Original SSLeay License】
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ''AS IS'' AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOF TWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

付録／索引

IZatに関してご質問やご意見がある場合は、privacy@qualcomm
.com宛てにEメールをお送りいただくか、下記の住所まで郵便でお寄
せください。
米国の場合：

OpenSSL License

Qualcomm Atheros, Inc.
Attention Legal Department
1700 Technology Drive
San Jose, CA 95110 USA

韓国の場合：

Qualcomm CDMA Technologies (Korea) YH
Attention Legal Department
4th, 15th, 16th & 17th Fl.
119, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu
Seoul, 135-820
Republic of Korea
電話番号：+82-2-3404-1114
発効日：2015年9月15日
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＜お客様各位＞
このたびは、
「mamorino Watch」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書 詳細版の記載内容に誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。
また、記載内容に変更がございましたので、あわせてお知らせさせていただきます。

● 25 ページ「防犯ブザーを鳴らす」リード文 2 文目
誤：
「安心ナビ」
（▶P. 36）にご加入いただいている場合は、位置情報付きのSMS（メッセージ）が発信と同時に緊急連絡先へ送信されます。
正：
「安心ナビ」
（▶P. 36）にご加入いただいている場合は、位置情報付きのEメールが発信と同時に緊急連絡先へ送信されます。

● 40 ページおよび裏表紙に記載されております「安心ケータイサポートセンターの受付時間」が変更（9：00 〜 20：00）となりました。

以上

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
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

新しいケータイを
買った！
！

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。

古いケータイと
取説
どーしよう？

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

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！

回収しています

auショップへ
持って行こう！

物に生まれ変わります。また、このリサ

1
原材料ごとに再資源化されて
新しい商品として店頭へ！
このケータイい〜な〜

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。
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

リサイクル
お願いしま〜す！
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。
2

取説も生まれかわるよ！

http://www.au.kddi.com/mobile/recycle

3

お問い合わせ先番号
お客さまセンター
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）

au電話からは

一般電話からは

0077-7-111

157 番

局番なしの

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

紛失・盗難時の回線停止のお手続きについて（通話料無料）
受付時間

24時間（年中無休）

au電話からは

一般電話からは

0077-7-113

113 番

局番なしの

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）
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）
受付時間

9:00〜20:00（年中無休）

一般電話／au電話から

0120-925-919
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。

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。

2016年7月第1.1版
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

