


◎本書では「EXILIMケータイ W53CA」を「W53CA」と表記しています。 
◎本書では、実際のキーや画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、上部のアイコン表示部や
スクロールバーなど、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。 

ごあいさつ 
このたびは、W53CA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、『かんたんマニュアル』および『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、いつでも見ることができるようお手元に大切に保管してください。 
『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客
様センターまでご連絡ください。 

W53CAのマニュアル 
W53CAには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。 

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ 
For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual 
かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードできます 
(発売後約1ヶ月後から)。 
You can download the English version of the Basic Manual from the au website
(from approximately one month after the product is released).
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
簡易英語版／中国語版は本書の92～95ページでご覧いただけます。 
English/Chinese Simple Manual can be read on page 92 to 95 in this manual. 
 安全上のご注意 
W53CAをご利用になる前に、付属の『W53CA取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読
みのうえ、正しくご使用ください。 
  故障とお考えになる前に、以下のカシオ計算機株式会社のホームページで症状をご確認ください。 
  ・W53CAからは→ http://ez.casio.jp/faq/（カシオ携帯電話FAQ） 
  ・パソコンからは→  http://k-tai.casio.jp/faq/（カシオ携帯電話FAQ） 

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。 
・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード 

（http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html) 
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル 

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) 
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 
＜アクセス方法＞ 
EZトップメニュー→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル 

基本的な使いかたを知りたい場合 

この『かんたんマニュアル』を 
お読みください。 

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合 

付属の『取扱説明書』を 
お読みください。 
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マナーも一緒に携帯しましょう
電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります

■ 自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止さ
れています。

■ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されていま
す。電源をお切りください。

使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

■ 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。
■ 新幹線の車内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。
■ 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の

許可を得てからにしましょう。

携帯電話の電波が、医用電気機器に影響を与える恐
れがあります

■ 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。携
帯電話の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。

マナーについて
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この携帯電話でできること
カメラ 

ページ 58

EZ FeliCa
電子マネーを使って
ショッピングした
り、メンバーズカー
ド・ポイントカード
などにご利用いただ
けます。 

安心設定 
「防犯ブザー」と
「ホットダイヤル」の
2種類の機能から選
択し、設定できます。 

ページ 86

EZナビ 
「 E Z ナ ビウォー
ク」、「EZ助手席ナ
ビ」、「災害時ナビ」、
「安心ナビ」機能搭
載でさまざまな位置
情報を確認できま
す。 

ページ 70

メール 
他の携帯電話や、パ
ソコンにメールが送
れます。 

フォトやムービーを
撮ってEメールで簡
単に送れます。 

ページ 48

『W53CA取扱説明書』 
をご参照ください。 

PCサイトビューアー 
パソコン用に作られ
た情報サイトを閲覧
できます。 

『W53CA取扱説明書』 
をご参照ください。 

PCドキュメントビューアー 
WordやExcel、
PDFなどを表示でき
ます。 

『W53CA取扱説明書』 
をご参照ください。 

EZweb
着うた®、壁紙など
がダウンロードでき
ます。 

ページ 65

Hello Messenger
複数の相手の方と、
お好みのキャラク
ターを使って、やりと
りできるサービスで
す。 

『W53CA取扱説明書』 
をご参照ください。 

携帯電話の基本

この他にも便利な機能をご利用いただけます。
→「その他機能（P.88）」
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マナーモード＆簡易留守メモ
マナーモード 

周りの迷惑にならないように、 
マナーモードを使って着信音など
を鳴らさないようにできます。 

ページ 32

簡易留守メモ 

電話に出られないとき応答メッ
セージを流して、相手の方の伝言
を録音できます。 

待受中に( を 
1秒以上長押しし
てください。 

待受中にCを 
1 秒以上長押しし
てください。 

ページ 33

ページ 14

通常は「電源」を入れたまま使いましょう 
電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。 
Fを1.5秒以上長押ししてください。 
しばらくすると起動音が鳴り、待受状態になります。 

ページ 14

「電池」残量に注意しましょう 

「電波」が届いていないと話せません 

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれない
ことがあります。 
　  は電池の残量を表します。 

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所が 
あります。 
　　  は電波の状態を表します。 

ページ 14

電源・電波・電池の確認を！
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運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールな
どを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。
（2004年11月1日　改正道路交通法施行） 

×　メールを見たり 
　　画面を注視する 

ドライブモード 

×　手に持って 
　　通話をする 

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま車を運転しています。・・・」
と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすること
ができます。 

 
待受中に(を押し、1（設定する）を押します。 
次に、2（ドライブモード）を押すと設定されます。 

運転中は電源を切るか
ドライブモードを利用しましょう
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迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら 

メールフィルター機能を使うと、特定のメール
だけを受信しない設定にしたり、なりすまし
メールを拒否できます。 
 
迷惑メールを防止するメールフィルターには、
主に以下の機能があります。 

・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信 
　しない 
・特定のメールを受信しない 
・なりすましメールを受信しない 

ページ 55

ワン切り着信にご注意 

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組
につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。 

ワン切りによる電話を
受信すると、着信履歴
に不在アイコン　が表
示されます。 

ページ 28
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災害用伝言板サービス

安否情報の 
登録 
 

◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された
「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否情報
が登録できます。 

◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対し
て、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせで
きます。 

安否情報の 
確認 

アクセス 
方法 

R トップメニュー 災害用伝言板 

http://dengon.ezweb.ne.jp/ 
 

◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の方の電
話番号を入力し安否情報を確認できます。 

　※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確
認するには、http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認でき
ます。  

 

災害用伝言板とは 

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情
報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネッ
トを通じて、全国から確認できます。 
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※登録内容の保存期間は最大72時間です。 
※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。 
※R→トップメニュー→auお客さまサポート→災害用伝言板（デモ版）にて常時デモを行っております。 
※「English」を選択すると英語版をご利用いただけます。 

登録 

確認 

災害用伝言板トップ画面 

安否情報確認画面 

安否情報登録画面 
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●対応0S（収録ソフトによって、対応OSは異なります。） 
Microsoft® Windows® 98/98SE/Me/2000/XP/ 
Windows VistaTM の各日本語版に対応しています。 

「Microsoft® Windows®」、「Microsoft® Internet Explorer®」 
は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 
「Adobe®」、「Adobe® ロゴ」、「Adobe® Reader®」は、 
Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の 
米国ならびに他の国における登録商標です。 

このCD-ROMはパソコン専用です。 
CD-ROM対応プレーヤー以外では、絶対に使用しないでください。 
CD-ROM非対応プレーヤー（ステレオ等）で使用された場合、大音量に 
よって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。 

USBドライバ  　  パケットカウンター    　パケット通信最適化ツール 
au Music Port　　W53CA取扱説明書　 サービス紹介ビデオ　他 

※本CD-ROMは単体での販売および再配布は 
　行いませんので大切に保管してください。 

このCD-ROMをご覧になるには、ブラウザソフト 
（インターネット閲覧ソフト、Microsoft® Internet Explorer® 
6.0以上を推奨）、およびAdobe社のAdobe® Reader® 6.0.1 
以降が必要です。 
 

W53CAをお使いになる前に、梱包内容を確認し、
充電方法や電源の入れかたなどの基本的な使いか
たを覚えましょう。

準　備

箱の中身を確認する
●電池パック
　（52CAUAA）

●卓上ホルダ
　（53CAPUA）

●カシオ丸型イヤホン
ジャック変換アダプタ
03(03CAQNA)

●カシオUSBケーブル01
　（01CAHUA）

●保証書

●おサイフケータイ®

カンタンマニュアル

●LISMOインストールガイド

●かんたんマニュアル（本書）

◎microSDTMメモリカードは同梱されていません。
◎ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

●ご使用上の注意

●グローバルエキスパート
ご利用ガイド

●コンテンツ訴求チラシ

●取扱説明書

●CD-ROM

●W53CA

●ソニー製
「MDR-E0931」
(試供品)
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準
備

各部の名称と機能
■後ろから見たところ

レンズ部（カメラ） 

内蔵アンテナ部※2

FeliCaマーク 

ストラップ取付口 

au ICカード※ 

メモ／クリアキー 

光センサー 

EZ／AFロックキー 

終話／電源キー 

カーソルキー 

受話口 
（レシーバー） 

ダイヤルキー 

メールキー 
発信／ 
ペアキー 

アプリキー 

送話口 
（マイク）※1

ディスプレイ 

LEDランプ 

※お客様の電話番号が記録されていますので、 
不必要に取り出さないでください。 

※1：通話中は指や顔などで送話口(マイク)をおおわないでく
ださい。送話口は、ビュースタイルでの通話を可能にす
るために上図の位置に配置してあります。 

※2：通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は内蔵
アンテナ部を手でおおわないでください。 

スピーカー 

アドレス帳キー 

センターキー 

内蔵アンテナ部※2

着信LEDランプ 

電池パック／カバー 

■ 横から見たところ

充電端子 
サイド決定キー 

マナー／BACKキー シャッターキー 

microSDメモリカードスロット 

外部接続端子 

平型ステレオイヤホン端子 

サイド上下キー 充電LEDランプ 

赤外線ポート 

■ 前から見たところ
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先端の形状を確認してまっすぐに奥まで 
しっかりと差し込んでください。 

