
　はじめてガイド【auサービス編】

本書では、本製品のデジタルフォトフレーム機能やメール機能などを使用するための、主な操作について説明しています。
本機能をご使用になる前に『はじめてガイド【準備編】』をお読みいただき、本製品の初期設定を行うと共に、基本的な操作方法に
ついてご確認ください。
• 本製品は、「フォト」や「ビデオ」など機能を切り替えたときや設定画面を表示したとき、その機能で前回最後に表示していた画
面を表示する場合があります。
本書の操作手順と異なる画面が表示された場合は、操作手順の画面が表示されるまでbを数回タッチしてください。

1. 写真・動画について
写真を表示する
ご家族やご友人からメールで送られてきた写真を表示することができます。また、SDメモリカードにデジタルカメラなど
で撮影した写真を保存して、本製品で表示することができます。写真は、スライドショーで再生することもできます。

再生可能ファイル形式およびメール受信上限サイズ 静止画：jpg（5MB）／gif※（5MB）／bmp（5MB）／png（5MB）

※ GIFアニメーションは最初のフレームのみ表示できます。

a tをタッチ→udで「フォト」を選択→oをタッチする

b udlrで表示する写真を選択→oをタッチする

写真一覧

c oをタッチする
スライドショーが開始されます。

写真1枚表示 スライドショー再生中

lr：前／次の写真に切り替えます。 lr：前／次の写真に切り替えます。
o：スライドショー再生を一時停止／再開します。

MEMO
◎ 選択した写真から、スライドショーが開始されます。
◎ 写真一覧を表示したまましばらく操作しないと、自動的にスライドショーが開始されます。
  開始までの時間は、「自動再生」設定で変更することができます。詳しくは、『取扱説明書（詳細版）』をご参照く
ださい。

 ■写真一覧のメニュー操作
写真一覧表示中にmをタッチすると、次の操作が行えます。

メール詳細 メール本文を表示します（メールがある場合のみ）。

SDへコピー／本体へ
コピー※

選択中の写真をSDメモリカード／本体へコピーします。

SDへ移動／本体へ移
動※

選択中の写真をSDメモリカード／本体へ移動します。

削除 選択中の写真を削除します（メールがある写真の場合は、
メールも削除されます）。

非表示／再表示 選択中の写真をスライドショーで表示しない／再表示する
ように設定します。

回転 選択中の写真を左回りに90度回転させます。

アップロード 選択中の写真をau Cloudにアップロードします。

本体｜SD｜au 
Cloud

SDメモリカード（SDメモリカードに保存されている写真を
表示中の場合は、本体メモリ）／au Cloudに保存されている
写真を表示します。

複数選択 写真を複数選択して、コピー、移動、削除、au Cloudにアップ
ロードができます。

設定 設定画面を表示します。

※ 「SDへコピー」「SDへ移動」は、SDメモリカードが取り付けられている場合のみ表
示されます。
  「本体へコピー」「本体へ移動」は、SDメモリカードに保存されている写真を表示中
の場合に表示されます。

 ■写真1枚表示中のメニュー操作
写真1枚表示中にmをタッチすると、次の操作が行えます。

メール詳細 メール本文を表示します（メールがある場合のみ）。

SDへコピー／本体へ
コピー※

表示中の写真をSDメモリカード／本体へコピーします。

SDへ移動／本体へ移
動※

表示中の写真をSDメモリカード／本体へ移動します。

削除 表示中の写真を削除します（メールがある写真の場合は、
メールも削除されます）。

非表示／再表示 表示中の写真をスライドショーで表示しない／再表示する
ように設定します。

回転 表示中の写真を左回りに90度回転させます。

アップロード 表示中の写真をau Cloudにアップロードします。

設定 設定画面を表示します。

※ 「SDへコピー」「SDへ移動」は、SDメモリカードが取り付けられている場合のみ表
示されます。
  「本体へコピー」「本体へ移動」は、SDメモリカードに保存されている写真を表示中
の場合に表示されます。

 ■スライドショー再生中のメニュー操作
スライドショー再生中にmをタッチすると、次の操作が行えます。

設定 設定画面を表示します。

天気詳細※ 天気予報の詳細を表示します。

更新※ 天気予報を更新します。

※  「天気詳細」「更新」は、「表示モード」が「画像＋時計＋天気予報」に設定されている場
合のみ表示されます。

動画を再生する
ご家族やご友人からメールで送られてきた動画を再生することができます。また、SDメモリカードにデジタルビデオカメ
ラなどで撮影した動画を保存して、本製品で表示することができます。
操作方法は、『はじめてガイド【テレビ操作編】』の「録画した番組を見る」をご参照ください。

