
保証書 （持込み修理）

販売店※

店名・住所

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。

（注）

■発売元 KDDI株式会社
東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号

沖縄セルラー電話株式会社
沖縄県那覇市松山1丁目2番1号

品   名 データ通信端末 周辺機器（注）

商品名 W04クレードル
（商品コード：HWD35PUA）

保証期間 お買い上げ日より１年
お買い上げ日※ 　年　　月　　日

お客様

お名前 様

ご住所

電話番号 
本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償
修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 
業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもので
はありません。保証期間経過後の修理についてなどご
不明点は、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）故障紛
失サポートセンター（下記）及び、auショップ、PiPit
等にお問合せください。

・ 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。

・ 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。

・ 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
いただく場合がございますので、ご了承ください。

製造番号※

故障紛失サポートセンター
0120-925-919

■
■

輸入元  華為技術日本株式会社
製造元  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

●● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、
財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、
必ずお守りください。
●● 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合
に生じる危害や損害の程度を説明しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま
たは重傷※1 を負う危険が切迫して生じること
が想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま
たは重傷※1 を負う可能性が想定される」内容で
す。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2

を負う可能性が想定される場合および物的損
害※3 の発生が想定される」内容です。

※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。

■■禁止・強制の絵表示の説明
禁止（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。

分解してはいけないこ
とを示す記号です。

指示に基づく行為の
強制（必ず実行して
いただくこと）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。

電源プラグをコンセ
ントから抜いていた
だくことを示す記号
です。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖
房器具のそば、こたつや布団の中、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。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの
高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。
また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡
れた状態では、充電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡
らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
接続端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿
など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
オプション品は、auが指定したものを使用してください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、
振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触さ
せたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてくだ
さい。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
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、やけど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
電を中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因とな
ります。
ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性の
ある場所や粉塵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の電源を切り、充電をしてい
る場合は中止してください。
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火
災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変
色、変形などの異常がみられた場合は次の作業を行って
ください。
•●●指定の充電用機器（別売）や LANケーブル（市販品）を
コンセントおよびパソコンから抜く。
•●●データ通信端末の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電な
どの原因となります。
指定の充電用機器 (別売）のコードが傷んだら使用しな
いでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の充電用機器 (別売）は、風呂場などの湿気の多い場
所では使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
雷が鳴り出したら、指定の充電用機器 (別売）、LANケー
ブル（市販品）には触れないでください。
感電などの原因となります。
コンセントにつないだ状態で充電端子をショートさせ
ないでください。また、充電端子に手や指など、身体の
一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の充電用機器 (別売）のコードの上に重いものをの
せたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでくだ
さい。
火災、やけど、感電などの原因となります。
コンセントに指定の充電用機器 (別売）を抜き差しする
ときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させない
でください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
本製品に指定の充電用機器 (別売）を接続した状態で、
接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
濡れた手で指定の充電用機器 (別売）のコードや接続端
子に触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電など
の原因となります。
ACアダプタ：AC100Ｖ（家庭用交流コンセントのみに
接続すること）
接続端子についたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感
電などの原因となります。
指定の充電用機器（別売）をコンセントに差し込むとき
は、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因
となります。
電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用
機器（別売）のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、
指定の充電用機器（別売）を持って抜いてください。
指定の充電用機器（別売）のコードを引っ張るとコード
が傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。

安全上のご注意

保証書

（必ずお読みください）
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《無償修理規定》
1. 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されて

いるかどうかお確かめください。万一記載のない
場合及びお客様名、製造番号の記入がない場合、
内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。

3. 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となり
ます。（または、修理ができない場合があります。）
① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかっ

た場合。
② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。

④ 使用上、

③ 当社などが指定する正規の修理拠点以外で修
    理された場合。

取り扱い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、湿気な
どの痕跡がある場合。

⑤ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常
電圧などによる故障や損傷。

⑥ 本書の提示がない場合。
4. 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。
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。
6. 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、

万一発生した事故については、責任を負いかね
ます。

2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従っ

無償修理をさせていただきます。
た正常な使用状態で機器が故障した場合には、

7. 出張による修理対応はお受けできません。
8. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

（This warranty is valid only in Japan.）
9. 本書は再発行しませんので、大切に保管してくだ

さい。
修理メモ
年月日 修理内容 修理店・担当

本製品に指定の充電用機器 (別売）を抜き差しする場合
は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する
端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電な
どの原因となります。
接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をや
めてください。また、変形を元に戻しての使用もやめて
ください。
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電
などの原因となります。
使用しない場合は、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。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、け
が、感電などの原因となります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が入っ
た場合は、直ちにコンセントから指定の充電用機器 (別
売）の電源プラグを抜いてください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
お手入れの際は、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行ってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となり
ます。
ペットなどが本製品に噛みつかないようご注意ください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

医療機関内における本製品の使用については、各医療機
関の指示に従ってください。
医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には
置かないでください。
落下して、けがなどの原因となります。
湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保
管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教
え、誤った使いかたをさせないでください。
けがなどの原因となります。
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤って飲み込んだり、けが、感電などの原因となります。

本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ち
に使用をやめ、医師の診療を受けてください。お客様の
体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生
じることがあります。
各箇所の材質については、「材質一覧」を参照してくださ
い。
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■■材質一覧
使用箇所 使用材質＜表面処理＞

フロントカバー PC＋ABS樹脂
フロントカバー（透明部） PC樹脂
リアカバー PC＋ABS樹脂
電源ランプ、Ethernetランプ PC＋ABS樹脂、PMMA

充電用USBコネクタ 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（透明部）
のクッション部 シリコンゴム

■■アフターサービスについて
●修理を依頼されるときは
修理については故障紛失サポートセンターまでお問い合わ
せください。

保証期間中 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。

保証期間外 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。

●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
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。

故障紛失サポートセンター
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