この向きで差し込む 
こともできます。 ロック爪 

凹部 

充電LEDランプ 

充電のしかた
お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W53CAを使う前に充電を行ってください。
充電は約140分で完了します。

電池レベルアイコンが や になったときは充電を行ってください。

◎別途、共通ACアダプタ01(別売)が必要です。
（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承くだ
さい。)

◎W53CAや卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01
（別売）のコネクタを抜き差ししてください。
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準
備

卓上ホルダに共通ACアダプタ01（別売）を接続する。

先端の形状を確認してからまっすぐに差し込んでください。
無理矢理入れようとすると壊れることがあるのでご注意ください。

W53CAを卓上ホルダに差し込む。

共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグを起こし、
AC100Vコンセントに差し込む。

W53CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、 （充電ピクト）が表示されます。充電が
完了すると、 と表示され、充電LEDランプは消灯します。
ビュースタイルでの充電時は、ディスプレイの充電ピクトをご確認ください。メディアス
タンドが表示されているときは通常点灯を継続します。
取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW53CAを取り外します。

※共通ACアダプタ01（別売）を直接W53CAに接続して充電する方法もあります。

先端の形状を確認して平行になるように
差し込んでください。
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表示    　

電波の強さ 強 中 弱 微弱 圏外

※エクステンションモードについて
エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFF
となります。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメー
ルの内容、アドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに
便利な機能です。

表示

電池残量 十分 中位 要充電 残量なし エクステンションモード中※満充電
待受画面

ページ 87

充電中

電源を入れる
Fを1.5秒以上長押しする。

「hang on a sec?」の表示後しばらくする
と「待受画面」が表示されます。

・「圏外」と表示されている場合は、通話できません。
・ （微弱）と表示されている場合は、通話できないことがあります。

・ （満充電）は充電中のみ表示されます。

■ 電源を切る

Fを1.5秒以上長押しする。

初期値について
お買い上げ時は、次のように設定されています。

ロックNo. ｢1234｣ 文字サイズ アドレス帳文字 中

ティーンズロックNo. ｢1234｣ 文字入力 中

発信者番号通知 通知する メール文字 中

着信時相手表示 表示する EZweb文字 小

プロフィール 登録内容なし データフォルダ文字 中

テキストメモ再生文字 中
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ご利用いただく各種暗証番号について
W53CAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種
操作・ご契約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。

使用例 

暗証番号 

初期値 

①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 

②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・ 
申込・変更をする場合 

③Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 

使用例 

プレミアムEZパスワード 

初期値 

①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合 

②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 

使用例 

ロックNo.

初期値 

電話機本体の各種設定などを変更する場合 

1234

使用例 

ティーンズロックNo.

初期値 

ティーンズモード中に電話機本体の各種設定などを変更する場合 

1234

使用例 

EZパスワード 

初期値 

EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 

申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 
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基本的な操作
■キーの役割

・着信履歴の呼び出し
・「メニュー」で１つ前の画
面に戻る
・項目の選択

・待受ショートカットの呼び出し
・ニュースフラッシュのテ
ロップ／ウィンドウを選択
・項目の選択

・発信履歴の呼び出し
・「メニュー」で1つ先の画面
に進む
・項目の選択

・「メインメニュー」の表示
・項目の確定

・EZアプリメニューの呼び出し ・アドレス帳の呼び出し
・新規アドレス帳の作成　
（1秒以上長押し）・Eメール機能

・Cメール機能　　　　　
（1秒以上長押し）

・電話をかける／受ける
・ペア機能の呼び出し

・メモ機能
・簡易留守メモの設定／
  解除（1秒以上長押し）
・文字の削除
・「メニュー」で１つ前の画
面に戻る

・電源を入れる／切る
（1.5秒以上長押し）
・電話を切る
・機能の終了
・「待受画面」に戻る

・EZwebメニューの呼び出し

%

L

N

C

&

R

F

0～9*#

l

d

r

c

・ニュースフラッシュのテ
ロップ／ウィンドウを選択
・待受ショートカットの呼び出し
・項目の選択

u

・電話番号の入力
・文字の入力

◎操作が分からなくなったときや、操作を間違えたときはC／(を押すと前の画面
に戻ります。 Fを押すと「待受画面」に戻ります。

◎フォトなどの画面で画面右下に が表示されているときに0を押すと、キー操作
のガイドが表示されます。

◎c／vを1秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー操作無効の設定／
解除ができます。解除するには、本体を開いた状態で行ってください。

■サイドキーの役割→「ビュースタイルと自分撮りスタイル(P.20)」
・マナーモードの設定／
解除（1秒以上長押し）

・ニュースフラッシュのテロップ／ウィン
ドウを選択※

・待受ショートカットの呼び出し※
・項目の選択※

・ブラウザ画面などでページスクロール

( ・項目の確定v

gf ・「ダイレクトカメラメニュー」の表示※

・フォトの起動（1秒以上長押し）
・フォトの撮影時はシャッター

b

※ ビュースタイル時のみ操作できます。
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表示の見かた
「待受画面」に表示される主なアイコンは次の通りです。

1234 89

"

#$%

567

& (

)

~

!

1 電波の強さを表示 

2

3

電池残量を表示 

4 通話中／EZwebブラウジング中に表示 

5
EZアプリ（BREW®）／Hello Messenger／ 
PCサイトビューアーの起動中に表示 

6 まだ読んでいないメールがある場合表示 

7

現在の日時※ 
自動的に日付と時刻を表示 

市販品のmicroSDTMメモリカードを本体にセッ 
トすると表示 

!

簡易留守メモ設定中 

"

マナーモード設定中 

#

着信音量OFF

$

バイブレータON

8

FeliCaロック設定中に表示 

EZweb中のブラウジング画面やEZチャンネル 
プラスの番組再生画面などで、キーガイドとして 
表示されます。 

%

EZチャンネルプラスのご利用時に表示 

9

dとaで、「電卓」、「モバイル辞典」、 
「電波OFFモード」、「モード設定」、「エクステン 
ションモード」、「メモ帳01（カシオからのご 
案内）」などの「ユーザー設定アイコン」を選択 

au Music Player／SDオーディオプレイヤーの 
起動中に表示 

 

　／　 

&

(

／ 

／ ／ 

 

)

~

ー ニュースフラッシュテロップ 

ニュースフラッシュウィンドウ ー 

 

ディスプレイ 

※現在の日時の代わりに「-」（ハイフン）が表示されることがあります。 
　→『W53CA取扱説明書』の「ご利用の準備」／「時刻が表示されなく 
 なったら」 

■本書に掲載されているキー表示について
本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化してい

ますので、あらかじめご了承ください。

uまたはdを押すとき .............j

lまたはrを押すとき .............s

u、d、l、rを押すとき.......a
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「メインメニュー」の見かた
待受中にcを押すと「メインメニュー」が表示されます。
aでアイコンを選択してc（OK）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

EZ FeliCa※ 

アクセサリ※ 

Wシーン設定※ 

Touch Message※ 

機能設定※ 

microSD※ 

音楽※ 

データフォルダ※ 

カメラ 

赤外線※ 

時計／カレンダー※ 

PCサイトビューアー※ 

※『W53CA取扱説明書』をご参照ください。 

■「メインメニュー」の使いかた
例：「メインメニュー」から「機能設定」を呼び出す場合

待受画面 メインメニュー 機能／設定画面 

aを押し、 

「機能設定」を選択 

してc（OK） c

Fで「待受画面」に戻る 

Cで1つ前の 

画面に戻る 
Cで1つ前の 

画面に戻る 
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ソフトキー左% 画面の左下に表示されている内容を実行

ソフトキー中c 画面の中央下に表示されている内容を実行

ソフトキー右& 画面の右下に表示されている内容を実行

■「サブメニュー」の見かた
各操作中、画面下部に「サブメニュー」と表示されたときに対応するキーを押すと、
その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。
例：「フォトモニター」から「フォトモニターサブメニュー」を呼び出す場合