再生可能ファイル形式およびメール受信
上限サイズ

動 画：3gp（5MB）／3g2（5MB）／m4v（5MB）／mp4（5MB）／mov
（5MB）

au IDを設定する
auスマートフォンなどで撮影した写真をau Cloud※に保存している場合は、同じau IDを本製品に設定することで、au 
Cloudに保存された写真を本製品のディスプレイに表示することができます。
※ 「au Cloud」のご利用には、スマートフォンなどからauスマートパスへのご加入が必要です。また、あらかじめau IDを取
得する必要があります。詳しくは、auスマートフォンなどの取扱説明書などをご参照ください。

MEMO
◎  auスマートパスは、月額372円（税抜）で、アプリ取り放題、会員特典としてのお得なクーポンやプレゼント、大切
な写真や動画・連絡先のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、スマートフォンを安心・快適にご利用いた
だけるサービスです。

◎  スマートフォンなどで撮影した写真をau Cloudに保存する方法については、スマートフォンなどの取扱説明書
などをご参照ください。

例）テレビ機能使用中に操作する場合

a mをタッチ→udで「設定」を選択→oをタッチする

b udで「共通」を選択→oをタッチする

c udで「au ID」を選択→oをタッチする

d oをタッチして「au IDを設定する」を選択する

e lrで「OK」を選択→oをタッチする

f 本製品のディスプレイに表示されたQRコードを、スマートフォンなどで読み取る

g udlrで「次へ」を選択→oをタッチする

h スマートフォンなどで、画面に従って設定を行う

i lrで「次へ」を選択→oをタッチする
※ 本手順の操作を行う前に、必ずスマートフォンでの設定を完了させてください。

メールアドレスの確認方法
mをタッチ→udで「設定」を選択→oをタッチ→udで「メール」を選択→oをタッチ→udで「メール管理」を選択
する



1. 写真・動画について（つづき）
j oをタッチして「OK」を選択する

MEMO
◎  お手持ちのスマートフォンなどでQRコードを読み取れない場合は、手順fの代わりに、次の操作を行ってください。
 ①  udlrで「SMSを送信」を選択→oをタッチする
 ②  スマートフォンなどの電話番号と暗証番号※を入力→udで「SMSを送信」を選択→oをタッチしてスマー

トフォンなどにSMSを送信する
  電話番号と暗証番号の入力はリモコンで行います。詳しくは、『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。
 ※ スマートフォンなどのご契約時に、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

au Cloudに保存された写真を表示する
スマートフォンなどからau Cloudに保存された写真を、最新のものから最大1000枚まで表示できます。

a tをタッチ→udで「フォト」を選択→oをタッチする

b mをタッチ→udで「本体｜SD｜au Cloud」を選択→oをタッチする

c udで「au Cloud」を選択→oをタッチする

d udlrで表示する写真を選択→oをタッチする

au Cloudの写真一覧

e oをタッチする
スライドショーが開始されます。

au Cloudの写真1枚表示 au Cloudのスライドショー再生中

lr：前／次の写真に切り替えます。 lr：前／次の写真に切り替えます。
o：スライドショー再生を一時停止／再開します。

MEMO
◎ 選択した写真からスライドショーが開始されます。
◎ au Cloudの写真一覧を表示したまましばらく操作しないと、自動的にスライドショーが開始されます。
  開始までの時間は、「自動再生」設定で変更することができます。詳しくは、『取扱説明書（詳細版）』をご参照く
ださい。

◎  au Cloudのスライドショー再生中は、約3時間ごとに新たに保存された写真があるかどうかを自動的に
チェックします。

 新たに保存された写真がある場合は、メッセージが表示され更新を行うことができます。
◎  au Cloudのスライドショー再生中の状態で次の条件が発生した場合、本製品はメッセージを表示して、自動
的にau Cloudに保存されている写真の表示を更新します。

 - 消灯していたディスプレイが点灯したとき
 - 他の機能からau Cloudに画面表示を切り替えたとき

 ■ au Cloudの写真一覧のメニュー操作
au Cloudの写真一覧表示中にmをタッチすると、次の操作が行えます。

本体へコピー 選択中の写真を本体へコピーします。
SDへコピー※ 選択中の写真をSDメモリカードへコピーします。
非表示／再表示 選択中の写真をスライドショーで表示しない／再表示するよ

