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このたびは、PHOTO-U2 SP03（以下、「本製品」とします）をお買い上げいただき誠
にありがとうございました。本製品の取扱説明書は、『取扱説明書（本書）』『はじめてガ
イド』『写真送信ガイド』をご用意しておりますが、本書では総称して『取扱説明書』と表
記します。ご使用前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。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。取扱説明書を
紛失された場合には、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。

auホームページで『取扱説明書』がダウンロードできます。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」（▶P.4）をお読みのうえ、正し
くご使用ください。本製品が正しく動作しない場合、故障とお考えになる前に、本書
の「故障かなと思ったら」（▶P.77）で症状をご確認ください。

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させると、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。
本製品はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通信品質を維持
し続けます。したがって、通信中この極限を超えてしまうと、突然通信が途切れる
ことがあります。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い
えませんので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通信上の高い秘話機能を備
えております。）
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。
「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、本製品の電源を入れたときにお客様
が利用されている本製品の製造番号情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

・

・

・

・

・

・

・

本書では「SD™メモリカード（市販品）」および「SDHC™メモリカード（市販品）」の名
称を「SDメモリカード」と表記しています。
本書では「マルチメディアカード™（市販品）」を「MMC」と表記しています。
「SDメモリカード」と「MMC」をあわせて「メモリカード」と表記しています。

・

・
・

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附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業
利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
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。
当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などか
ら生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本製品または、メモリカードに登
録したデータ（写真やメールなど）などが変化または消失することがありますが、こ
れらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負い
ません。
大切なデータはSDメモリカードなどに保存しておくことをおすすめします。万一、
登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因
にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
本製品で表す「当社」とは以下の企業を指します。

　発売元：KDDI株式会社／沖縄セルラー電話株式会社
　製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
　輸入元：華為技術日本株式会社

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

お子様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。
自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本製品を使用しないでください。交通事故
の原因となります。自動車運転中・原動機付自転車の使用は法律で禁止されています。
航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の
使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場
合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

・

・

・

ヒント

安全上のご注意

ごあいさつ

本製品をご利用いただくにあたって

メモリカードの表記について

免責事項について
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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
の電源をお切りください。ガスに引火するおそれがあります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因
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。

電源コネクタ差込口やその他接続端子をショートさせないでください。また、電源コネ
クタ差込口やその他接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に
入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

金属製のものが通電中の電源コネクタやメモリカードスロット、特にACアダプタの電源
プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因とな
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PHOTO-U2本体や周辺機器などに不具合が生じても
KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電
波法違反になります。

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。

落下させる、投げつけるなど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。

電源コネクタ差込口やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてく
ださい。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイ部が割れたり、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
することがあります。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

水など液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の
多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や電子回
路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合
には直ちにACアダプタの電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保
証の対象外となり有償修理になります。

本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みください。
この「安全上のご注意」には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。
各事項は以下の区分に分けて記載しています。

・

・

※1 重傷：

※2 傷害：
※3 物的損害：

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

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

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

この表示は「人が死亡または重傷（※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。

図記号の説明■

行ってはいけない（禁止）内容を示し
ています。

分解してはいけない（禁止）内容を示
しています。

濡れた手で扱ってはいけない（禁止）
内容を示しています。

水に濡らしてはいけない（禁止）内容
を示しています。

必ず実行していただく（強制）内容を
示しています。

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。

PHOTO-U2本体、ACアダプタ共通■

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。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発
火・破裂・故障・漏液の原因となります。
PHOTO-U2 SP03専用周辺機器：
PHOTO-U2 SP03ACアダプタ01（商品コード：HWS03PQA）

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やガソリンスタンドでの給油
中など引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破
裂・故障・火災の原因となります。

安全上のご注意

表示の説明■

は
じ
め
に
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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。

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。
PHOTO-U2で使用している各部品の材質は以下の通りです。
■PHOTO-U2本体

使用箇所

外装（白色）ケース、スタンド、電源ボタン
ディスプレイパネル側（透明色ケース）
メモリカードスロット（端子部分）
電源プラグ差込口（端子部分）

使用材料、表面処理

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響を与え
る場合があります（影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・
その他医療用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は
機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください）。

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。

PHOTO-U2本体について■

PC+ABC樹脂
PMMA樹脂
銅合金／金メッキ（下地：ニッケル）
銅合金

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。

直射日光のあたる場所（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。変形や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、不安定な場所に置かないでください。落下してけ
がや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。また、布や布団
をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。

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。

お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を
教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

外部から電源が供給されている状態のPHOTO-U2本体、ACアダプタに長時間触れない
でください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は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。

メモリカードを挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の
原因となります。

メモリカードは、指定品以外のものを使用しないでください。指定品以外のものを使用
した場合、故障・内部データ消失の原因となります。当社規準において動作確認したメ
モリカードは、以下の通りです。その他のメモリカードの動作確認については、各メモリ
カードの発売元へお問い合わせください。

○：動作済み　−：未確認または未発売　2011年7月現在
※2011年7月現在発売されているメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきま
しては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問合せください。

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異常が起きたら使用
しないでください。異常が起きた場合、ACアダプタをコンセントから抜き、熱くないこ
とを確認してから電源を切り、auショップもしくはお客さま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ショップもしくはお
客さまセンターまでご連絡ください。

東芝
Panasonic
ソニー
SanDisk

○
○
−
○

−
○
○
○

−
−
−
○

−
−
−
○

SD2GB発売元 SDHC
4GB

SDHC
8GB

SDHC
16GB
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SDHC
32GB

−
−
−
○

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療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

を心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 混雑した場所では、付近に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、本製品の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本製品を持ち込まな
いでください。
病棟内では、本製品の電源をお切りください。
ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、本製品の電源をお切り
ください。
医療機関が個々に電波を発生する電子機器の使用禁止、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療
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。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、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
前に医師と相談してください。

•

•
•

•
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お手入れをするときには、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。抜
かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、ACアダプタの電源プ
ラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

水やペットの尿など液体が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ACアダプタの電源プラグを抜いてください。

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。

風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手でACアダプタを抜き差ししたりしな
いでください。感電や故障の原因となります。

ACアダプタの電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コー
ドを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

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。

PHOTO-U2本体、ACアダプタ共通■
無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、カ
バンなどに入れるときは、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損
傷がなくても保証の対象外となります。

ボタンの表面を爪や鋭利な物、硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損
の原因となります。

極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度5 〜 35°C、湿度35 〜 85%の範囲
内でご使用ください。）

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

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

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

ご使用中に温かくなることがありますが異常ではありません。

●

●

●

●

●

●

●

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。

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
を帯びたものを近付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。

メモリカードスロットに液体、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、故障の原因となります。

心臓の弱い方はメール受信音の音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能
性があります。

スピーカー部の吸着物にご注意ください。画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針な
どの金属物が付着していると、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際は、スピー
カー部に異物がないか必ず確認してください。

メモリカードの取り付け、取り外しの際、急に離したりせず、指定の方向に最後まで押し
込んでください。また、顔を近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けが
やカードの破損の原因となります。

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。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因と
なります。日本国内家庭用AC100Vを使用してください。

ACアダプタ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、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプタやゆ
るんだコンセントは使用しないでください。

ACアダプタの電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い
物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・
ショート・火災の原因となります。

雷が鳴り出したらACアダプタの電源プラグに触れないでください。落雷による感電など
の原因となります。

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ください。感
電・火災・故障の原因となります。

取扱上のお願い

ACアダプタついて■

は
じ
め
に

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用
は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もござ
います。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。
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ACアダプタについて■
ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

ACアダプタの電源コードをプラグやACアダプタに巻きつけないでください。感電・発火・
火災の原因となります。

●

●

お客様が本製品で受信した写真などを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの
他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改
変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権
および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にま
たは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解
なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信
などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けるこ
とがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な
使用を心がけてください。

本製品で受信した写真などをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や
肖像権に十分ご注意ください。

著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像などを転送するこ
とはできません。

●

●

●

●

著作権・肖像権について■

強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。また、鋭利な
物や硬い物などでディスプレイに触れないでください。傷の発生や破損の原因となることが
あります。

●

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、外部から本製品に受信・ダウンロードした内容で、重要
なものは控え※をお取りください。
本製品のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容
が消えたり変化することがあります。
※控え作成の手段
本製品で受信した写真など、重要なデータはメモリカードなどに保存しておいてください。ただ
し、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記
載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
乱丁、落丁はお取り替えいたします。

•
•
•

•

ACアダプタはPHOTO-U2本体の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずにAC
アダプタを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

●

PHOTO-U2本体について■
PHOTO-U2本体背面に貼ってある銘板シールは、お客様が使用されている本製品が電波法お
よび電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさない
でください。

PHOTO-U2本体やメモリカードに登録されたデータ（写真やメールなど）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、KDDI

（株）・沖縄セルラー電話（株）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。

本製品に保存されたメールやコンテンツデータ（有料・無料は問わない）などは、故障修理な
どによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

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。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

本製品のメモリカードスロットには、メモリカード以外のものは挿入しないでください。

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
因になりますのでご注意ください。

スライドショーを長時間連続して表示し続けた場合などは、本体の一部が温かくなり、長時
間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

スタンド部などに無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり、反らしたりして
PHOTO-U2本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分
ご注意ください。

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。

電源コネクタ差込口にACアダプタを接続するときは、電源コネクタ差込口に対してACアダ
プタのコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

電源コネクタ差込口にACアダプタ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。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

お知らせ

は
じ
め
に
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PHOTO-U2の楽しみかた
PHOTO-U2は、携帯電話やデジタルカメラなどで撮影した画像・動画をかんたんに
ディスプレイに表示できるデジタルフォトフレームです。
メモリカードに保存した画像・動画の再生はもちろんのこと、本製品に備わっている
通信機能でご家族やご友人からメールで送られてきた画像・動画もかんたんに再生で
きます。また、内蔵センサーにより画像の向きを自動的に判別しますので、本製品を縦・
横自由自在に置くことができます。