左 中 右 左 中 右 

待受画面 メインメニュー カメラメニュー 

フォトモニター フォトモニター 
サブメニュー 

c

Fで 

「待受画面」 

に戻る 
&
（サブメニュー） 

1（フォト） 

Cで1つ前の 

画面に戻る 

&（閉じる）で 

サブメニューを 

閉じる 

Cで1つ前の 

画面に戻る 

Cで 

1つ前の 

画面に 

戻る 

Cで1つ前の 

画面に戻る 

aを押し 

「カメラ」を選択 

してc（OK） 

■ソフトキーを使って画面下部の機能を実行する
ソフトキーとは、画面下部に表示された機能を実行するときに使うキーです。
表示される機能とソフトキーは次のように対応しています。また、表示される機能は
画面によって異なります。
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ビュースタイルと自分撮りスタイル
W53CAは、本体を開いて操作する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルに
してもご利用いただけます。

◎ディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、
指定の位置以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。
無理に力を加えると、故障の原因となります。

◎ステップ - の状態で、W53CAを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないで
ください。

ディスプレイ部分を右回
り180度回転させる。　

➔

■自分撮りスタイルにするには

レンズ部を自分に向ける。

●自分撮りスタイル
自分をカメラで撮影するときに便利なスタイルです。

■ビュースタイルにするには

ディスプレイ部分を閉じる。

●ビュースタイル
ビュースタイルとは、ディスプレイを裏返して閉じたスタイルです。
操作はサイドキー（(gfvb）を使います。
また、カメラ撮影時には、デジタルカメラと同様のスタイルで撮影できます。

ディスプレイ部分を
90度の角度に開く。

--

待受中やメインメニューを表示中にビュースタイルにすると、約30秒間「ダイレクトカメ
ラメニュー」が表示されます。
詳しくは、「「ダイレクトカメラメニュー」の使いかた（P.21）」をご参照ください。
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「ダイレクトカメラメニュー」の使いかた
待受中に本体をビュースタイルにすると、約30秒間「ダイレクトカメラメニュー」
が表示されます。bを押してフォト撮影をしたり、vを押してアルバムを表示で
きます。

ダイレクトカメラメニュー

◎ビュースタイルでの待受中にbを押しても、「ダイレクトカメラメニュー」を表示で
きます。

◎本体を開いた状態で「メインメニュー」を表示してからビュースタイルにしても、「ダ
イレクトカメラメニュー」を表示できます。

◎アルバムについては、『W53CA取扱説明書』の「カメラ」／「フォト／ムービーのモニ
ター画面でできる操作」／「アルバム」をご参照ください。

・フォトの起動 b

・アルバムの表示 v

・待受画面へ戻る (
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ビュースタイルでの基本的な操作
あらかじめ機能を起動した状態でビュースタイルにすると、サイドキー（(gf
vb）を使って操作できます。
jの代わりにgf、cの代わりにvを使って操作します。1つ前の画面に戻る
ときには、(を押します。

■ビュースタイルでの主なキー操作

キー 主な役割

( ・マナーメニューの呼び出し
・マナーモードの設定／解除（1秒以上長押し）
・着信時に着信音を消音にしてバイブレータを停止
・通話中に電話を切る（1秒以上長押し）
・1つ前の画面に戻る
・「待受画面」に戻る（1秒以上長押し）

gf・待受中にEZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウ／待受ショートカットを選択
・画面上のカーソル移動など、j（上下キー）の代わりに使用

v ・サイドキー操作を無効に切り替え（1秒以上長押し）
・着信時に電話を受ける（1秒以上長押し）
・c（センターキー）の代わりに使用して、画面下中央に表示される内容を実行

b ・「ダイレクトカメラメニュー」の表示
・フォトの起動（1秒以上長押し）
・フォト撮影時にシャッターキーとして使用

◎ビュースタイルでは文字の入力など、サイドキー以外のキーを使う操作はできませ
ん。必要に応じて、本体を開いて操作してください。

◎ビュースタイルでも電話の発信や着信を行うことができます。
◎ビュースタイルでの通話中は受話口の位置にご注意ください。また、通話中や通話録
音中は、画面の表示が上下反転します。

◎通話中は本体を開いた状態でのご利用をお勧めします。
◎本書では、「ビュースタイル」または「自分撮りスタイル」と明記していない場合は、
ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。
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Eメール・EZwebの初期設定をする
Eメール、EZweb、その他EZサービスには、ご利用のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター
までお問い合わせください。

※ EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決定します。

待受中にLを押す。

c（OK）を押す。

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

お客様のEメールアドレス
が表示されたら、c（OK）を
押す。

R／%を押しても初期設定ができます。
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自分の電話番号／Eメール
アドレスを見る

待受中にcを押す。

aで「機能設定」を選択して
c（OK）を押す。

0（プロフィール）を押す。

自分の電話番号とEメールアドレスが表示
されます。

待受中にcを押し、0を押しても確認できます。
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自分のEメールアドレスを変更する

待受中にLを押す。

0（Eメール設定）を押す。

7（その他の設定）を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されま
すので、1（接続する）を押してください。

1（Eメールアドレスの
変更）を押す。　

△△△@ezweb.ne.jp

Eメールアドレス

変更可能部分 ドメイン

次ページへつづく
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暗証番号を入力して c（OK）
を押し、jで「送信」を選択し
てc（OK）を押す。
jで「承諾する」を選択して
c（OK）を押す。

jでテキストボックスを
選択してc（入力）を押し、
希望のEメールアドレスを
入力してc（OK）を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.38）」

jで「送信」を選択して
c（OK）を押す。

「Eメールアドレス確認画面」が表示されま
す。

jで「OK」を選択して
c（OK）を押す。

「正常に変更されました。」と表示されて、
Eメールアドレスが変更されます。

◎暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。
暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

◎手順7でEメールアドレスが変更できないとき
入力したEメールアドレスは、すでに登録されています。もう一度別のEメールアドレ
スを入力してください。
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話

XXXX

電話を受ける
Nを押し、通話する。

通話が終わったらFを押します。

待受中に0～9を押し、相手の方の電話
番号を入力する。

一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

Nを押す。

通話が終わったらFを押します。
※送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手
の方に声が伝わりますのでご注意ください。

発信方法について
　※手順2でc（発信）を押すと表示されます。
「電話発信」：発信者番号通知の設定に従って電話番号を通知／非通知にします。
「184付加」：相手の方に電話番号を通知しません。
「186付加」：相手の方に電話番号を通知します。

電話がかかってきたときの表示

相手の方から電話番号の通知がなかったときに表示されます。

「非通知設定」…相手の方が電話番号の通知を拒否している場合
「公衆電話」……相手の方が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」…相手の方が通知できない電話からかけている場合

アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
登録されていない場合は、電話番号のみが表示されます。

電話に出られなかったときは、「 着信あり　X件」と表示され
ます。c（OK）を押すと、着信履歴（相手の方の電話番号な
ど）を確認できます。

電話をかけ直す方法
→「電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）（P.28）」

電話に出られなかったときの表示

通　話

電話をかける
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待受中にsを押す。

r： 発信履歴の画面が表示されます。

l： 着信履歴の画面が表示されます。

jでかけたい電話番号を
選択してNを押す。

発信履歴、着信履歴はそれぞれ50件まで記録されます。
50件を超えると、古いものから自動的に削除されます。

電話をかけ直す
（発信履歴／着信履歴）

ワン切り対策
■ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、

出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

■ワン切りの着信を見分けるには
かかってきた電話に出られなかった場合 （不在アイコン）が
着信履歴の一覧に表示されます。
着信していた秒数が4秒以下の場合は  が表示されますので、
「ワン切り」の着信を見分ける目安としてください。
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待受中にcを押す。

aで「機能設定」を選択して
c（OK）を押す。

2（音／バイブ／LED）を
押す。

1（通常着信）を押す。

着信音の種類を変える

次ページへつづく
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2（メロディ）を押す。

1（固定メロディ）を押す。

%（確認）を押すと着信音を聞くことができ
ます。

jで着信音を選択して
c（OK）を押す。

着信音が設定されます。

◎お買い上げ時は「着信音1」に設定されています。
◎着うた®をダウンロードして着信音に設定することもできます。
→「着うた®／着うたフル®をダウンロードする（P.69）」
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通
話1（通常着信）を押す。

1（音量）を押す。

%（再生）を押すと音量を確認できます。

jで着信音量を調節して
c（OK）を押す。

u：音量が上がります。

d：音量が下がります。

「ステップアップ」………着信音がだんだん大きくなります。
「ステップダウン」………着信音がだんだん小さくなります。
「消音」…………………着信音は鳴りません。
「ステップアップ」と「ステップダウン」は、音量5よりuを押すと表示されます。
「消音」は音量1よりdを押すと表示されます。

