W01クレードル（HWD31PUA）

安全上のご注意 （必ずお読みください）
●●この『安全上のご注意』には W01クレードル（HWD31PUA）
（以下 、
「本製品」と表記します）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。
●●お子様がお使いになるときは 、保護者の方が『取扱説明書』お
よび『安全上のご注意』
（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
■
“取り扱いを誤った場合 、使用者が死亡または
重傷（※ 1）を負うことがあり 、その切迫の度合い
が高いこと”を示します。
“取り扱いを誤った場合 、使用者が死亡または
重傷（※ 1）を負うことが想定されること”を示し
ます。
“取り扱いを誤った場合 、使用者が軽傷（※ 2）を
負うことが想定されるか 、または物的損害（※ 3）
の発生が想定されること”を示します。
※ 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
■
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。

必ず 、下記の危険事項をお読みになってからご使用
ください。

本製品に使用するデータ通信端末（別売）、ACアダプタ
（別売）、microUSBケーブル（別売）は必ず指定の機器
をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因と
なります。また 、データ通信端末（別売）の内蔵電池から
の漏液・発熱・破裂の原因となります。
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）での使
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。

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 、必ず事前にデータ通信端末本体（別売）の
電源を切り 、充電を中止してください。ガスに引火する
おそれがあります。
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。
接続端子をショートさせないでください。また 、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
部に入らないようにしてください。発熱による火災・故
障・やけどの原因となります。
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データ通信端末（別売）およびパ
ソ コ ン な ど に 不 具 合 が 生 じ て も KDDI（株）、沖 縄 セ
ル ラ ー 電 話（株）、華 為 技 術 日 本（株）お よ び HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD.では一切の責任を負いか
ねます。
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。

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。発熱・発火・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 、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。
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。
布や布団をかぶせたり 、包んだりしないでください。
データ通信端末（別売）が外れたり 、火災や故障の原因と
なります。
外部から電源が供給されている状態のデータ通信端末
（別売）
・指定の ACアダプタ（別売）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。
本製品を自動車内で使用しないでください。落下・運転
の妨げにより事故の原因となります。本製品は室内の安
定した場所での使用を前提としています。

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。
雷が鳴り出したら指定の ACアダプタ（別売）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。
水などの液体をかけないでください。また 、水やペット
の尿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。発熱・火災・感電・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（別売）、microUSB
ケーブル（別売）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。
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。
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。
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。
本製品が落下などによって破損し 、機器内部が露出した
場合 、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。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。
長時間使用しない場合は 、指定の ACアダプタ（別売）の
電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感
電・火災・故障の原因となります。

湿気の多い場所で使用しないでください。湿気が故障の
原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と
判明した場合は保証の対象外となり 、有償修理となりま
す。
本製品を長時間ご使用になる場合 、特に高温環境では熱
くなることがありますので 、ご注意ください。長時間肌
に触れたまま使用していると 、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。
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ときは使用しないでくださ
い。異常が起きた場合 、指定の ACアダプタ
（別売）や
microUSBケーブル
（別売）を 、パソコンおよびコンセン
トから抜き 、接続しているデータ通信端末
（別売）を取り
外し 、本製品が熱くないことを確認してください。
その後
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。
また 、落下したり 、水に濡れたりなど
して破損した場合などもそのまま使用せず 、auショップ
もしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡くだ
さい。

（キリトリ線）

保証書

品 名
商品名
製造番号※
保証期間
お買い上げ日※

（持込み修理）

E
L
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M
SA

データ通信端末 周辺機器（注）
W01クレードル
（商品コード：HWD31PUA）
お買い上げ日より１年
年
月
日
お名前

店名・住所

販売店※

電話番号

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ず
ご確認ください。
様 （注）・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出が
ない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
ご住所
お客様
・ 修理の際、
弊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。
電話番号
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期
間内のサービス活動のために記載内容を利用させて
本保証書は、
本書に明示した期間、
条件のもとで無償修
いただく場合がございますので、ご了承ください。
理をお約束するものです。
従って、
本書によって保証書
を発行している者
（保証責任者）
及び、
それ以外の事業
■発売元 KDDI株式会社
者に対するお客様の法律上の権利を制限するものでは
東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
ありません。
保証期間経過後の修理についてなどご不明
沖縄セルラー電話株式会社
点は、
KDDI（株）
・沖縄セルラー電話
（株）
安心ケータイ
沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
サポートセンター
（右記）
及び、
auショップ、
PiPit等に
お問合せください。
安心ケータイサポートセンター

0120-925-919

■輸入元：華為技術日本（株）
■製造元：HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

指定の ACアダプタ（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 、感電や発熱・発火による火災の原因となります。
傷んだ指定の ACアダプタ（別売）やゆるんだコンセント
は使用しないでください。
指定の ACアダプタ（別売）の電源プラグや本体の接続端
子にゴミが付着しないようにご注意ください。そのまま
放置または使用すると 、故障や火災の原因となります。
指 定 の ACア ダ プ タ（別 売）の 電 源 プ ラ グ を コ ン セ ン
トから抜くときは 、必ず電源プラグを持って抜いて
く だ さ い。microUSBケ ー ブ ル（別 売）を 引 っ 張 る と
microUSBケーブル（別売）が損傷するおそれがありま
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
うに保護者の方が『取扱説明書』および『安全上のご注意
（本書）』をよくお読みになり 、正しい使い方をご指導く
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。

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。
使用箇所
フロントカバー
フロントカバー（透明部）
リアカバー
ランプ部
充電用microUSBコネクタ

使用材質＜表面処理＞
PC樹脂 、ABS樹脂
PC樹脂
PC樹脂 、ABS樹脂
PC樹脂 、ABS樹脂 、
PMMA
ステンレス＜ニッケル
メッキ＞ 、LCP樹脂

ゴム足 、フロントカバーの
シリコンゴム
クッション部

（キリトリ線）

《無償修理規定》
1.

2.
3.

4.

5. 本書記載の機器が故障したことにより、発生した
損害・損失については負担いたしません。
本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されて 6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、
いるかどうかお確かめください。万一記載のない
万一発生した事故については、責任を負いかね
場合及びお客様名、製造番号の記入がない場合、
ます。
内容が書き換えられた場合は、
有償修理となります。 7. 出張による修理対応はお受けできません。
保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従っ 8. 本書は日本国内においてのみ有効です。
た正常な使用状態で機器が故障した場合には、
（This warranty is valid only in Japan.）
無償修理をさせていただきます。
9. 本書は再発行しませんので、大切に保管してくだ
保証期間内でも、以下の場合には有償修理となり
さい。
ます。
（または、修理ができない場合があります。）
修理メモ
① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかっ
年月日
修理内容
修理店・担当
た場合。
② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③ 使用上、取扱上の過失または事故による故障や
損傷の場合。また、
落下、
水濡れ、
湿気等の痕跡が
ある場合。
④ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常
電圧等による故障や損傷。
⑤ 本書の提示がない場合。
機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合
もあります。
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