同梱品を確認する
PHOTO-U2本体■ スタンド■

ACアダプタ■

取扱説明書（本書）■

はじめてガイド■

写真送信ガイド■

ACアダプタ
　取扱説明書
■

本体保証書／
　ACアダプタ保証書
■

各部の名前と機能

タッチキーが点灯しているときは指で触れ
て操作できます。消灯しているときは、点
線のエリア内を指で触れることで、各キー
が点灯して操作できる状態になります。

ディスプレイ

タッチキーエリア

ホームキー
ホーム画面を表示します。（ P.20）

メニューキー
開いている画面でメニューを表示しま
す。

メニュー項目などの選択位置を上下左右
に移動します。

戻るキー
操作中に前の画面に戻ります。

決定キー
選択を確定します。

前　面■

1

2

1

ヒント

この画面はタッチパネルではあり
ません。画面下にあるタッチキー
で操作を行ってください。

2

3

4

5

6

7

ご
利
用
の
準
備

各部の名前と機能

方向キー

3 4 6 7

5
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ACアダプタのプラグを差し込んだ状態
で、電源を「入」にすると緑色に点灯しま
す。（ P.18）

電源の入／切がスライドにより切り替わ
ります。（ P.18）

SDメモリカードまたはMMCを取り付け
ます。（ P.22）

メンテナンス時に使用するものです。お客
さまがお使いいただくことはできません。

市販のセキュリティ用ワイヤーを取り付
けることができます。取り付け方法はワ
イヤーに付属の説明書をご覧ください。

付属のACアダプタのプラグを差し込み、
家庭用電源と接続します。（ P.17）

音量はシステム設定で調整します。
（ P.58）

本書に記載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異なる場合があ
ります。また、本製品の置かれている向きによって表示される画面が異なりま
すが、本書では横置きの画面で説明しています。あらかじめご了承ください。
「MMC」のご使用方法については「SDメモリカード」の説明をご覧ください。

•

•

掲載されているイラスト・画面表示について

スピーカー

電源ランプ

電源スイッチ

メモリカードスロット

メンテナンス専用端子

セキュリティ用ワイヤー差込口

スタンド差込口（ P.17）

電源プラグ差込口

背　面■

10

11
12

13

14

15

本製品を準備する
スタンドをセットする

1

2

本製品を片手で持つなどして固定し、
背面のスタンド差込口に対してまっす
ぐに付属のスタンドを差し込みます。
無理にスタンドを差し込むことのない
ようご注意ください。

スタンドをしっかり奥まで差し込んだ
ら、右に90度回してしっかりとねじ
込みます。

3 本製品は縦横お好きな方向に設置いた
だけます。

電源と接続する
付属のACアダプタのプラグを本製品
背面の電源プラグ差込口に接続しま
す。（ 1）

ACアダプタのプラグを家庭用コンセ
ントに差し込みます。（ 2）

1

2
1

2

不安定な台の上や傾いているところなどに本製品を置かないでください。
本製品を使用中に不具合などが生じたときは、すぐにコンセントからプ
ラグを抜き、電源を遮断してください。
ACアダプタのプラグは金属類や水などの液体類でショートしないようご
注意ください。
本製品の電源を入れたままACアダプタを抜かないでください。本体また
はメモリカードに登録されたデータが消えることがあります。
必ず電源スイッチを「切」にしてからACアダプタを抜いてください。

•
•

•

•

•

ヒント

8

9

8

9

10

11

12

13

14

15

ご
利
用
の
準
備

本製品を準備する



18 19

ヒント

初期設定の開始画面が表示されたら、 キーをタッチして次の画面に進みます。

ACアダプタのプラグが本製品とコンセント
に差し込んであることを確認し、本体背面に
ある電源スイッチを「入」の方向へスライドさ
せて電源を入れます。電源ランプが緑に点灯
します。

電源を切る

初めて電源を入れたときには、初期設定画面（ P.18）が表示されます。
初期設定が完了している場合は、システム設定の『自動起動アプリ』で設
定された項目が表示されます。

•
•

本製品背面の電源スイッチを「切」の方向へ
スライドさせます。

初期設定を行う

電源を入れる

お買い上げ後、初めて電源を入れた時には、次のような初期設定画面が表示されます。
画面の指示にしたがって、本製品の初期設定を完了してください。

1

2 天気予報を表示する地域の郵便番号を設定します。 キーで数字を選択し、
選択位置を キーで移動します。7桁の数字をすべて選択したら、 キー
をタッチします。

PHOTO-U2のメールアドレスとパスワードが表示されるので、メモなどに控え
てください。 キーをタッチして初期設定を完了します。

本製品にあらかじめ保存されている画像や天気予報などのさまざまなコンテンツ
がスライドショーで表示されます。

3

4

初期設定に失敗した場合は、一度電源を切って電波状況の良い場所でも
う一度試してください。
サービスのお申し込みを行わなかった場合、スライドショーの表示はで
きますが、メールの受信はできません。

•

•

ヒント

ご
利
用
の
準
備

本製品を準備する
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ホーム画面の見かた
ご家族やご友人から写真を送ってもらうためのメールアドレスや電波状態をホーム画
面で確認できます。

スライドショー表示中に キーをタッチします。
タッチキーが点灯していない場合には、タッチキー
エリア内の任意の場所を軽く指で触れてください。
タッチキーが点灯して操作できる状態になります。

ホーム画面が表示されます。

ホーム画面の表示方法

1

2

電波状態

本体にSDメモリカードが取り付けられている場合に表示されます。
SDメモリカード

メール受信中
メールを受信中に表示されます。
未読メールあり
未読メールがある場合に表示されます。

：強 ：中 ：弱 ：微弱 ：圏外

△△□□@photo-u.jp
ここに表示されているメールアドレ
スをご家族やご友人にお知らせする
と、メールで画像を送ってもらえま
す。（メールの操作 P.24 ／メール
の送信方法 P.68）

メールアドレス
今日の日時が表示されます。日時は
ネットワークを通じて自動的に設定
されます。

画像や動画の操作／管理、スライド
ショーや本製品の設定などをタッチ
キーで選択して行います。

日付と時刻

機能一覧

スライドショーを楽しむ

自分のメールアドレスに画像が添付されたメールが届くと、自動的に本製品内に保存
されスライドショーに表示されます。

自分のメールアドレスをご家族やご友
人に知らせて、メールに画像を添付し
て送信してもらいます。

メールで受信した画像を表示する

メールを受信すると着信音が鳴り、ス
ライドショー画面の左上にメールのア
イコンが表示されます。

2

♪

ホーム画面で圏外（ ）が表示されている場合には、メールの受信お
よび日付と時刻が自動的に設定されません。電波状態が微弱（ ）以上
になる場所まで本製品を移動させてください。
初期設定（ P.18）が完了していないとメールアドレスは表示されません。
本製品では、音声電話、テレビ電話、Cメールなどのサービスはご利用
いただけません。

•

•
•

メールに添付された画像やデジタルカメラで撮影したSDメモリカード内の画像をス
ライドショーで表示します。

1

ヒント

4321 6 7

8

1

2

3

4

6 7

8
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スライドショーを楽しむ

本体メモリフル（Full）
本体の空き容量が少なくなった場合に表示されます。（データの削除 P.37）

5

5
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1 スライドショー中に画像の入ったSD
メモリカードを本製品に挿入します。
SDメモリカード内の画像が自動的に
スライドショーに表示されます。2

SDメモリカードには表裏／前後の区別があります。無理に入れようとす
ると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
microSD™／ miniSD™メモリカードをご使用いただく場合は、変換ア
ダプタが必要です。
表示可能な画像の形式についてはP.76をご覧ください。
本体とSDメモリカードの間でデータをコピーしたり、移動することがで
きます。操作方法は、P.44 ／ P.48をご覧ください。
SDメモリカードに保存されている大きなサイズの画像は、本製品での表
示に適したサイズに縮小されて表示されます。
スライドショー中にSDメモリカードを抜くと、本体内のデータに自動的
に切り替わります。
SDメモリカードがロックされている場合、データを書き込んだり、保存
されているデータの変更や削除はできません。

•

•

•
•

•

•

•

ヒント

3 受信したメールに添付されている画
像は自動的に本製品のメモリへ保存さ
れ、スライドショーに表示されます。

SDメモリカード内の画像を表示する

メールの内容を確認する操作方法は、P.25をご覧ください。
表示可能な画像の形式については、P.76をご覧ください。
スライドショー中の操作については、P.29をご覧ください。
本製品に写真などをメールで送信する場合は、『写真送信ガイド』または
P.68をご覧ください。
お買い上げ時の設定は、携帯電話からのメールのみ受信できるようになっ
ています。パソコンからのメールを受信するには、携帯電話またはパソ
コンからPHOTO-U サポートサイトにアクセスして、メールフィルター
の設定を行ってください。詳しい操作方法は、P.74をご覧ください。
スライドショー設定については、P.53をご覧ください。

•
•
•
•

•

•

SDメモリカードを利用すると、デジタルカメラで撮影した写真や動画（ P.31）を本製
品で表示・再生することができます。

SDメモリカードの取り付け■
SDメモリカードの挿入方向（切り欠
きの位置）に注意してメモリカードス
ロットに「カチッ」と音がするまでゆっ
くりと差し込みます。

切
り
欠
き

SDメモリカードの取り外し■
SDメモリカードを「カチッ」と音がする
までゆっくり押し込みます。メモリカー
ドスロットからSDメモリカードが少し
出てきたらゆっくりと引き抜きます。

ヒント
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スライドショーを楽しむ

ロック解除

ロック
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メールの操作
ホーム画面より キーで メールを選択し、 キーをタッチします。

下図のように［メール一覧］が表示されます。

［メール一覧］の見かた

ご家族やご友人からのメールは「メー
ル」タブへ、auからのアップデート情
報などは「お知らせ」タブに表示され
ます。タブの切り替えは キー
で操作します。

メール／お知らせタブ

送信者や件名、送信日時や添付ファ
イルのサムネイルなどメールに関す
る情報が一覧に表示されます。

メール一覧

メールタブでは未読メール数とメール
総数を、お知らせタブではメール総数
のみを表示します。

2

1

3
1

2

新着／未読メール 開封済みメール

メール数表示3

（2/2）
未読メール数 メール総数

メールの読みかた

1 ホーム画面から、 キーで メールを選択し、 キーをタッチします。

［メール一覧］で キーでメールを選択し、 キーをタッチするとメールの
内容が表示されます。2

キーで「添付」を選択し、 キーをタッチすると添付データを確認できま
す。複数のデータが添付されている場合には、 キーで表示を切り替えます。
確認が終わったら、 キーをタッチして前の画面に戻ります。