着信音の大きさを変える
着信音の大きさを変えるには、「着信音の種類を変
える（P.29)」の手順1～3を行ってから、次の手順
に進んでください。



32

相手の方の声の音量を変える

通話中にjで音量を変更
する。

u：音量が上がります。

d：音量が下がります。

受話音量は6段階で調節できます。

最大音量時には が表示されます。

マナーモードを設定する
電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせ
します。

待受中に(を1秒以上
長押しする。

マナーモードが設定され、 が表示されます。

同時に簡易留守メモ が設定されます。
マナーモードを設定すると、着信音は鳴らず、
バイブレータが振動します。

マナーモードを解除するときも(を1秒以上長押しします。

◎待受中に(を押して「設定する」を選択すると、マナーモードの種類を選択できます。
待受中に(を1秒以上長押しした場合は、この操作で選択した種類のマナーモード
が設定されます。

◎マナーモードの詳細については、『W53CA取扱説明書』の「便利な機能」／「マナー
モード」をご参照ください。
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通
話

待受中にCを1秒以上
長押しする。

簡易留守メモが設定され、 が表示されます。

録音できる伝言は1件につき20秒以内で、最大4件までです。
4件を超えると、伝言を聞き終わった保護されていない古いものから削除されます。

簡易留守メモを解除するときもCを1秒以上長押しします。

お留守番サービスについて
電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるときなどに「お留守番サービス」をご
利用できます。
お留守番サービスの詳細
→『W53CA取扱説明書』の「auのネットワークサービス」／「お留守番サービス（M61）」

簡易留守メモを設定する
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簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「 着信あり」と「 簡易留
守メモ」が表示されます。

「 着信あり」を選択して
c（OK）を押す。

「着信履歴一覧画面」が表示されます。

jで簡易留守メモアイコン
のある履歴を選択して
c（表示）を押す。

「着信履歴詳細画面」が表示されます。

jで「 簡易留守メモあり」
を選択してc（再生）を押す。

簡易留守メモが再生されます。

簡易留守メモを削除するには、待受中にC42を押します。削除したい簡易留守メモ
を選択し、&（サブメニュー）→1（削除）を押し、さらに1（1件削除）→1（削除す
る）を押すと削除されます。

録音した伝言を再生する
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ひらがなや漢字を入力する
1～9と0、*で、文字を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。
※ 文字入力中に#を押すと、入力している文字の1つ前の文字
に戻すことができます。

キー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

#

&

L

d

%

N

押す回数

あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ 1

か き く け こ 2

さ し す せ そ 3

た ち つ て と っ 4

な に ぬ ね の 5

は ひ ふ へ ほ 6

ま み む め も 7

や ゆ よ ゃ ゅ ょ 8

ら り る れ ろ 9

わ を ん ゎ 0 、 。 ー ・ ～ ！ ？

「゛」「゜」を追加する（例　は→ば）。
または文字を小文字、大文字に変換する（例　よ→ょ）。
変換対象がない場合、「、」「。」「ー」「・」「～」「！」「？」「空白（スペース）」を入力する。

文字入力中に1つ前の文字に戻す（バック機能）。
絵文字・顔文字・記号の切り替えを行う。

漢字などに変換する。

可能な場合に改行する（0を14回押しても改行になる）。

よく使う言葉や過去に入力した文節を変換候補として表示する。
可能な場合に改行する。

文字種を切り替える（「文字種一覧画面」を表示する）。

直前の確定を解除／直前の削除を元に戻す。

13
回

ス
ペ
ー
ス

1
回

2
回

3
回

4
回

5
回

6
回

7
回

8
回

9
回

10
回

11
回

12
回

（
長
音
）

文字を入力する
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◎同じキーに割り当てられている文字を続けて入力する場合はrを押してカーソル
（反転表示）を移動してから同じキーを押します。
例：「ああ」と入力する場合

◎濁点や半濁点は、文字を入力した後*を押します。
例：「は」を濁音／半濁音にする場合

◎文字を削除するにはCを押すと、カーソル位置の文字が１文字削除されます。
カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字が１文字削除されます。
Cを1秒以上長押しすると、カーソル位置以降の文字がすべて削除されます。
また、カーソル位置に文字がないときは、カーソルの前の文字がすべて削除されます。

◎カタカナ（半角／全角）、英数字（半角／全角）、記号（半角／全角）、絵文字は、文字種を
切り替えることで入力できます。
文字入力の詳細
→『W53CA取扱説明書』の「文字入力」

1を押す
「あ」が入力される

rを押す
カーソルが右へ移動する

1を押す
もう1つ「あ」が入力される

6を押す
「は」が入力される

*を押す
「ば」になる

*を押す
「ぱ」になる

➔➔

➔➔
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■アドレス帳に名前を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例として、アドレス帳に「東京浩」という名前を入力してみ

ます。

名前を入力するには、「アドレス帳に登録する(P.41)」の手

順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。

「とう」を入力する。

「と」を入力：4を5回押す
「う」を入力：1を3回押す
「とう」から推測される言葉が表示されます。

dを押し、「東京」を選択し
てc（確定）を押す。

「東京」が入力されます。

「ひろし」と入力し、&（変換）
を押す。

漢字に変換されます。
希望通りに変換されない場合は、続けて
&（候補）を押すと、他の候補を表示できま
す。

jで選択してc（確定）を
押す。

「東京浩」と入力されます。
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Eメールアドレスを入力する
1～9と0で、英数字や「＠」を入力できます。
表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

キー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

*

#

N

押す回数

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回

. @ - _ / : ̃ 1

a b c A B C 2

d e f D E F 3

g h i G H I 4

j k l J K L 5

m n o M N O 6

p q r s P Q R S 7

t u v T U V 8

w x y z W X Y Z 9

0 . @ - _ / : ! ? ̃ ( ) * # + , ^ ; < = > $ ¥ % & [ ] ’ ` { 　} ˝

大文字／小文字にする（例　a⇔A）。

変換対象がない場合、「,」「.」「-」「̃」「!」「?」を入力する。

1つ前の文字に戻す。

直前の削除を元に戻す。

自分のEメールアドレスとして使用できる文字について
自分のEメールアドレス（“@”の左側の部分）は、半角英数小文字、「-」「.」「_」を含め30文
字まで入力できます。
「.」や数字の「0」を最初に使用することはできません。

がかかっている文字・記号は「△△△@ezweb.ne.jp」の“@”の左側の文字として使
用できません。

1を押すと、「.」や「@」を入力できます。
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■「tarou@ezweb.ne.jp」と入力する
例として、アドレス帳の「＜Eメールアドレス1＞」に
「tarou@ezweb.ne.jp」と入力してみます。
「＜Eメールアドレス1＞」を入力するには、「アドレス帳に登
録する(P.41)」の手順1～6を行ってから、次の手順に進
んでください。

「tarou」と入力する。

「t」を入力：8を1回押す
「a」を入力：2を1回押す
「r 」を入力：7を3回押す
「o」を入力：6を3回押す
「u」を入力：8を2回押す

&（サブメニュー）を押す。

1（顔文字／定型文）を押
し、2（定型文）を押す。

jで「@ezweb.ne.jp」を
選択してc（OK）を押す。

「tarou@ezweb.ne.jp」と入力されます。
02と押しても入力できます。
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絵文字／定型文を入力する
「文字入力画面」では、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字
の他、記号・絵文字・定型文・顔文字などを、文字種とサ
ブメニューから呼び出して入力できます。
「送信メール作成画面」の「本文入力画面」で、絵文字と
定型文を入力してみます。

%（文字種）を押し、
6 （絵文字）を押す。

#を押しても絵文字を選択できます。

aで使用する絵文字を
選択してc（選択）を押す。

L／Rを押すと、カテゴリごとに「絵文字
一覧画面」を前後に切り替えることができま
す。連続して絵文字を入力したい場合は
&（連続）を押します。
絵文字の種類
→『W53CA取扱説明書』の「付録」／
「文字入力の詳細情報」／「■ 絵文字一覧」

&（サブメニュー）を押し、
1（顔文字／定型文）を押
し、2（定型文）を押す。

jで定型文を選択して
c（OK）を押す。

ここでは「おはようございます」を選択して
みます。
11と押しても「おはようございます」が
選択できます。
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ア
ド
レ
ス
帳

待受中に&を1秒以上
長押しする。

「  ＜名前＞」を選択して
c（編集）を押す。

登録する相手の方の名前を
入力してc（OK）を押す。

名前を入力すると、  ＜ヨミ＞は自動的に入
力されます。
入力方法
→「文字を入力する（P.35）」

jで「  ＜電話番号1＞」を
選択してc（編集）を押す。

アドレス帳に登録する

アドレス帳

次ページへつづく
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電話番号を入力して
c（OK）を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外
局番から入力します。

jで「  ＜Eメールアドレス
1＞」を選択してc（編集）を
押す。

Eメールアドレスを登録しない場合は、
手順8へ進んでください。

Eメールアドレスを入力して
c（OK）を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.38）」

&（登録）を押す。

◎アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。
◎アドレス帳への登録は、No.000～999までの登録されていない一番小さなメモリ
No.に自動登録されます。