うに設定します。
回転 選択中の写真を左回りに90度回転させます。
更新 au Cloudの写真一覧を更新します。
本体｜SD｜au 
Cloud

本体メモリ／SDメモリカードに保存されている写真を表示
します。

複数選択 写真を複数選択して、本体／SDメモリカードへコピーができ
ます。

設定 設定画面を表示します。
※ 「SDへコピー」は、SDメモリカードが取り付けられている場合のみ表示されます。

 ■ au Cloudの写真1枚表示中のメニュー操作
au Cloudの写真1枚表示中にmをタッチすると、次の操作が行えます。

本体へコピー 表示中の写真を本体へコピーします。

SDへコピー※ 表示中の写真をSDメモリカードへコピーします。
非表示／再表示 表示中の写真をスライドショーで表示しない／再表示するよ

うに設定します。
回転 表示中の写真を左回りに90度回転させます。
設定 設定画面を表示します。
※ 「SDへコピー」は、SDメモリカードが取り付けられている場合のみ表示されます。

 ■ au Cloudのスライドショー再生中のメニュー操作
au Cloudのスライドショー再生中にmをタッチすると、次の操作が行えます。

設定 設定画面を表示します。
天気詳細※ 天気予報の詳細を表示します。
更新※ 天気予報を更新します。
※  「天気詳細」「更新」は、「表示モード」が「画像＋時計＋天気予報」に設定されている場
合のみ表示されます。

2. PHOTO-U TVでメールを受信する
携帯電話またはパソコンなどから写真／動画が添付されたメールを受信すると、通知音が鳴りお知らせ画面が表示さ
れます。
※ お買い上げ時は、本機能はオフになっています。また、パソコンからのメールも受信できません。設定の変更方法につ
いて詳しくは、『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。

a lrで「はい」を選択→oをタッチする

ud：画面をスクロールします（メール本文が1画面に収まらない
場合のみ）。
フォトへ移動：写真一覧を表示します。
ビデオへ移動：動画一覧を表示します。
次へ： 次のメールを表示します（複数のメールを受信した場合のみ）。
閉じる：お知らせ画面を閉じて、元の画面に戻ります。

MEMO
◎  受信した写真／動画とメールは、本体に保存されます。写真の場合は、スライドショーにも自動的に追
加・表示されます。

◎  写真一覧／動画一覧では、メールで受信した写真や動画に のマークが表示されます。
  また、新たに追加された写真や動画に のマークが表示されます。写真一覧／動画一覧から表示／再
生すると、 のマークは消えます。

メール受信対応形式
および上限サイズ

テキストメール（10KB）、HTMLメール※1（20KB）、キャリア絵文字（auのみ）対応

メール受信可能ファイル形式
および上限サイズ

静止画：jpg（5MB）／gif※2（5MB）／bmp（5MB）／png（5MB）

動画：3gp（5MB）／3g2（5MB）／m4v（5MB）／mp4（5MB）／mov（5MB）

※1  レイアウト情報や挿入画像の表示／保存などは、非対応となります。
※2  GIFアニメーションは最初のフレームのみ表示できます。

4. 緊急速報メールについて
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
エリアの対応機器に一斉にお知らせするサービスです。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願い
いたします。
津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。
※ お買い上げ時は、緊急速報メールを表示するように設定されています。緊急速報メールの受信音量の変更方法につい
ては、『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。

MEMO
◎  緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報音は変更できません。
◎  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、可能な限り素早くお知らせします。

◎  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。
◎  災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる
情報をお知らせするものです。

◎  日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
◎  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。

◎  気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
 http://www.jma.go.jp/
◎  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。
◎  Eメール受信時やau Cloud利用時などの通信中であったり、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。

◎  お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

お問い合わせ先番号

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

一般電話からは

0077-7-111
au電話からは

局番なしの157番

総合・料金について（通話料無料）

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、操作方法について
（通話料無料）

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

0120-977-033（沖縄を除く地域） 0120-977-699（沖縄）
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3. 天気予報について
あらかじめ登録した郵便番号の地域の天気予報を表示させることができます。
詳しくは『取扱説明書（詳細版）』をご参照ください。