3

画像や動画が添付されたメールの内容を確認します。

スライドショー中に受信したメールを表示する方法は、P.29のヒントをご
参照ください。

ヒント
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基
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メールの操作
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［メール一覧］で キー（メニューキー）を
タッチします。メールメニューから
キーで「新着メール確認」を選択し、 キー
をタッチします。新着メールがある場合、
受信してメール一覧に表示します。

メールを手動で受信する

メールに返信する

［メール一覧］から返信するメールを キーで選択し、 キーをタッチします。

キーで「返信」ボタンがある欄を選択し、 キーをタッチします。

1

2

返信リストから キーでお好みの
内容を選択し、 キーをタッチする
と「返信しました。」とメッセージが画
面に表示され、差出人へ返信します。

3

メールの送信者を拒否リストへ登録する

1

迷惑メールや不要なダイレクトメールなどを受信拒否することで必要なメールだけを
受信できます。

確認のメッセージが表示されるので内
容をよく確認して キーで「OK」
を選択し、 キーをタッチします。

［メール一覧］で拒否リストに登録したいメールを キーで選択し、 キー
をタッチしてメールを表示します。

キー（メニューキー）をタッチしてメニューを表示します。続けてメールメ
ニューから キーで「拒否リスト」を選択し、 キーをタッチします。2

3

操作を中止するには、確認画面で「キャンセル」を選択します。
受信拒否リストの内容の確認・編集（削除など）は、PHOTO-U2では行
えません。PHOTO-Uサポートサイトの「メールフィルター設定（ P.74）」
でのみ行うことができます。

•
•

ヒント
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メールの操作

受信したメールに対して、定型文を使って返信を送信できます。

本製品のメールアドレスではな
く、“info@photo-u.jp”から返信
メールが届きます。

ヒント
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ホーム画面より キーで フォトを選択し、 キーをタッチします。
下図のように［フォト一覧］が表示されます。

フォトの操作

画像一覧 ファイル数
本体およびSDメモリカード内の画
像一覧を表示します。SDメモリカー
ドに保存されている画像にはサムネ
イルの右上に「SD」のマーク（ ）が
表示されます。

ファイル番号とファイル総数を表示
します。ファイル番号は選択してい
る画像の位置を表します。

1/12
ファイル番号 ファイル総数

［フォト一覧］の見かた

［フォト一覧］で キーで画像
を選択し、 キーをタッチすると選択さ
れた画像からスライドショーが始まります。

スライドショーの開始

21

1 2

スライドショー中に キー（メニューキー）をタッチすると次の操作が行えます。
スライドショー中の操作

天気情報へ■
郵便番号を設定した（ P.18）地域の天
気情報を表示します。
拡大■
表示中の画像を50%ずつ最大200%
まで拡大表示します。拡大表示中は、

キーで画像をスクロー
ルして見ることができます。200%拡
大表示のときに「拡大」を選択すると元
のサイズで表示します。
オリジナルサイズ■
実際の画像サイズで表示します。
回転■
表示中の画像を右回りに90度回転さ
せます。さらに キーをタッチす
ると左右の回転が可能になります。
表示しない■
スライドショーに表示しない（ P.30）
設定ができます。表示しない設定を解
除するにはP.30をご覧ください。
スライドショー設定■
スライドショー設定を表示します。
（ P.53）

ヒント キー（メニューキー）の代
わりに キーをタッチして
も天気情報を表示することが
でき ます。

スライドショーの設定につい
ては、P.53をご覧ください。
スライドショー中に新着メー
ルを受信した場合、次の手順
でメールを確認します。

①メールを受信すると着信音が
流れ、下図のようなメニューが
表示されるので キーを2回
タッチします。

②［メール一覧］が表示されるの
でP.25の操作手順にしたがって
メールの内容を確認します。

•

•

•

［
基
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フォトの操作
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スライドショーで表示しない画像を設定する
表示しない画像を設定することでお好みの画像だけスライドショーで表示することが
できます。

1 1枚のみの設定は［フォト一覧］で
キーで画像を選択しておき

ます。

6 操作が完了すると、表示をしない設定
を示す禁止マークがサムネイルの中央
に表示されます。

「スライドショーで表示しない画像を設定する」の操作 で「表示する」を選択して、設定
を解除することができます。

表示しない設定を解除する

［
基
礎
編
］基
本
的
な
操
作

フォトの操作

4 「複数選択」の場合は、選択画面が表示されるの で、表示しない画像を
キーで選択し、 キーをタッチしてチェック（ ）を付けます。再度

キーをタッチするとチェックが解除されます。
表示しない画像に全てチェックを付けたら、 キー（メニューキー）をタッチし
ます。続けて キーで「実行」を選択し、 キーをタッチします。5

キー（メニューキー）をタッチして キーで「表示しない」を選択し、
キーをタッチします。
サブメニューから キーで「1ファイル」「複数選択」「全て」のいずれかを選択
し、 キーをタッチします。「1ファイル」「全て」の場合は設定完了です。

2
3

 ［フォト］［動画］［ツール］に一覧表示できるのは、8,000ファイルまでです。
ファイルの削除方法は、P.36をご参照ください。

•
•

表示ファイル数について
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ヒント 再生可能な動画の形式についてはP.76をご覧ください。
動画はスライドショー再生できませんので、ご注意ください。

•
•

動画を再生中に各タッチキーからさまざまな操作が行えます。
再生中の操作

動画をディスプレイいっぱいに拡大し
て再生します。元の画面に戻すことも
できます。

再生中の動画を一時停止します。再開
するには、再度 キー（メニューキー）
をタッチして「再生」を選択します。
また、 キーをタッチしても、一時停
止／再生の操作が可能です。
フルスクリーン／元の画面■

再生中の動画を繰り返し再生する（ON）
／しない（OFF）を設定します。

繰り返し再生ON ／ OFF■

キー（メニューキー）

一時停止／再生■

キー

再生中の動画の音量を キーで調
整できます。

音量調整■

動画を再生中に キーを長押しす
ることで2 ～ 4倍速で巻戻し／早送り
再生ができます。

巻戻し／早送り■

キー ［
基
礎
編
］基
本
的
な
操
作

緊急地震速報について

ホーム画面より キーで 動画を選択し、 キーをタッチします。
下図のように［動画一覧］が表示されます。

動画の操作
［動画一覧］の見かた

21

動画一覧 ファイル数
本体およびSDメモリカード内の画
像一覧を表示します。SDメモリカー
ドに保存されている画像にはサムネ
イルの右上に「SD」のマーク（ ）が
表示されます。

ファイル番号とファイル総数を表示
します。ファイル番号は選択してい
る動画の位置を表します。

1/5
ファイル番号 ファイル総数

1 2

［動画一覧］で キーで動画を
選択し、 キーをタッチすると動画を再
生します。

動画を再生する
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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。）
緊急地震速報は、情報料・通信料共に無料です。
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/
本製品が圏外の場所に設置されている、電源ON ／ OFFの最中、電源
OFF時には緊急地震速報を受信できません。また、Eメール受信時は、
緊急地震速報を受信できない場合があります。
電源を切っていたり、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、緊急地震速報を受信できない
場合があります。
受信に失敗した緊急地震速報を、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。
緊急地震速報受信時は専用の警報音で鳴動します。緊急地震速報の警報
音を変更することはできません。

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

［
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緊急地震速報について

緊急地震速報について
緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアの対応機
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。
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。

•

•

•

•

ホーム画面から キーで 設定を選択し、 キーをタッチします。続
いて キーで 緊急地震速報設定を選択し、 キーをタッチします。1

緊急地震速報の設定を行う

2 キーをタッチして、項目を
キーで選択し、 キーをタッチして
設定を保存します。初期値は「受取る」
です。

ヒント
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データ操作
本製品で画像や動画、メールなどで共通する基本的な操作方法を説明します。データ
操作にはデータの削除、保護、コピー、移動および並べ替えがあります。

1. データを削除する

動画共通操作 メールフォト ツール

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。

1-① 1ファイルを削除する

※画像の操作を例にして手順を説明します。

フォトメニューから キーで「削除」を選択し、 キーをタッチします。続け
てサブメニューから キーで「1ファイル」を選択し、 キーをタッチします。3

一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけ削除します。

4 確認の画面が表示されるので、 キーで「OK」を選択し、 キーをタッチし
ます。［フォト一覧］から選択した画像が削除されます。

一覧で「SD」のマーク（ ）が付いているものはSDメモリカード内にある
データです。
メールを削除しても添付されていた画像は削除されません。
メールに添付されていた画像を削除してもメールは削除されません。
本体メモリ使用量の「空き」が100MB以下になると、ホーム画面に「 本
体メモリフル（Full）」が表示されます。本体メモリフル（Full）が表示され
ている場合、新着メールに添付されている画像および動画を保存するた
めに古いデータから自動的に削除されることがあります。

•

•
•
•2

ヒント

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「削除」を選択し、 キーをタッチします。

1-② 複数のデータを選択して削除する

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧から複数のデータを選択して削除します。

2
［
応
用
編
］さ
ま
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な
操
作
・
設
定

データ操作

 ［フォト一覧］から削除をしたい画像を
キーで選択し、 キー

（メニューキー）をタッチします。
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サブメニューから キーで「複数選択」を選択し、 キーをタッチします。

選択画面が表示されるので、削除する画像を キーで選択し、 キー
をタッチしてチェック（ ）を付けます。再度 キーをタッチするとチェックが
解除されます。

3
4

削除する全ての画像にチェックを付けたら、 キー（メニューキー）をタッチし
ます。続けて キーで「実行」を選択し、 キーをタッチします。
確認の画面が表示されるので、 キーで「OK」を選択し、 キーをタッチし
ます。［フォト一覧］から選択した画像が削除されます。