◎アドレス帳には、他にも、表示シーン、ホームページのURL、住所、誕生日などさまざ
まな情報を登録しておくことができます。
アドレス帳の詳細
→『W53CA取扱説明書』の「アドレス帳」／「アドレス帳の登録」

◎アドレス帳を削除するには、待受中に&を押してaで削除したいアドレス帳を選
択します。&（サブメニュー）→4（削除）→1（1件削除）→1（削除する）を押す
と削除されます。
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例：「携帯一郎」の電話番号を編集する場合

待受中に&を押し、aで
修正したいアドレスを選択
して&（サブメニュー）を
押す。

3（修正）を押し、1（上書
修正）を押す。

jで「  0900006XXXX」
を選択してc（編集）を押
す。

修正してc（OK）を押し、
&（登録）を押す。

登録されている数字はCで削除します。

アドレス帳を編集する
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待受中にsを押し、jで登
録したい電話番号を選択して
&（サブメニュー）を押す。

r：発信履歴の画面が表示されます。

l：着信履歴の画面が表示されます。

4（アドレス帳へ登録）を　
押す。

1（新規登録）を押す。

名前の入力は「アドレス帳に登録する
（P.41）」の手順2以降をご参照ください。

発信履歴／着信履歴から
電話番号を登録する
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待受中に&を押し、aで電
話をかけたい相手の方を選択
する。

c（表示）を押す。

「詳細画面」が表示されます。

jで電話番号を選択して
Nを押す。

アドレス帳から電話をかける
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よく連絡する相手の方（最大5件）をペア相手に登録しておく
と、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信できます。

ペア相手を登録する
待受中にNを押す。

ペア相手が未登録の場合は「確認画面」が表
示されますので、c(OK)を押してください。
sを押すと、登録先のタブを選択できます。

jで「登録・確認する」を選
択してc（OK）を押す。

1(登録する)を押す。

aで登録したい相手の方を
選択してc（選択）を押す。

アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアド
レスが登録されている場合は、ペア機能で利
用する電話番号／Eメールアドレスを選択す
る画面が表示されます。

c（登録）を押す。

ペア機能
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ペ
ア
機
能

ペア相手に電話をかける／
メールを送る

待受中にNを押す。

sでペア相手を選択する。

jで「電話をかける」を選択
してc（OK）を押す。

Eメールを送る：「Eメールを送る」を選択してc（OK）を押し、「新規作成」を選択し
てc（OK）を押すと、ペア相手に送るEメールを作成できます。 

Cメールを送る：「Cメールを送る」を選択してc（OK）を押すと、ペア相手に送る
Cメールを作成できます。 

 
以降の操作については、「Eメールを作成し送信する（P.50）」／「Cメールを作成し送
信する（P.56）」をご参照ください。

◎ペア相手は、アドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「アドレス
帳に登録する(P.41)」を参照して、ペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。

◎ペア機能の詳細
→『W53CA取扱説明書』の「ペア機能」
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W53CAではEメールとCメールの2種類のメールを
使うことができます。

Eメールについて
Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センター
までお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.23)」を
ご参照ください。

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサー
ビスです。
最大で全角5,000文字（半角10,000文字）までのメールを送信でき、フォトなど
を添付することもできます。

au の携帯電話や他
社の携帯電話に送る
ことができます。

パソコンに送ることもできます。

Eメールアドレスで送れます。
（例）△△△△△△@ezweb.ne.jp

インターネットインターネットインターネット

ページ 50

メール EZweb契約要

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
※ Eメール送信は1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
※ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
※ Eメールの送受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
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Cメールについて
Cメールとは、Cメール対応のauの携帯電話同士で電話
番号をアドレスとした全角50文字（半角100文字）ま
でのメールのやりとりができるサービスです。

Ｃメール安心ブロック機能について 

Ｃメール安心ブロック機能の詳細 

→ 『W53CA取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」 

・Cメール安心ブロック機能とは、Cメール本文内に接続先URL 
(http://△△△、https://△△△)や電話番号が含まれるCメールを受信
拒否する機能です。 

　Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となって
おります。 

　接続先URLや電話番号を本文内に含むCメールを受信されたい場合
は、設定を解除できます。 

auの携帯電話に 
送ることができます。

宛先は、電話番号で送れます。
（例）090-0001-XXXX

電話番号で受け取れます。
（例）090-0002-XXXX

CメールセンターメールセンターCメールセンター

ページ 56

※ Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。
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待受中にLを押し、
1（新規作成）を押す。

 を選択してc（編集）を
押す。

：Eメールを送信する相手の方を表し
ます。

一度に送信できるEメールの宛先件数は
5件までです。

1（アドレス帳）を押し、
aでアドレスを選択して
c（選択）を押す。

送信履歴、受信履歴、マイアドレスから宛先
を選択したり、直接宛先を入力することもで
きます。

jで入力したいEメールア
ドレスを選択してc（OK）
を押す。

Eメールを作成し送信する
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jで  を選択して
c（編集）を押す。

：Eメールの件名を表します。

件名を入力してc（OK）を
押す。
jで  を選択して
c（編集）を押す。

：Eメールの内容を表します。

本文を入力してc（OK）を
押す。

%（送信）またはNを押す。

Eメールが送信されると、
「送信完了しました」と表示されます。
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Eメールを受信すると

「待受画面」に「  Eメール」と  が表示
されます。

「 Eメール」を選択して
c（OK）を押す。

c（OK）を押す。

：まだ読んでいないEメールを表します。
：すでに読んでいるEメールを表します。

jで未読のEメールを選択
してc（表示）を押す。

受信したEメールが表示されます。内容が表
示しきれない場合はdを押します。
L／Rで前後のEメールが表示されま
す。
Cを押すとEメールの一覧に戻ります。

受信したEメールを読む

Eメール受信
アイコン
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◎添付データのサイズによっては、メールと同時に受信されない場合があります。手
順3でjでファイル名を選択してc（受信）を押し、c（再生）を押してください。

◎添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があり
ます。

◎ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

フォトなどが添付された
Eメールを読む

jでEメールを選択して
c（表示）を押す。

jで添付データを選択して
c（選択）を押す。

jでファイル名を選択して
c（再生）を押す。
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%（返信）を押す。

に「Re:」が付いて、Eメールの本文が
引用されます。

c（編集）を押し、本文を入
力する。

以降の操作について
→「Eメールを作成し送信する（P.50）」の
手順7以降

受信したEメールに返信する
返信するには、「受信したEメールを読む(P.52)」の手
順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。
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迷惑メールが来ないようにする
迷惑メールが来ないようにするために、メールフィル
ターを設定することをお勧めします。
また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答
えながら、メールフィルターを簡単に設定できます。

■メールフィルターの設定
例 ：「サポート設定」へ接続する場合

①待受中にLを押す。

②0（Eメール設定） 6（メールフィルター）を押す。

1（接続する）を押す。

③jで「次へ」を選択してc（OK）を押す。

④暗証番号を入力してc（OK）を押す。

jで「送信」を選択してc（OK）を押す。

⑤jで項目を選択してc（ＯＫ）を押す。

以降の操作は画面の指示に従ってください。

■カンタン設定

◎Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。
Eメールアドレスを変更するには「自分のEメールアドレスを変更する（P.25）」をご
参照ください。

◎詳しくは、『W53CA取扱説明書』の「Eメール」／「Eメール設定」／「メールフィル
ター」をご参照ください。

サポート設定

フィルター
レベル（高）

フィルター
レベル（中）

フィルター
レベル（低）

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人にお勧め

PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやりとりしない人にお勧め

「未承諾広告※」と「なりすましメール」に加えて、
特定のアドレスからのメールをブロック
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人にお勧め

「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック
最低限やっておきたいフィルター
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待受中にLを1秒以上長押
しし、1（新規作成）を押す。

 を選択してc（編集）を
押す。

1（アドレス帳）を押し、
aでアドレスを選択して
c（選択）を押す。

送信履歴、受信履歴から宛先の電話番号を
選択したり、直接宛先を入力することもでき
ます。

jで入力したい電話番号を
選択してc（OK）を押す。

Cメールを作成し送信する
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jで  を選択して
c（編集）を押す。
本文を入力してc（OK）を
押す。