5
6

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「削除」を選択し、 キーをタッチします。

1-③ 一覧のデータを全て削除する

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧にあるデータを全て削除します。

2

サブメニューから キーで「全て」を選択し、 キーをタッチします。

確認の画面が表示されるので、 キーで「OK」を選択し、 キーをタッチし
ます。［フォト一覧］から全ての画像が削除されます。

3
4

2. データを保護する

動画共通操作 メールフォト ツール

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。

2-① 1ファイルを保護する

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけ保護します。

誤った操作などで削除や移動（ P.48）ができないよう、データを保護します。

［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

データ操作
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フォトメニューから キーで「保護」を選択し、 キーをタッチします。続け
てサブメニューから キーで「1ファイル」を選択し、 キーをタッチします。3

4 操作が完了すると、保護を示す鍵型の
マーク（ ）がサムネイル上に表示さ
れます。

一覧で「SD」のマーク（ ）が付いているものはSDメモリカード内にある
データです。
保護したデータは、削除（ P.36）および移動（ P.48）の操作が制限され
ます。保護を解除する方法は、P.43をご覧ください。
メールを保護した場合には、一覧の左側に表示されているメールアイコ
ンの右下に鍵型のマーク（ ）が表示されます。

•

•

•

ヒント

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてメニューから

キーで「保護」を選択し、 キーをタッチします。

2-② 複数のデータを選択して保護する

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧から複数のデータを選択して保護します。

3 サブメニューから キーで「複数選択」を選択し、 キーをタッチします。

選択画面が表示されるので、保護する画像を キーで選択し、 キー
をタッチしてチェック（ ）を付けます。再度 キーをタッチするとチェックが
解除されます。

4

保護する全ての画像にチェックを付けたら、 キー（メニューキー）をタッチし
ます。続けて キーで「実行」を選択し、 キーをタッチします。
操作が完了すると、保護を示す鍵型のマーク（ ）がサムネイル上に表示されます。

5
6

［
応
用
編
］さ
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ま
な
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作
・
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データ操作

フォト一覧］から保護をしたい画像を
キーで選択し、 キー

（メニューキー）をタッチします。

2

2
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1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「保護」を選択し、 キーをタッチします。

2-③ 一覧のデータを全て保護する

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧にあるデータを全て保護します。

2

サブメニューから キーで「全て」を選択し、 キーをタッチします。操作が
完了すると、保護を示す鍵型のマーク（ ）が全てのサムネイル上に表示されます。3

2-④ 保護を解除する

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
1枚のみの解除は［フォト一覧］で保護された画像を キーで選択して
おきます。

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧にある保護されたデータを解除します。

2

4 サブメニューから キーで「1
ファイル」「複数選択」「全て」のいず
れかを選択し、 キーをタッチしま
す。「1ファイル」「全て」の場合は解除
完了です。

［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

データ操作

3

5 「複数選択」の場合は、 キーで画像を選択し、 キーをタッチして
チェック（ ）を付けます。再度 キーをタッチするとチェックが解除されます。
保護を解除する画像に全てチェックを付けたら、 キー（メニューキー）をタッ
チします。続けて キーで「実行」を選択し、 キーをタッチします。6

キー（メニューキー）をタッチし
て キーで「保護を解除」を選択
し、 キーをタッチします。
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3. データをコピーする

動画共通操作 フォト ツール

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。

2

3-① 1ファイルをコピーする

※画像の操作を例にして手順を説明します。

フォトメニューから キーで「コピー」を選択し、 キーをタッチします。
続けてサブメニューから キーで「1ファイル」を選択し、 キーをタッチ
します。

3

一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけコピーします。

本体やSDメモリカードのデータをコピーすることができます。

4 確認の画面が表示されるので、 キーでコピー先を選択し、 キーをタッ
チします。選択した画像がコピーされました。

フォトメニューに「コピー」が表示されていない場合は、 キーでメ
ニューをスクロールさせてください。
一覧で「SD」のマーク（ ）が付いているものはSDメモリカード内にある
データです。
コピー先に十分な空き容量がない場合には、操作が完了できないことがあ
ります。不要なデータを削除するなどして空き容量を増やしてください。
著作権保護されたデータはコピーできません。
本体からSDメモリカードへコピーしたデータは、SDメモリカードに自
動的に作成される「PHOTO-U2_SP3」フォルダに保存されます。

•

•

•

•
•

ヒント

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「コピー」を選択し、 キーをタッチします。

3-② 複数のデータを選択してコピーする

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧から複数のデータを選択してコピーします。

2
［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

データ操作

 ［フォト一覧］からコピーしたい画像を
キーで選択し、 キー

（メニューキー）をタッチします。
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サブメニューから キーで「複数選択」を選択し、 キーをタッチします。

選択画面が表示されるので、コピーする画像を キーで選択し、
キーをタッチしてチェック（ ）を付けます。再度 キーをタッチするとチェッ
クが解除されます。

コピーする全ての画像にチェックを付けたら、 キー（メニューキー）をタッチ
します。続けて キーで「実行」を選択し、 キーをタッチします。
確認の画面が表示されるので、 キーでコピー先を選択し、 キーをタッ
チします。選択した画像がコピーされました。

5

3
4

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「コピー」を選択し、 キーをタッチします。

3-③ 一覧のデータを全てコピーする

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧にあるデータを全てコピーします。

2

サブメニューから キーで「全て」を選択し、 キーをタッチします。

確認の画面が表示されるので、 キーでコピー先を選択し、 キーをタッ
チします。［フォト一覧］の全ての画像がコピーされました。

3
4

［
応
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データ操作
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4. データを移動する

動画共通操作 フォト ツール

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。

2

4-① 1ファイルを移動する

※画像の操作を例にして手順を説明します。

フォトメニューから キーで「移動」を選択し、 キーをタッチします。続け
てサブメニューから キーで「1ファイル」を選択し、 キーをタッチします。3

一覧であらかじめ選択したデータを1ファイルだけ移動します。

本体とSDメモリカード間でデータを移動することができます。

4 確認の画面が表示されるので、
キーで移動先を選択し、 キーを
タッチします。選択した画像が移動さ
れました。

フォトメニューに「移動」が表示されていない場合は、 キーでメ
ニューをスクロールさせてください。
一覧で「SD」のマーク（ ）が付いているものはSDメモリカード内にある
データです。
移動先に十分な空き容量がない場合には、操作が完了できないことがあ
ります。不要なデータを削除するなどして空き容量を増やしてください。
保護されているデータは移動できません。
著作権保護されたデータは移動できません。
本体からSDメモリカードへ移動したデータは、SDメモリカードに自動
的に作成される「PHOTO-U2_SP3」フォルダに保存されます。

•

•

•

•
•
•

ヒント

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「移動」を選択し、 キーをタッチします。

4-② 複数のデータを選択して移動する

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧から複数のデータを選択して移動します。

2
［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

データ操作

 ［フォト一覧］から移動したい画像を
キーで選択し、 キー（メ

ニューキー）をタッチします。
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サブメニューから キーで「複数選択」を選択し、 キーをタッチします。

選択画面が表示されるので、移動する画像を キーで選択し、 キー
をタッチしてチェック（ ）を付けます。再度 キーをタッチするとチェックが
解除されます。

4

移動する全ての画像にチェックを付けたら、 キー（メニューキー）をタッチし
ます。続けて キーで「実行」を選択し、 キーをタッチします。
確認の画面が表示されるので、 キーで移動先を選択し、 キーをタッチ
します。

5
6

3

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「移動」を選択し、 キーをタッチします。

4-③ 一覧のデータを全て移動する

※画像の操作を例にして手順を説明します。
一覧にあるデータを全て移動します。

2

サブメニューから キーで「全て」を選択し、 キーをタッチします。

確認の画面が表示されるので、 キーで移動先を選択し、 キーをタッチ
します。選択した全ての画像が移動されました。

3
4

5. データを並べ替える

1 ホーム画面から、 キーで フォトを選択し、 キーをタッチすると
［フォト一覧］が表示されます。
 ［フォト一覧］で キー（メニューキー）をタッチします。続けてフォトメニュー
から キーで「並び替え」を選択し、 キーをタッチします。2

5 ファイルの並べ替え
※画像の操作を例にして手順を説明します。

画像や動画、メールなどをさまざまな条件で並べ替えることができます。

動画共通操作 メールフォト ツール

［
応
用
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作
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データ操作
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差出人名の順番に並べ替える（メール）
「差出人名昇順」または「差出人名降順」を選択すると、差出人名によって昇順（数字／アルファ
ベット／ひらがな／カタカナ／漢字の順）または降順（昇順の逆順）に並べ替えます。
撮影日の順番に並べ替える（フォト）
「撮影日昇順」または「撮影日降順」を選択すると、画像が撮影された日付によって昇順（撮影
日が古い順）または降順（撮影日が新しい順）に並べ替えます。
タイトルの順番に並べ替える（メール）
「タイトル昇順」または「タイトル降順」を選択すると、メールの件名によって昇順（数字／ア
ルファベット／ひらがな／カタカナ／漢字の順）または降順（昇順の逆順）に並べ替えます。
ファイル名の順番に並べ替える（フォト、動画、ツール）
「ファイル名昇順」または「ファイル名降順」を選択すると、ファイル名によって昇順（数字／アル
ファベット／ひらがな／カタカナ／漢字の順）または降順（昇順の逆順）に並べ替えます。
メール受信日の順番に並べ替える（フォト、動画、ツール）
「メール受信日昇順」または「メール受信日降順」を選択すると、メールに添付されたデータのみ
メールの受信日によって昇順（受信日が古い順）または降順（受信日が新しい順）に並べ替えます。

サブメニューから キーで並べ替
える方法を選択し、 キーをタッチ
します。

3

ヒント 画像（フォト）での並べ替えの種類によってスライドショーに表示される順
番を入れ替えることができます。

スライドショー中に キー（メニュー
キー）をタッチします。続けてスライド
ショーメニューから キーで「ス
ライドショー設定」を選択し、 キー
をタッチします。

スライドショーの設定
スライドショーをより楽しんでいただけるよう、さまざまな設定ができます。

スライドショー設定を表示する

1

2 スライドショー設定画面が表示されます。画面左側のスライドショー設定メニュー
を キーで選択し、 キーをタッチします。
項目が選択できる状態になるので、 キーで項目を移動して キー
をタッチし、設定を変更／保存します。3

ヒント スライドショーメニューに「スライドショー設定」が表示されていない場
合は、 キーでメニューをスクロールして表示します。
スライドショー設定画面は、ホーム画面→ 設定→ スライドショー
設定でも表示することができます。