%（送信）またはNを押す。

送信した相手の方にCメールが届くと、「相
手にメールが届きました」と表示されて、送
信したCメールは送信ボックスに保存されま
す。

受信したCメールを読む
Cメールを受信すると

「待受画面」に「  Cメール」と  が表
示されます。

「  Cメール」を選択して　
c（OK）を押す。

：まだ読んでいないCメールを表します。

jで未読のCメールを選択
してc（表示）を押す。

受信したCメールが表示されます。
L／Rで前後のCメールが表示されま
す。
Cを押すとCメールの一覧に戻ります。

Cメール受信
アイコン
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W53CAで利用できます 

フォトを撮影する（P.60）　　ビュースタイルでフォトを撮影する（P.61） 

撮影しましょう！ 

撮影したフォトは、「待受画面」に
表示したり、着信時などに表示し
たり、アドレス帳に登録すること
ができます。 
 

500KB以下のフォトを、Eメールに添
付して送ることができます。 
 
※ ご使用エリアの電波状況によって、メール

の送受信に時間がかかる場合があります。 

1

2 Eメールで送れます 

W53CAは5.1メガピクセル、有効画素数約515万画素のカメラを搭載し、さま
ざまな機能でフォトを撮影できます。
撮影したフォトはEメールに添付して送信できます。

このカメラでできること

カメラ
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きれいな写真を撮影するには… 
本体を開いて撮影 ビュースタイルで撮影 
レンズ部や光センサーなど 
に指がかからないように注
意して、両手でしっかりと
本体を持ちます。 
親指でc (シャッター)を
押します。 

レンズ部や光センサーなどに指がかか
らないように注意して、両手でしっか
りと本体を持ちます。 
右手の人差し指でbを押します。 

撮影サイズについて 

撮影サイズ 保存先 

ケータイ：120×160

壁紙：240×320

ワイド壁紙：240×400

VGA壁紙：640×480

1M：1280×960

本体・データフォルダ内 
「フォトフォルダ」 

microSDTMメモリカード内 
「デジカメフォルダ」 2M：1600×1200

オートフォーカスについて 

このカメラでは、以下の撮影サイズで撮影できます。 

ワイドVGA壁紙：800×480

3M：2048×1536

4M(ワイド)：2560×1536

5M：2560×1920

オートフォーカス機能を搭載しているので、シャッターを押すだけで自動でピントを合わせ
て撮影します。詳しくは、『W53CA取扱説明書』の「カメラ」／「基本的な撮影のしかた」／
「フォト撮影」をご参照ください。 

● わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ブレないようにしっかりと構えましょう。 
 わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がブレてしまいます。 

● シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。 
 特に暗い所での撮影では注意が必要です。 

● セルフタイマーを使用して撮影できます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッ 
 ターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐこと 
 ができます。 

手ブレ防止のポイント 
 

※お買い上げ時の撮影モード設定
は「通常撮影」、撮影サイズ設
定は「VGA壁紙」に設定され
ています。 

※撮影モード設定が「カップリン
グショット」「アップダウン
ショット」「壁紙連続撮影」の
場合、撮影サイズは「壁紙」と
同じです。 

※microSDTMメモリカードを挿
入していないときは、撮影サイ
ズに関係なく、本体のデータフォ
ルダに保存されます。 
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待受中にcを押し、aで
「カメラ」を選択して　　　
c（OK）を押す。

1（フォト）を押し、被写体
にレンズを向ける。

c（シャッター）を押す。

シャッター音が鳴ります。マナーモード設定
中でもシャッター音が鳴ります。
b／vを押しても撮影できます。
 のエリアに撮影したい対象を合わせて撮

影します。

c（保存）を押す。

「データフォルダ（本体）へ保存しました」と表
示されて、「フォトモニター」に戻ります。
撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォ
トフォルダ」に保存されます。

フォトを撮影する

◎ 撮影に失敗したら
撮り直したいときは、手順4でC／(／lを押してください。手順3からやり直す
ことができます。

◎ microSDTMメモリカードを挿入して、お買い上げ時の撮影サイズ設定（「VGA壁紙」）
で撮影すると、撮影したフォトはmicroSDTMメモリカード内の「デジカメフォルダ」
に保存されます。
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ビュースタイルで　　　
フォトを撮影する
本体をビュースタイルにすると、デジタルカメラと
同じような感覚でフォトを撮影できます。

待受中に本体をビュースタ
イルにする。

ビュースタイルにする方法については、「ビュースタイルと自
分撮りスタイル（P.20）」をご参照ください。
ビュースタイルにすると、約30秒間「ダイレクトカメラ
メニュー（P.21）」が表示されます。

bを押し、被写体にレンズ
を向ける。

b(撮影)を押す。

のエリアに撮影したい対象を合わせて撮
影します。bを半押しする（浅く押す）と、
フォーカスロックし、半押しのままbを全押
しする（深く押す）と撮影します。

次ページへつづく

表示 サイドキー操作 表示 サイドキー操作

　撮影 b 　メニュー v

  ズーム gf 　終了 (　
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b(保存)を押す。

「データフォルダ（本体）へ保存しました」と
表示されて、「フォトモニター」に戻ります。
撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォ
トフォルダ」に保存されます。
フォトを撮り直したいときは(を押してく
ださい。手順3からやり直すことができま
す。

◎ ビュースタイルでの待受中にbを1秒以上長押ししても、フォトを起動することが
できます。

◎ フォトを起動してからビュースタイルにしても、同様に撮影することができます。
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aで見たいフォトを選択　
してc（表示）を押す。

フォトが表示されます。

待受中にcを押し、aで
「データフォルダ」を選択して
c(OK)を押す。

jで「フォトフォルダ」を　
選択してc(詳細)を押す。

「全データ」フォルダを選択すると、「フォト
フォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示され
ます。

jで日付フォルダを選択し
てc(詳細)を押す。

その日に撮影したフォトが一覧に表示されま
す。

撮ったフォトを見る

W53CAで撮影した画像を表示する場合、サイズによっては代替画像を表示するため粗
い画像が表示されます。その後、正画像が表示されます。
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%（Eメール）を押し、
1（添付する）を押す。

撮影したフォトは、データフォルダ内の「フォ
トフォルダ」に保存されます。

「Eメールを作成し送信する（P.50）」の手順2以降を行って
Eメールを作成する。

フォトをＥメールに添付する
「フォトを撮影する（P.60）」の手順1～3を行ってから、次の手順に進んでくださ
い。
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EZwebについて
EZwebのご利用には、事前のお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップ
もしくはauお客様センター までお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってく
ださい。
初期設定を行っていない場合は、「Eメール・EZwebの初期設定をする(P.23)」を
ご参照ください。

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。情報の
検索や、着うた®、最新ニュースなどのコンテンツ（情報サイト）をご利用できます。

※EZweb接続の際は接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料
がかかります。

壁紙

ゲーム

最新ニュース

天気予報

着うた ®

交通情報

着うたフル ®

待受中に

インターネットインターネットインターネット

R ➔ c（OK） 

EZweb EZweb契約要
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EZサービスで探す 
EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介 

#

キーワード検索機能 
キーワード入力による情報検索機能をご提供 1

"

ビジネス＆ニュース 
ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報な
どをご提供 

5

エリア 
乗換・地図検索などの地域別情報をご提供 

6

ホビー＆カルチャー 
ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテ
イメントのトレンド情報などをご提供 
コミュニティ 
SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供 

9
ショッピング＆オークション 
ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札
できるオークション情報をご提供 

7

ライフ 
暮らしに役立つ情報をご提供 

8

カテゴリで探す 
カテゴリ別にサイトを探す 

2

3

トップニュース 
最新ニュースを自動更新でご提供 4

au style 
auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介 

au My Page 
お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大
容量のデータ保存領域をご提供 

$

とくする情報 
EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無
料でご提供 
auお客さまサポート 
料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auから
のお知らせを掲載 

%

災害用伝言板 
災害時の安否情報の登録・確認 

&

ENGLISH 
英語版のサイトのご紹介 

(

)

~

最新オススメ情報 
EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご
紹介 
デイリーツール 
天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供 

1

2

3

4

6

8

9

!