•

•

［
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スライドショーの設定
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キーで「標準」または「シンプル（写真
のみ）」を選択し、 キーをタッチして設
定を保存します。

スライドショータイプを設定する（初期値：標準）

【標準】

スライドショーの途中に天気予報や、雑学、
お得な情報が表示される

【シンプル（写真のみ）】
［フォト一覧］で表
示されている画像
のみが表示される

スライドショーの画像にさまざまなフレー
ムをつけて表示します。本体にあらかじめ
保存されているフレームを キーで選
択し、 キーをタッチします。続けて

キーで「設定」を選択し、 キーをタッ
チして設定を保存します。フレームを削除
する場合には、「削除」を選択し、 キー
をタッチします。

フレーム設定を行う（初期値：フレームを表示しません）

フレームの例

スライドショー中に画像が切り替わる効果
を設定します。 キーで項目を選択し、

キーをタッチして設定を保存します。
項目一覧はP.81をご覧ください。

スライドショー効果を設定する（初期値：ランダム）

スライドショー中に画像が切り替わる速度
を設定します。 キーで項目を選択し、

キーをタッチして設定を保存します。

スライドショーに表示される画像の順番を
設定します。 キーで「オフ（フォト
一覧画面と同じ）」または「オン」を選択し、

キーをタッチして設定を保存します。
「オン」を設定すると、フォト一覧に表示
されている画像を不規則な順番でスライド
ショーに表示します。

切替速度を設定する（初期値：10秒）

ランダム再生を設定する（初期値：オフ（フォト一覧画面と同じ））

［
応
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スライドショーの設定
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ディスプレイの表示領域よりサイズが小さ
い画像を自動的に全画面で拡大表示するよ
うに設定します。 キーで「自動拡大
する」または「自動拡大しない」を選択し、

キーをタッチして設定を保存します。

画像の自動拡大を設定する（初期値：自動拡大する）

【自動拡大しない】 【自動拡大する】

【自動回転する】 【自動回転しない】

本製品を縦に設置した場合に、画像の向き
を自動的に回転するように設定できます。

キーで「自動回転する」または「自動
回転しない」を選択し、 キーをタッチし
て設定を保存します。

画像の自動回転を設定する（初期値：自動回転する）

ホーム画面から キーで 設定を選択し、 キーをタッチします。続
けて キーで システム設定を選択し、 キーをタッチします。
システム設定画面が表示されます。画面左側のシステム設定メニューを
キーで選択し、 キーをタッチします。

システム設定を行う
システム設定画面と基本操作

1

項目が選択できる状態になるので
キーで項目を移動して

キーをタッチし、設定を変更／保存し
ます。

2

3

本製品の電源を入れたときに動作する方法
を設定できます。設定メニューから「自動
起動アプリ」を キーで選択し、
キーをタッチします。「スライドショー」ま
たは「設定なし」を キーで選択し、

キーをタッチして設定を保存します。

自動起動アプリを設定する（初期値：スライドショー）

［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

システム設定を行う
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本製品の日付と時刻は、ネットワークを通
じて自動的に設定されます。手動で設定す
る必要がある場合には、設定メニューから

「日付と時刻」を キーで選択し、
キーをタッチします。 キーで項目を
移動させ、 キーで数字を設定します。
設定が完了したら、 キーをタッチして
設定を保存します。

日付と時刻を設定する

ディスプレイの明るさを5段階で調整でき
ます。設定メニューから「画面の明るさ」を

キーで選択し、 キーをタッチしま
す。 キーでお好みの明るさに調整し、

キーをタッチして設定を保存します。

画面の明るさを調整する（初期値：3段階目）

メールの着信音などの音量を5段階で調整
します。設定メニューから「音量」を
キーで選択し、 キーをタッチします。

キーでお好みの音量に調整し、
キーをタッチして設定を保存します。

音量を調整する（初期値：3段階目）

タイマー設定で時刻を指定して、本製品の
ディスプレイを自動的に点灯（オン）・消灯

（オフ）することができます。設定メニュー
から「自動オン/オフタイマー」を
キーで選択し、 キーをタッチします。

項目から キーで「自動オン設定」を選択し、 キーをタッチします。

自動オン設定の画面が表示されたら、 キーで項目を移動して キーで
「時」「分」を設定します。一番左の項目を キーで「有効」に変更し、 キー
をタッチすると設定が保存されます。

自動オン設定を行う■

自動オン/オフタイマーを設定する

1
2

項目から キーで「自動オフ設定」を選択し、 キーをタッチします。

自動オフ設定の画面が表示されたら、 キーで項目を移動して キーで
「時」「分」を設定します。一番左の項目を キーで「有効」に変更し、 キー
をタッチすると設定が保存されます。

自動オフ設定を行う■

1
2

［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

システム設定を行う

ヒント 本製品背面の電源スイッチから電源を切っているときは（ P.18）、自動オ
ン/オフタイマー機能はご利用いただけません。
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【設定例】自動オン設定を午前７時、自動オフ設定を午後11時50分とした場合

天気予報を表示したい地域の郵便番号を設
定します。システム設定メニューから「郵
便番号設定」を キーで選択し、 
キーをタッチします。 キーで項目を
移動させ、 キーで数字を設定します。
設定が完了したら、 キーをタッチして
設定を保存します。

郵便番号設定を行う

自動オン設定 自動オフ設定

いたずら防止などのため、本製品の操作ロック用パスワードで制限することができます。
操作ロックを設定する（初期値：解除）

1 システム設定メニューから「操作ロック」を キーで選択し、 キーをタッ
チします。続けて キーで「ロック」選択し、 キーをタッチします。
パスワードを設定する画面が表示されるので、 キーで項目を移動し、

キーで数字を変更します。4桁の数字が決まったら キーをタッチしてパス
ワードを保存します。

2

本製品のメールアドレスや電話番号、メモ
リ使用量やソフトウェアのバージョンなど
の本製品についての情報を表示します。本
体メモリ使用量の「空き」が50MB以下にな
ると赤字で表示されます。

本体情報を確認する

ソフトウェアの更新が必要かどうかをネッ
トワークに接続して確認できます。更新が
必要な場合は、画面の指示に従いアップ
デートしてください。

アップデートを行う

システム設定から キーで
「アップデート」を選択し、 キーを
タッチします。

アップデート方法■

1

2

［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

システム設定を行う

操作ロック用パスワードを設定する■

ヒント 電話番号が表示されますが、本
製品では音声電話、テレビ電話、
Cメールなどのサービスはご利
用いただけません。

続けて キーで「OK」を選択し、
キーをタッチするとアップデート

の確認を行います。
更新がある場合→更新ファイルをダウンロードして自動的にアップデートします。
アップデートが完了すると自動的に再起動します。
更新がない場合→「最新の状態です。アップデートの必要はありません。」と表示さ
れるので、 キーをタッチしてメッセージを閉じます。
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リセットを行う
本製品を出荷時の状態に戻したり、設定やデータのみのリセットを行います。
システム設定メニューから「リセット」を キーで選択し、 キーをタッチしま
す。 キーで項目を移動させ、 キーをタッチします。
続けて確認の画面が表示されるので キーで「OK」を選択し、 キーをタッチし
ます。リセット完了のメッセージを確認して、 キーをタッチしてください。
各項目についてはP.82をご覧ください。

ホーム画面から 設定を選択し、
キーをタッチします。

キーで メール設定を選択
し、 キーをタッチします。メール
設定画面が表示されます。

メールの設定を行う
メール設定を表示する

1
2

開封確認メールは、PHOTO-U2でメール
を開いたタイミングで、メールを開いたこ
とを送信者にメールでお知らせするサービ
スです。 キーで「開封確認メール」を
選択し、 キーをタッチします。続けて

キーで「返信する」または「返信しな
い」を選択し、 キーをタッチして設定を
保存します。

メールアドレスを確認する
本製品のメールアドレスが表示されます。

開封確認メール設定を行う（初期値：返信する）

メールの着信をお知らせする音の種類を選
択します。 キーで「着信音」を選択
し、 キーをタッチします。続けて

キーで項目を選択すると自動的に再生
され、着信音を確認できます。選択肢が決
まったら キーをタッチして設定を保存
します。

着信音を設定する（初期値：サウンド1）

着信音量の変更方法は、P.58「音量を調整する」をご覧ください。

ヒント 開封確認メールは、メールの送信者がPHOTO-U2のメールアドレスの@以
下を「o.photo-u.jp」に変更してメールを送信することにより利用できます。
詳しいご利用方法はP.69をご覧ください。

ヒント

［
応
用
編
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ま
ざ
ま
な
操
作
・
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定

メールの設定を行う

ヒント ソフトウェアの更新にかかる通信料は無料です。
ソフトウェアの更新中にACアダプタを取り外さないでください。

•
•
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ツールの利用・操作
PHOTO-U2では、時計やカレンダーやメッセージカードなどFlash®を用いた多彩な
コンテンツを表示することができます。

［ツール一覧］の見かた
21

ツール一覧 コンテンツ数
本体およびSDメモリカード内のコ
ンテンツ一覧を表示します。SDメ
モリカードに保存されているコンテ
ンツにはサムネイルの右上に「SD」
のマーク（ ）が表示されます。

コンテンツ番号とコンテンツ総数を表
示します。コンテンツ番号は選択して
いるコンテンツの位置を表します。

1/2
コンテンツ番号 コンテンツ総数

1 2

［ツール一覧］で キーでコン
テンツを選択し、 キーをタッチすると
選択されたコンテンツを再生します。

コンテンツの再生

ヒント 再生中のコンテンツを停止するには、
キー（メニューキー）をタッチして、「戻る」
が選択されているのを確認し、 キーを
タッチします。

ツール一覧で キー（メニューキー）
を選択し、 キーをタッチします。続
けてツールメニューから キーで

「ファイルの種類」を選択し、 キー
をタッチします。表示したい種類を

キーで選択し、 キーをタッ
チします。
選択されたカテゴリーのコンテンツだ
けが表示されます。初期値の「全て」を
選択すると、全カテゴリーのコンテン
ツが一覧に表示されます。

1
種類別にコンテンツを一覧に表示する

2

［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

ツールの利用・操作
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ホーム画面で圏外（ ）が表示されている場合には、インフォはご利用い
ただけません。電波状態が微弱（ ）以上に表示される場所まで本製品を
移動させてください。
インフォへの接続には通信料がかかります。
インフォ以外のインターネットサイトへ接続することはできません。

•

•
•

「インフォ」にはよくあるご質問や、使い方の紹介、本製品で利用できる有料サービス
のご紹介等を閲覧することができます。

インフォ（情報）の閲覧

ホーム画面から インフォを選択し、 キーをタッチすると下図のような情報
ページが表示されます。 キーや キーなどで操作します。

インフォの利用方法

ヒント

［
応
用
編
］さ
ま
ざ
ま
な
操
作
・
設
定

インフォ（情報）の閲覧
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写真や動画をメールする
ご家族やご友人が本製品に写真や動画を送信する方法をご紹介します。

携帯電話のカメラやデジタルカメラな
どで写真や動画を撮影します。デジタ
ルカメラで撮影したデータはあらかじ
めパソコンに取り込んでおきます。

PHOTO-U2に写真や動画を送る

2 携帯電話やパソコンのメールで、撮影
した写真や動画を添付してPHOTO-U2
のメールアドレスへ送信します。

本製品でメールを受信します。メール
に添付された写真は フォト、動画
は 動画に自動的に保存されます。

ヒント

1

3 ♪

写真や動画の撮影、メールの作成、写真の添付方法については、お使いの
携帯電話の取扱説明書をご参照ください。
データが添付されていないメールは、本製品で受信できません。
本製品で受信・表示可能なメール・写真および動画の形式についてはP.76
をご参照ください。
お買い上げ時は、メールフィルターの設定により、携帯電話からのメール
のみ受信可能になっています。メールフィルターの変更については、P.74
をご覧ください。
パソコンをご利用の場合には、メールソフトなどを利用して写真や動画を
添付したメールを作成し、PHOTO-U2のメールアドレス宛に送信してく
ださい。なお、メールの作成、写真の添付方法は、各メールソフトにより
異なります。お使いのメールソフトの「ヘルプ」機能などをご参照ください。
携帯電話やパソコンから送信した写真は、サーバで最適なサイズに圧縮さ
れ本製品に配信されます。
PHOTO-U2での表示に適している写真は、横縦比が5:3の写真です。そ
の他の写真サイズの場合、写真の上下または、左右に黒い帯が表示される
ことがあります。
メールを送信するときに「差出人名称」を設定すると、PHOTO-U2でメー
ルを受信した際に「差出人」欄に設定した名称が表示されます。

•

•
•

•

•

•

•

•

PHOTO-Uサポートサイトを利用してメールを送る
PHOTO-Uサポートサイトでは、表示日時を指定したメール、開封確認メールを受取
りたいなどの便利な機能が利用できます。

写真を送る操作方法■

携帯電話で右のQRコードを読み取る
か、直接URLを入力してPHOTO-Uサ
ポートサイトへアクセスします。

1 ●PHOTO-Uサポートサイト
   http://www.photo-u.jp/

2 初回アクセス時はサービス利用規約の確認画面が表示されます。
サービス利用規約をよく読んでから「承諾する」を選択します。
メインページが表示されたら、メニューから「写真を送る」を選択します。送信設
定画面が表示されます。3

送り先のPHOTO-U2メールアドレスを入力します。一度送
信すると履歴から選択できるようになります。

開封確認メールを受信したい場合には、こちらにチェックを
入れます。受信者がメールを開いたら、開封確認メールが自
動的に返信されます。

表示日時を指定する場合には、こちらにチェックを入れ、最
大30日後までの日付と1時間毎の時間帯を指定します。指定
日時になると自動的にメールが送信されます。

「メールを作成する」を選択すると、メール作成画面が表示
されますので画像や動画を添付したり、メールの内容を入力
して送信します。　　　

ご
家
族
・
ご
友
人
の
操
作

写真や動画をメールする
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PHOTO-U サポートサイトではメールの送信だけでなく、携帯電話やパソコンから
PHOTO-U2の設定や操作もできます。

携帯電話やパソコンから
PHOTO-U2を操作する

ヒント PHOTO-U2のメールアドレスの@以下を「o.photo-u.jp」に変更するだけ
で携帯電話やパソコンから直接メールを送信して、「開封確認メール」を
受け取ることもできます。

開封確認メールは“info@photo-u.jp”から届きます。

•

•

PHOTO-U2の通常のメールアドレス：△△□□@photo-u.jp
開封確認メール用のメールアドレス　：△△□□@o.photo-u.jp
※@の後ろに小文字の「o（オー）」と「.（ドット）」を追加します。

PHOTO-U2にメールを送信する際の注意事項
PHOTO-U2にメールを送信したときにエラーメールが返ってくる■

以下の場合にはPHOTO-U2にはメールは届かず、“info@photo-u.jp”からのエラー
メールが、送信したメールアドレス宛に返信されます。

写真や動画が添付されていないメールを送信した場合
指定以外のファイルやPHOTO-U2で再生できない形式の画像または動画ファイ
ルを添付した場合
PHOTO-U2で受信できる添付ファイルの最大数（10件）またはメールサイズ

（10MB：添付ファイル、本文含めたエンコード後）を超えたメールを送信した場合
PHOTO-U2のメールアドレスが存在しない場合
送信先のPHOTO-U2のメールフィルター設定により、メール受信が拒否された
場合

•
•

•

•
•

開封確認メールやエラーメールが返ってこない■
送信側の携帯電話やパソコンでメールフィルターの設定をしている場合は、“info@
photo-u.jp”からのメールが受信できるように設定してください。“info@photo-u.jp”
を受信できるように設定していない場合は以下のメールを受信することができません。

開封確認メール
エラーメール

•
•

ヒント 携帯電話のメールフィルターの設定方法については、お使いの携帯電話
の取扱説明書や携帯電話各社のホームページなどでご確認ください。
パソコンから写真を送信する際は“info@photo-u.jp”からのメールが迷
惑メールと判定されないように、メールソフトやアンチウイルスソフト
などの設定を行ってください。また、インターネットサービスプロバイ
ダーの迷惑メールフィルターサービスなどを利用している場合は、イン
ターネットサービスプロバイダーへお問い合わせください。

•

•

携帯電話で下のQRコ
ードを読み取るか、
直 接URLを 入 力し て
PHOTO-Uサポートサ
イトへアクセスします。

1

2

3 「PHOTO-U設定」を選
択します。

PHOTO-U サポートサイトにログインする

●PHOTO-Uサポートサイト
   http://www.photo-u.jp/

サービス利用規約をよ
く読んで、「承諾する」
を選択します。 4 PHOTO-U2の メ ー ル

アドレスとパスワード
を入力して、「ログイ
ン」を選択します。「入
力した内容を保存する」
にチェックを入れてお
くと次回のログインが
簡単になります。

5 ログイン後、各種操作
を行います。

ご
家
族
・
ご
友
人
の
操
作

携帯電話やパソコンからPHOTO-U2を操作する
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PHOTO-Uサポートサイトでできる操作

PHOTO-U2へ表示日時指定をしたメールの送付、
開封確認メールを受け取るためのメールはこちら
から送信します。（ P.69）

PHOTO-U2のスライドショー設定（ P.53）およ
びシステム設定（ P.57）を行います。

スライドショー設定／システム設定

フォト・動画の削除

パソコンのメールを受信する設定（ P.74）を行っ
たり、受信拒否リスト（ P.27）の編集ができます。

PHOTO-U2本体でできる操作のほとんどが、携帯やパソコンからPHOTO-U サポー
トサイトを通じて行うことができます。

1

3

4

5

6

7

2

8

写真を送る1

2

3
PHOTO-U2に保存されている写真および動画
ファイルを削除できます。
メール設定4
PHOTO-U2のメール着信音を設定できます。
連絡先設定5
連絡先のアドレスを登録できます。
メールフィルター設定6

メールに関する各種設定、開封確認メール設定を
行います。

PHOTO-Uメールアドレス パスワード設定7

PHOTO-U2で緊急地震速報のお知らせを受信す
る／しないを設定します。（ P.33）

緊急地震速報設定8

ヒント PHOTO-U サポートサイトはパソコンからでもご利用いただけます。
　PHOTO-U サポートサイト：http://www.photo-u.jp/

メールアドレスの変更
PHOTO-U2のメールアドレスをご自分のお好きな文字列に変更します。

1 PHOTO-Uサポートサ
イトにログインし、メ
ニューから「PHOTO-U
メールアドレス パスワ
ード設定」を選択しま
す。（ログイン P.71）

2

3 ご希望のメールアドレ
スを半角英数字を使っ
て3 ～ 30文字以内で
入力して、「確認する」
を選択します。

「PHOTO-Uメールア
ドレス」の下に表示さ
れ て い る「>>設 定 す
る」のリンクを選択し
ます。

PHOTO-U2本体の電源をONにしてくだ
さい。

PHOTO-Uメールアドレス、パスワード設定

　 PHOTO-Uﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

>> 設定する

PHOTO-Uﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを変更できます。
現在：****@photo-u.jp

　 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

>> 設定する

PHOTO-Uｻﾎﾟｰﾄｻｲﾄで設定を行うためのﾊﾟ
ｽﾜｰﾄﾞを変更できます。
現在：（非表示）

4 入力した内容を確認し
ます。入力し直したい
場合には、「修正する」
を選択して再度入力し
ます。「決定する」を選
択すると、新しいメー
ルアドレスに変更され
ます。

5 メールアドレス変更
完了画面が表示され
ま す。PHOTO-U2の
ホーム画面でも、変更
されたか確認してみま
しょう。

新しいメールアドレスを表示

ご
家
族
・
ご
友
人
の
操
作

携帯電話やパソコンからPHOTO-U2を操作する
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パソコンのメールを受信する（メールフィルター設定）
メールフィルタの設定を変更してパソコンからのメールも受信できるようにします。

1 PHOTO-Uサポートサ
イトにログインし、メ
ニューから「メールフ
ィルター設定」を選択
します。
（ログイン P.71）

3 受信したメールアドレ
スやドメインなどを入
力し、「確認する」を選
択します。
※□□△△@auone.jp
のアドレスを受信する
場合下記のように入力
します。