"

#

$

%
&
(

7

5

)
~

EZトップメニューを表示する
待受中にRを押し、
sで「EZweb」を選択して
1（トップメニュー）を押す。

◎EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合
があります。

◎情報サイトの中には、通信料の他に、情報提供料（有料）がかかるものがあります。
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お気に入りリストに登録した
い情報サイトを表示して
&（ブラウザメニュー）を
押す。

1（お気に入り登録）を
押す。

※ 情報サイトによっては、「お気に入り
登録」できない場合があります。

&（登録）を押す。

jでフォルダを選択して
c（OK）を押す。

「登録しました」と表示されて、登録が完了し
ます。

お気に入りリストには100件まで登録できます。

よく見るサイトを登録する
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待受中にRを押す。

sで「EZweb」を選択して
2（お気に入りリスト）を
押す。

jでサイトまたはフォルダ
を選択してc（OK）を押す。

フォルダを選択した場合は、jでサイトを選
択してc（OK）を押します。

お気に入りリストに登録した
サイトを見る

待受中にc11を押す。

「EZwebへの接続確認画面」が表示されま
すので、1（接続する）を押してください。

jで確認したい項目を
選択してc（OK）を押す。

利用料金を確認する
ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。
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jで「カテゴリで探す」を
選択してc（OK）を押す。

jで「着うたフル・ビデオ　
クリップ」または「着うた」を
選択してc（OK）を押す。

利用するコンテンツ（情報サイト）を選択してダウンロードする。

有料コンテンツのご利用には、「EZパスワード」または「プレミアムEZパスワード」の
入力が必要です。
初期値：申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号
画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。ダウンロードする操作
については表示されるコンテンツの内容に従ってください。ダウンロードしたデータは
データフォルダに保存されます。

着うた®／着うたフル®などを有料コンテンツからダウンロードするには、通信料の他に
情報料が発生します。

◎壁紙などをダウンロードして「待受画面」などに設定する場合も、同様の操作で行うこ
とができます。

◎待受中にRを押し、sで「au Music」を選択して、2「EZ Music!へ接続」を押し
ても、着うたフル®がダウンロードできるコンテンツ（情報サイト）に接続できます。

着うた®／着うたフル®を
ダウンロードする
着うた®／着うたフル®をダウンロードするには、「EZ
トップメニューを表示する（P.66）」の手順1を行って
から、次の手順に進んでください。
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EZナビ EZweb契約要

EZナビでできること
EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。

お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」 

 

sで「　 EZナビ」 
を選択する Rを押す 

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」 

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地 
図でご案内するサービスです。 

「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。 
「いつでも位置確認」（月額有料）、「位置確認メール」（月額無料）、 
「エリア通知」（月額無料） 

これらの機能では、W53CAからの操作で、安心ナビ対応の
au電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間
帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出た
とき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメー
ル通知できます。 

EZwebメニュー 待受画面 EZナビメニュー 
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地図：昭文社／調製：アジア航測 

外出先で役立つ各種メニューを表示します。 

★は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただくことができます。
※１ 一部メニューは有料となります。 

W53CAのデータフォルダにあらかじめ用意されている
地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の
方向を知ることができます（「避難所マップ」）。 
また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」
など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートを
ご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテン
ツをダウンロードできます。 

※ご自宅の方向を示すには、あらかじめW53CAのアドレス帳にご自宅の
　GPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。 
※一部コンテンツは有料となります。 

今いる場所の地図 3Dナビ 

Navigation engine by  
NAVITIME JAPAN

3Dデータ：ゼンリン／ 
ジオ技術研究所 
Z06A－第2137号 

地図：昭文社／住友電工 

ナビをする★ 
 

地図を見る（無料）★ 

乗換検索する（無料※１）★ 

道路情報を見る 

もっとナビウォーク 

インフォメーション 

目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺の 
お店／施設を検索できます。 

現在地やお好きな場所の地図を確認できます。     

乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。     

全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。     

各種設定やパソコン検索の説明があります。     

会員登録やお問い合わせができます。  

初回測位結果が　 で表示
されます。地図表示後は
連続測位により、　でリ
アルタイムな現在地を表
示します。 

ガイダンスポイントや目
的地周辺で、3D表示に切
り替わります。 

外出先では「EZナビウォーク」 

 

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」 

 

避難所マップ 帰宅支援マップ 

◎詳しくは、『W53CA取扱説明書』の「EZナビ」をご参照ください。
◎画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場
合は必ず従ってください。

◎「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより、現在地確認に時間がかか
る場合があります。

◎画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
◎アドレス帳の登録件数によっては、地図ビューアーの起動に時間がかかる場合があり
ます。

◎EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部
のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
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かんたんモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、
Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定し
て、ご利用いただくことができます。

かんたんモードに設定する
待受中にcを押し、aで
「機能設定」を選択して
c（OK）を押す。

5（ユーザー補助）を押し、
4（モード設定）を押す。

2(かんたんモード)を
押す。

かんたんモード

◎ティーンズモードからかんたんモードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要
になります。

◎かんたんモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がかんたんモードの設
定内容に変更されることがあります。
かんたんモードの設定内容
→『W53CA取扱説明書』の「かんたんモード」／「かんたんモード」／「■ かんたんモー
ド機能一覧」
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かんたんモードを解除する
待受中にcを押す。

jで「かんたん設定」を選択
してc(選択)を押す。

*（かんたんモード解除)を
押す。

1(解除する)を押す。

通常モードに戻ります。
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かんたんモードでの「メインメニュー」
の見かた

au Music Player
やSDオーディオプ
レイヤーを利用で
きます。 

着信音や壁紙、文
字サイズを変更し
たり、マナーモー
ドの設定／解除や
かんたんモードを
解除できます。 

データフォルダ、
microSDTMメモリ
カード内のデータ
を再生／削除でき
ます。 

現在の最新ニュー
スをチェックでき
ます。 

Eメール／Cメー
ルの作成・確認や
Eメールアドレス
の変更ができます。 

自分の電話番号と
Eメールアドレス
を表示します。 

カレンダーや電卓
など各種機能を利
用できます。 

フォトやムービー
を撮影したり、補
正方法を選択でき
ます。 

アドレス帳や、発
信履歴／着信履歴
を利用したり、ア
ドレス帳への登録
ができます。 

◎かんたんモードでは、専用の「メインメニュー」が表示されます。
メニューは2種類用意されていて、&(切替)を押すと切り替えられます。

◎かんたんモードのメインメニューについて
→ 『W53CA取扱説明書』の「かんたんモード」／「かんたんモード」／「■ かんたん
モード機能一覧」
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待受中に&を押し、
2(登録する)を押し、
c(確定)を押す。

登録する相手の方の名前を
入力してc(OK)を押す。

入力方法
→「文字を入力する（P.35）」

入力した名前のヨミガナを
確認してc（OK）を押し、
3(自分で入力)を押す。

着信履歴／発信履歴からも選択できます。
電話番号を登録しない場合は、4（入力し
ない）を押して、手順5へ進んでください。

電話番号を入力して
c（OK）を押す。

一般電話の電話番号を登録するときは市外
局番から入力します。

かんたんモード中に
アドレス帳に登録する

次ページへつづく
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3(自分で入力)を押す。

送信履歴／受信履歴からも選択できます。
Eメールアドレスを登録しない場合は、
4(入力しない)を押して、手順7へ進んで
ください。

Eメールアドレスを入力して
c（OK）を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.38）」

2(登録しない)を押す。

c(OK)を押すと「確認画面」が表示されま
す。

c(登録)を押す。

◎かんたんモード中は、アドレス帳に「名前」「名前ヨミ」「電話番号1」「Eメールアドレス1」
「画像」のみ登録できます。
◎手順7で1(登録する)を押すと、データフォルダに保存されているフォトなどを選
択して、アドレス帳に登録できます。

◎手順8で&(再編集)を押し、1(変更する)を押すと、手順2に戻り、アドレス帳の内
容を編集できます。
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例：アドレス帳のデータを見る場合

待受中に&を押し、
1(見る)を押す。

aでアドレス帳を選択して
c(選択)を押す。

4(データを見る)を押す。

アドレス帳が表示されます。
jで電話番号を選択してc(発信)を押す
と、電話をかけることができます。
jでEメールアドレスを選択して　　　　
c(Eメール)を押すと、Eメールを作成でき
ます。

アドレス帳を利用して電話をかけたり、Ｅメールを送ることができます。また、アドレス帳
のデータの編集や削除、赤外線通信ができます。

かんたんモード中に
アドレス帳を利用する

詳しくは、『W53CA取扱説明書』の「かんたんモード」をご参照ください。
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かんたんモード中に
Eメールを作成し送信する

待受中にLを押す。

1(Eメール)を押す。

1(メール作成)を押す。

1(アドレス帳)を押す。

送信履歴／受信履歴から宛先を選択したり、
直接宛先を入力することもできます。
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次ページへつづく

aでアドレスを選択して
c(選択)を押す。

通常モード／ティーンズモード中に、アドレス
帳に複数のEメールアドレスを登録していた
場合は、かんたんモードに設定すると、通常
使用Eメールアドレスのみ表示されます。

c(選択)を押す。

c(確定)を押す。

件名を入力してc（OK）を
押す。

入力方法
→「文字を入力する（P.35）」

c(確定)を押す。
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本文を入力してc（OK）を
押す。

入力方法
→「文字を入力する（P.35）」

3(添付しない)を押す。

c(OK)を押すと「確認画面」が表示されま
す。

データを添付する場合は、次のように操作し
てください。
1(データフォルダ)：

データフォルダに保存されているフォトな
どを選択して、Eメールに添付できます。

2(microSD)：
microSDTMメモリカードに保存されて
いるフォトなどを選択して、Eメールに
添付できます。

添付できるデータは、1件です。

Eメールの内容を確認して
c(送信)を押す。

Eメールが送信されると、「Eメールを送信
完了しました」と表示されます。

◎ 手順12で&(再編集)を押すと、手順4に戻り、Eメールの内容を編集できます。
◎ 詳しくは、『W53CA取扱説明書』の「かんたんモード」をご参照ください。
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待受中にcを押し、jで
「カメラを使う」を選択して
c(選択)を押す。