5 メールフィルター設定
完了画面が表示されま
す。追加したメールア
ドレスからのメールを
PHOTO-U2で受信で
きます。

2 「 指 定 受 信（PCメ ー
ル）」の下に表示されて
いる「>>設定する」の
リンクを選択します。

4 入力した内容を確認し
ます。入力し直したい
場合には、「修正する」
を選択して再度入力し
ます。「決定する」を選
択すると、新しいメー
ルアドレスに変更され
ます。

PHOTO-U2内の写真や動画を削除する
PHOTO-U2が手元になくても不要なデータを削除することができます。

1 PHOTO-Uサポートサ
イトにログインし、メ
ニューから「フォト・
動画の削除」を選択し
ます。
（ログイン P.71）

2 「フォトの削除」もし
くは「動画の削除」のい
ずれかの下にある「>>
削除する」のリンクを
選択します。
※ここでは「フォトの
削除」を行います

3 次のような画面が出た
らしばらくして「次へ」
を選択します。

4 画像一覧が表示される
ので、削除する画像に
チェックを入れます。
すべてチェックしたら

「決定する」を選択しま
す。

5 内容を確認します。や
り直したい場合には、

「修正する」を選択しま
す。「決定する」を選択
すると選択した画像を
削除します。

6 画像の削除完了の画
面が表示されます。
PHOTO-Uから選択し
た画像が削除されま
す。

ご
家
族
・
ご
友
人
の
操
作

携帯電話やパソコンからPHOTO-U2を操作する
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主な仕様

本製品は無線通信機能を有する通信モジュールを内蔵しています。内蔵モジュールの認証番号は次の通りです。
This product has radio module inside which takes charge of a radio communication function and its 
certification numbers of the internal module are as below.
005XZAA0169, 005ZYAA0103, 005NXAA0132
本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国な
らびにその他の国における商標または登録商標です。
SD™、SDHC™、miniSD™、miniSDHC™、microSD™、microSDHC™はSD Card Associationの商標です。
QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
マルチメディアカード™はMultiMediaCard Associationの登録商品です。
本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場
合があります。
本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コ
ンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。（米国輸出規制により、以下の国々
に本製品を持ち込むことはできません。（2011年7月現在）キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、
シリア）
U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security 
technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions 
regarding this device may apply.)

故障かなと思ったら
•

電源が入らない

メールを受信できない

パソコンから送信した
メールを受信できない

が表示される

ディスプレイが勝手に
点灯／消灯する
写真のコピー／移動が
できない

ACアダプタは正しく接続さ
れていますか？
本体の電源は入っていますか？

初期設定は完了していますか？
送信者がメールアドレスを間
違えていませんか？
メールの送信者を受信拒否リ
ストに設定していませんか？

メールに写真などのデータは
添付されていますか？

添付ファイルのデータが認識
できないデータではありませ
んか？
サービスエリア外か、電波の弱
い所に設置していませんか？
自動オン/オフタイマーの設
定をしていませんか？
本体またはSDメモリカード
の空き容量が不足していませ
んか？

SDメモリカードがロックさ
れていませんか？

ACアダプタの接続を確認
してください。
本体背面の電源スイッチ
を「入」の方向へスライドさ
せ、入れてください。
初期設定を行ってください。
メールアドレスを確認して
ください。
PHOTO-Uサポートサイト
の「メールフィルター設定」
で受信拒否リストの内容を
確認してください。
データが添付されていない
メールは、本製品で受信で
きません。
添付データで送信できる
ファイル形式をご確認くだ
さい。
電波の届く場所に移動させ
てください。
自動オン/オフタイマーの
設定を確認してください。
システム設定の「本体情報」
で本体またはSDメモリカー
ドの空き容量を確認してく
ださい。
SDメモリカードのロックを
解除してください。

こんなときは ご確認ください 参照

P.17

P.18

P.18

P.20

P.74

P.76

P.21

P.61

P.59

資
料
・
付
録
・
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故障かなと思ったら

PHOTO-U2 SP03 [CDMA HWS03]
約186×135×20mm（スタンドを除く）
約398g
方式 TFT液晶（約1,670万色）
サイズ 約7.0inch
画素数 384,000画素（480×800ドット）
約2GB（システム領域含む）
SDメモリカード（最大2GBまで）、SDHCメモリカード

（最大32GBまで）、MMC（最大2GBまで）
テキストメール（10KB）、デコレーションメール（HTML
メール/20KB）、キャリア絵文字（auのみ）
静止画 JPEG（3MB）／GIF（1MB）／
 Bitmap（2MB）／ PNG（2MB） 
動画 3gp（2MB）
アニメーション Flash 10.3（2MB） ※FLV非対応

商品名
サイズ（W×H×D）
質量
ディスプレイ

保存容量
対応メモリカード

メール受信対応形式およ
び上限サイズ
再生可能ファイルおよび
上限サイズ

P.68

P.23
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■スライドショー表示中→ キー（メニューキー）

天気情報へ
拡大
オリジナルサイズ
回転
表示しない
スライドショー設定
メールへ

天気情報を表示します。
表示中の画像を拡大表示します。
元の画像サイズで表示します。
表示中の画像を右回りに90度回転させます。
表示中の画像をスライドショーにしないを設定します。
スライドショー設定を表示します。
メールに添付された画像でメールの内容を表示します。

■動画再生中→ キー（メニューキー）

■ホーム画面→ メール→メールタブ→ キー（メニューキー）

メニュー一覧

項　目 説　明 参照
P.29
P.29
P.29
P.29
P.30
P.53
－

各画面で表示されるメニューやお買い上げ時の設定（初期値）について説明します。

項　目 説　明 参照
P.32
P.32
P.32

一時停止／再生
フルスクリーン／元の画面
繰り返し再生ON／OFF
メールへ

項　目 説　明 参照
P.26
P.25
P.36
P.37

新着メール確認
メールを見る
削除

保護／保護を解除

並び替え

受信していないメールがあるか確認します。
メール一覧で選択されているメールの内容を表示します。

再生中の動画を一時停止／再生します。
再生中の動画をフルスクリーン再生／元の画面を切り替えます。
再生中の動画を繰り返し再生する／しないを切り替えます。
メールに添付された動画でメールの内容を表示します。

※メールタブにメールが一通もない場合には『新着メールの確認』項目のみご利用いただけます。

P.38
P.39

P.41

P.42

P.51

■ホーム画面→ メール→お知らせタブ→ キー（メニューキー）

※お知らせタブにメールが一通もない場合には、全ての項目はご利用できません。

項　目 説　明 参照
－

1ファイル
複数選択
全て
1ファイル

複数選択

全て

メール受信日昇順
メール受信日降順
差出人名昇順
差出人名降順
タイトル昇順
タイトル降順

一覧で選択されているメールを削除します。
複数のメールを選択して、削除します。
メールタブにあるメールを全て削除します。
一覧で選択されているメールを保護／保護
を解除します。
複数のメールを選択して、保護／保護を解
除します。
メールタブにあるメールを全て保護／保護
を解除します。
メール受信日が古い順に表示します。
メール受信日が新しい順に表示します。
差出人名の昇順に表示します。
差出人名の降順に表示します。
タイトル名の昇順に表示します。
タイトル名の降順に表示します。

お知らせ一覧で選択されているメールの内容を表示します。メールを見る

■ホーム画面→ ツール→ キー（メニューキー）
項　目 説　明 参照

P.64

P.65

一覧で選択されているファイルを再生します。
全て
時計・カレンダー

メッセージカード

エンタテインメント

1ファイル
複数選択
全て
1ファイル

複数選択

全て

メール受信日昇順
メール受信日降順
ファイル名昇順
ファイル名降順
1ファイル

複数選択
全て
1ファイル
複数選択
全て

全種類のファイルを表示します。
内容が時計・カレンダーのファイルを表示
します。
内容がメッセージカードのファイルを表示
します。
内容がエンタテインメントのファイルを表
示します。
一覧で選択されているファイルを削除します。
複数のファイルを選択して、削除します。
一覧にあるファイルを全て削除します。
一覧で選択されているファイルを保護／保護
を解除します。
複数のファイルを選択して、保護／保護を
解除します。
一覧にあるファイルを全て保護／保護を解
除します。
メール受信日が古い順に表示します。
メール受信日が新しい順に表示します。
ファイル名の昇順に表示します。
ファイル名の降順に表示します。
一覧で選択されているファイルをコピーし
ます。
複数のファイルを選択して、コピーします。
一覧にあるファイルを全てコピーします。
一覧で選択されているファイルを移動します。
複数のファイルを選択して、移動します。
一覧にあるファイルを全て移動します。

再生
ファイルの種類

削除

保護／保護を解除

並び替え

コピー

移動

P.36
P.37
P.38

※ファイルがひとつもない場合には、全ての項目はご利用できません。

P.39

P.41

P.42

P.51

P.44

P.45
P.46
P.48

■ホーム画面→ メール→メールタブ→ キー（本文表示）→ キー（メニューキー）
項　目 説　明 参照

P.26定型文で送信者へ返信します。
表示中のメールを削除します。
表示中のメールを保護／保護を解除します。
表示されているメールの差出人を拒否リストへ登録します。

返信
削除
保護／保護を解除
拒否リストへ登録

－

P.36
P.39
P.27

P.49
P.50

資
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メニュー一覧
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■ホーム画面→ フォト→ キー（メニューキー）
項　目 説　明 参照

P.28
P.36
P.37
P.38

P.39

P.41

スライドショーを開始します。
1ファイル
複数選択
全て
1ファイル

複数選択

全て

1ファイル

複数選択

全て

撮影日昇順
撮影日降順
メール受信日昇順
メール受信日降順
ファイル名昇順
ファイル名降順
1ファイル
複数選択
全て
1ファイル
複数選択
全て

スライドショー開始
削除

保護／保護を解除

表示しない／表示する

並び替え

コピー

移動

スライドショー設定

一覧で選択されている画像を削除します。
複数の画像を選択して、削除します。
一覧にある画像を全て削除します。
一覧で選択されている画像を保護／保護を
解除します。
複数の画像を選択して、保護／保護を解除
します。
一覧にある画像を全て保護／保護を解除し
ます。
一覧で選択されている画像がをスライドショー
で表示しない／表示するように設定します。
複数の画像を選択して、スライドショーで
表示しない／表示するように設定します。
一覧にある画像を全てスライドショーで表
示されないように設定します。
撮影日が古い順に表示します。
撮影日が新しい順に表示します。
メール受信日が古い順に表示します。
メール受信日が新しい順に表示します。
ファイル名の昇順に表示します。
ファイル名の降順に表示します。
一覧で選択されている画像をコピーします。
複数の画像を選択して、コピーします。
一覧にある画像を全てコピーします。
一覧で選択されている画像を移動します。
複数の画像を選択して、移動します。
一覧にある画像を全て移動します。

※画像がひとつもない場合には全ての項目はご利用できません。
スライドショー設定を開きます。

P.51

P.44
P.45
P.46
P.48

■ホーム画面→ 動画→ キー（メニューキー）
項　目 説　明 参照

P.31
P.36
P.37
P.38

P.39

P.41

動画一覧で選択されている動画を再生します。
1ファイル
複数選択
全て
1ファイル

複数選択

全て

一覧で選択されている動画を削除します。
複数の動画を選択して、削除します。
一覧にある動画を全て削除します。
一覧で選択されている動画を保護／保護を
解除します。
複数の動画を選択して、保護／保護を解除
します。
一覧にある動画を全て保護／保護を解除し
ます。

再生
削除

保護／保護を解除

P.42

ホーム画面→ 動画→ キー（メニューキー） 続き

■ホーム画面→ SDカード

※動画がひとつもない場合には、全ての項目はご利用できません。

項　目 説　明 参照
－
－
－

ツール→ キー（メニューキー）
フォト→ キー（メニューキー）
動画→ キー（メニューキー）

ホーム画面→ ツール→ キー（メニューキー）と同じメニューを表示します。
ホーム画面→ フォト→ キー（メニューキー）と同じメニューを表示します。
ホーム画面→ 動画→ キー（メニューキー）と同じメニューを表示します。

■ホーム画面→ 設定→ スライドショー設定
項　目 説　明 参照

P.54

P.54

標準
シンプル（写真のみ）

情報配信サービスの表示／非
表示を設定します。

スライドショータイプ

フレーム設定
スライドショー効果

写真にさまざまなフレームをつけて表示します。

初期値

標準

なし
なし
ランダム
左から右へ
右から左へ
下から上へ
ブラインド（横）
ブラインド（縦）
ダブルワイプ
ストライプ
格子
ディゾルブ
スクエア
ページめくり
ロールページ
ライン
ズームイン
ズームアウト
フェード
コーナー
階段
ひし形
四角

スライド表示の画像の切り替
え効果を設定します。「ランダ
ム」に設定すると、各効果が不
規則に変わります。

ランダム

P.42

P.30

P.49
P.50
P.53

項　目 説　明 参照

P.51

P.44
P.45
P.46

メール受信日昇順
メール受信日降順
ファイル名昇順
ファイル名降順
1ファイル
複数選択
全て
1ファイル
複数選択
全て

メール受信日が古い順に表示します。
メール受信日が新しい順に表示します。
ファイル名の昇順に表示します。
ファイル名の降順に表示します。
一覧で選択されている動画をコピーします。
複数の動画を選択して、コピーします。
一覧にある動画を全てコピーします。
一覧で選択されている動画を移動します。
複数の動画を選択して、移動します。
一覧にある動画を全て移動します。

並び替え

コピー

移動	 P.48
P.49
P.50

P.55
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メニュー一覧

※SDカードからは、 ツール→ メニュー→「ファイルの種類」はご利用できません。
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ホーム画面→ 設定→ スライドショー設定 続き

項　目 説　明 参照
スライドショー効果

切替速度

ランダム再生

画像の自動拡大

画像の自動回転

初期値

10秒

だ円
円
プロペラ
クロス
展開
コロコロ回転
ワープ
紙しばい
5秒
10秒
30秒
1分
5分
30分
1時間
オフ（フォト一覧画面と同じ）
オン
自動拡大する
自動拡大しない
自動回転する
自動回転しない

スライドショーの画像の切り
替わる速さを設定します。

スライドショーの画像の表示
順序を設定します。
画像サイズが小さい時に、自動的
に拡大表示するかを設定します。
本製品の置き方を変更した際に画像
を自動的に回転するかを設定します。

オフ（フォト一
覧画面と同じ）
自動拡大
する
自動回転
する

P.55

■ホーム画面→ 設定→ システム設定
項　目 説　明 参照

P.57
自動起動アプリ

日付と時刻
画面の明るさ
音量
自動オン／オフタイマー

郵便番号設定
操作ロック

本体情報

アップデート

リセット

初期値

－

スライドショー
設定なし
（コンテンツ）

本製品の操作する前にパスワー
ドを求める設定ができます。

本製品のメールアドレスなどの基本情報や、メモリ使
用量、ソフトウェアバージョンなどを表示します。

P.58

P.60

P.61

本製品の電源を入れた時の動作を
設定します。対応コンテンツがあ
る場合リストに表示されます。

ス ラ イド
ショー

キーで日付と時刻を設定します。
キーで画面の明るさを調整します。
キーで音量を調整します。

3段階目
3段階目

自動オン設定
自動オフ設定

P.58
P.58

指定した時刻に自動的に本製品
の電源をオフ／オンにします。 － P.59

キーで郵便番号を設定します。 － P.60
解除
ロック 解除

－

本製品のソフトウェアの更新確認や更新操作を行い
ます。 － P.61

全部
設定のみ
データのみ

本製品を出荷時の状態に戻し
たり、設定やデータのみのリ
セットを行います。

－ P.62

■ホーム画面→ 設定→ メール設定
項　目 説　明

メールアドレス
開封確認メール

着信音

本製品のメールアドレスを表示します。
初期値 参照

返信する
返信しない
サウンド1
サウンド2
サウンド3
サウンド4
サウンド5

メールの送信者へ開封確認メールを
返信する／しないを設定します。

－

返信する P.63

P.63

P.63サウンド1メールを受信した時にお知ら
せする音を設定します。

■ホーム画面→ 設定→ 緊急地震速報設定
項　目 説　明

緊急地震速報
初期値 参照

受取る
受取らない

緊急地震速報を受取る／受取らない
を設定します。 受取る P.33

■ホーム画面→ 設定→ PHOTO-U2サポートサイトパスワード
項　目 説　明

PHOTO-U2サポートサイ
トパスワード再発行

初期値 参照
OK
キャンセル

PHOTO-Uサポートサイトを利用す
るためのパスワードを再発行します。 －－

■ホーム画面→ 設定→ 法的情報
項　目 説　明

GPL
初期値 参照

本製品のソフトウェアライセンス情報などを表示します。 －－
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メニュー一覧

スライド表示の画像の切り替
え効果を設定します。「ランダ
ム」に設定すると、各効果が不
規則に変わります。

ランダム P.55

P.55

P.56

P.56
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修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
保証期間中
保証期間外

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。

•

•

当社はこのPHOTO-U2本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6
年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要
な部品です。

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の
うえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお
問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

保証とアフターサービスについて
修理を依頼されるときは

ヒント

補修用性能部品について

保証書について

アフターサービスについて

一般電話からは 0077－7－113（通話料無料）
※ au電話をお持ちのお客様は以下からもお問い合わせができます。
au電話からは
EZwebからは

局番なしの113（通話料無料）
待受画面で →［トップメニュー・検索］
→［auお客さまサポート］→［お問い合わせ］
※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

索　引

ACアダプタ........................ 17
　取扱説明書
Flash®コンテンツ ............. 64
PHOTO-Uサポートサイト
　　　　　　 .................69,　71
SDメモリカード ................ 22
　取り付け／取り外し....... 22

明るさ ................................. 58
アフターサービス .............. 84
アップデート ...................... 61
インフォ（情報）の閲覧 ..... 66
遠隔操作 ............................. 71
オリジナルサイズ .............. 29
音量 ..................................... 58

回転 ..................................... 56
開封確認メール .................. 69
各部の名前と機能 .............. 15
画像 ..................................... 28
　SDメモリカード ............ 22
　送る ................................. 68
　受信 ................................. 21
機能一覧 ............................. 21
緊急地震速報...................... 33
決定キー ............................. 15
故障 ..................................... 77
コピー ................................. 44
コンセント .......................... 17
コンテンツの再生 .............. 64

削除 ..................................... 36
受信拒否リスト .................. 27
写真送信ガイド .................. 14

仕様 ..................................... 76
初期設定 ............................. 18
スタンド ............................. 17
スピーカー.......................... 16
スライドショー .................. 21
　切替時間 ......................... 55
　再生順序 ......................... 55
　表示・開始 ...................... 29
設定
　スライドショー設定 ....... 53
　システム設定 .................. 57
　メール設定 ...................... 62
操作ロック .......................... 60

タッチキーエリア .............. 15
ツール一覧 ......................... 64
ディスプレイ ...................... 15
データ操作 ......................... 36
天気予報 ............................. 19
電源のON ／ OFF ............. 18
電源スイッチ ...................... 16
電源プラグ差込口 .............. 16
電源ランプ ......................... 16
電源と接続する .................. 17
電波状態を ......................... 20
動画
　送る ................................. 68
　音量 ................................. 32
　再生 ................................. 31
　早送り ............................. 32
　巻戻し ............................. 32
動画一覧 ............................. 31
同梱品 ................................. 14
取扱説明書 ......................... 14

並べ替え ............................. 51

はじめてガイド .................. 14
日付と時刻.......................... 21
表示日時指定メール .......... 69
表示しない／する .............. 30
フォト一覧 .......................... 28
フォトフレームの向き ....... 17
返信 ..................................... 26
方向キー ............................. 15
ホーム画面 ......................... 20
ホームキー ......................... 15
保護／保護の解除 .............. 39
保証書 ................................. 14
本体情報 ............................. 61

戻るキー ............................. 15
未読メールあり .................. 20
未読メールの件数 .............. 24
メモリカードスロット ....... 16
メールアドレス .................. 20
　変更 ................................. 73
メール一覧 ......................... 24
メール着信音設定 .............. 63
メールの内容 ...................... 25
メールフィルター .............. 74
メニュー一覧 ...................... 78
メニューキー ...................... 15

郵便番号設定...................... 60

リセット .............................. 62
ログイン ............................. 71
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