1(フォト)を押し、
1(お手軽フォト)を押す。

被写体にレンズを向けて
c(シャッター)を押す。

シャッター音が鳴ります。
b／vを押しても撮影できます。

&(保存)を押す。

かんたんモード中に
フォトを撮影する

手順4でc(メニュー)を押し、2 (メールを送る)を押すと、フォトを添付したEメール
を作成できます。
Eメールの作成方法
→「かんたんモード中にEメールを作成し送信する（P.78）」の手順4以降

お手軽フォト

壁紙フォト

本格フォト

壁紙

ワイドVGA壁紙

5M
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待受中にcを押し、jで
「データを見る」を選択して
c(選択)を押す。

1(データフォルダ)を押す。

jで「フォトフォルダ」を選
択してc(選択)を押す。

「全データ」フォルダを選択すると、「フォト
フォルダ」のすべてのフォトが一覧に表示さ
れます。

jで日付フォルダを選択
してc(選択)を押す。

その日に撮影したフォトが一覧に表示されま
す。

かんたんモード中に
撮影したフォトを見る
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aで見たいフォトを選択し
てc(メニュー)を押す。

1(再生する)を押す。

フォトが表示されます。

2(削除する)：データを削除できます。
3(Eメールへ添付)：
データを添付したEメールを作成できます。
Eメールの作成方法
→「かんたんモード中にEメールを作成し送信する（P.78）」の手順4以降

4(microSDへ移動)：データをmicroSDTMメモリカードへ移動できます。
5(赤外線で送信)：データを赤外線で送信できます。

W53CAで撮影した画像を表示する場合、サイズによっては代替画像を表示するため粗
い画像が表示されます。その後、正画像が表示されます。



84

ティーンズモードでは、迷惑メールの受信を防止したり、
メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセ
スを防止できます。
また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけること
もできます。

ティーンズモードについて
■ティーンズモードにすると、メールの受信と表示を制限できます

■「ティーンズ制限」を設定してティーンズモードにすると、通話時間・
メール送信回数を制限できます

●電話をかける場合

●メールを送信する場合

ティーンズモード

送信相手がペア相手の場合

送信相手がアドレス帳に
登録されている場合

上記以外の送信相手の場合

受信できます。

受信できます。
ただし、メールの本文中の電話番号／Eメールアドレス／
URLを選択して利用できません。

Eメール：差出人と件名のみ受信します。
（本文と添付データは受信できません。）

Cメール：受信できません。

ペア相手へ

ペア相手以外へ

制限されません。

送信回数が制限されます。
「ティーンズ制限」で設定した送信回数を超えると、メールを
送信できなくなります。

ペア相手へ

ペア相手以外へ

制限されません。

通話時間が制限されます。
「ティーンズ制限」で設定した通話時間を超えると、電話をか
けられなくなります。
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ティーンズモードにする
待受中にcを押し、
aで「機能設定」を選択して
c(OK)を押す。

5(ユーザー補助)を押し、
4(モード設定)を押す。

3(ティーンズモード)を　
押す。

1（ティーンズモード切替）
を押し、ロックNo.を入力し
てc(OK)を押す。

◎ティーンズモードから通常モード、かんたんモードに切り替える場合は、ロックNo.
の入力が必要になります。

◎詳しくは、『W53CA取扱説明書』の「ティーンズモード」をご参照ください。
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その他機能

安心設定でできること
安心設定を設定すると、待受中に0を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登
録しておいた電話番号に電話をかけたり、防犯ブザーを鳴らすことができます。

防犯ブザー

待受中に0を1秒以上長押しすることで、大

音量で防犯ブザーが鳴ります。

■防犯ブザーを設定するには

待受中にc5331 を押し、ロックNo.を入力して

c（OK）を押します。

■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してc（OK）を押し

てください。
※防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。
防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池パックの残量がなくなるま
で鳴動し続けます。

ホットダイヤル

待受中に0を1秒以上長押しすることで、あらかじめ登録しておい

た電話番号に電話をかけることができます。

■ホットダイヤルを設定するには

待受中にc5332 を押し、ロックNo.を入力して
c（OK）を押します。
次に、電話番号を入力して、c（登録）を押します。
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エクステンションモード
エクステンションモードを利用すると、電池残量警告後に自動的に電波OFFとなり
ます。利用可能な機能は制限されますが、発信履歴／着信履歴やメールの内容、ア
ドレス帳、スケジュールなどの確認ができる、いざというときに便利な機能です。

■エクステンションモードを設定するには

待受中にc5321を押します。

エクステンションモードの詳細
→『W53CA取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助（M5）」／
「エクステンションモード（M532）」

エクステンションモードに移行したときの表示例

◎カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0931」／平型ス
イッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）を接続してい
る場合でも、防犯ブザーはW53CAのスピーカーから鳴動します。

◎防犯ブザーはマナーモード設定中でも鳴動します。
◎安心設定の詳細
→『W53CA取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助（M5）」／
「安心設定（M533）」
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W53CAには、このかんたんマニュアルでご紹介した他にも便利な機能がありま
す。詳しくは、『W53CA取扱説明書』をご参照ください。

グローバルエキスパート

W53CAは、au ICカードを利用したグ
ローバルエキスパートに対応しています。
グローバルエキスパートとは、au ICカード
を海外用GSM携帯電話に差し替えてご利
用いただく国際ローミングサービスです。
特別な申込手続きや日額・月額使用料は不
要で、通話料は国内分との合算請求ですの
で、お支払いも簡単です。
詳しくは、同梱の「グローバルエキスパート
ご利用ガイド」をご参照ください。

au Music

着うたフル®や音楽CDの楽曲データを
au  Mus i c  P l a ye r で再生したり、
「EZ Music!」のサイトへ接続して「着う
たフル®」のダウンロードや音楽CDの購
入などができます。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成されたMicrosoft®

Wordや、Microsoft® Excel、Microsoft®

PowerPoint®、PDF、HTML、mHTMLの
データを表示できます。全画面表示や、拡
大・縮小表示、縦／横表示切替、「横幅を
合わせる」などができます。

バーコードリーダー&メーカー

カメラを利用して、バーコードの読み取り
やアドレス帳・プロフィールからバーコード
を作成できます。

au My Page

アドレス帳、Ｅメール、データフォルダ内の
データ、お気に入りなどをau My Pageに
バックアップ保存して、管理や確認ができま
す。

Touch Message

EZ FeliCa対応機能を持つau携帯電話
同士で、メッセージやアドレス帳、スケ
ジュール、データフォルダ内のデータなどを
送受信できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を持つau携帯電話同士
で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、
データフォルダ内のデータなどを送受信で
きます。

EZアプリ（BREW ®）

ゲームソフトなどをダウンロードして楽し
むことができます。

ワイドVGAサイズ（800×480）
の高精細画面

待受画面の壁紙や、画像表示、EZナビ
ウォークの地図表示、PCサイトビューアー
のWEBサイト表示などをより精細な画面
で表示できます。

EZニュースフラッシュ

待受画面から最新ニュースをチェックでき
る「情報配信サービス」です。
EZニュースフラッシュのテロップやウィン
ドウを選択するだけで、ニュースなどの情
報を見ることができます。



89

困
っ
た
と
き
は

症状は？

電源が
入らない

電話が
かけられない

電話が
かかって
こない

キーを押しても
反応しない
警告音が鳴り、
電源が切れる

電話が勝手に
応答する

相手の声が
聞こえない

確認してください

電池パックが正しく取り
付けられていますか？

電池パックが充電されてい
ますか？
Fを1.5秒以上長押しし
ましたか？
画面に「圏外」が表示されて
いませんか？
電話番号は市外局番から
入力していますか？
電源は入っていますか？

Nは押しましたか？

電波OFFモードが設定さ
れていませんか？
画面に「圏外」が表示されて
いませんか？
電源は入っていますか？
電波OFFモードが設定さ
れていませんか？

電源は入っていますか？

電池パックの残量が少なく
なっています。
簡易留守メモが設定されて
いませんか？
ドライブモードに設定され
ていませんか？
受話音量が小さくなってい
ませんか？
受話口を耳でふさいでいま
せんか？

対処方法

電池パックを正しく取り付けてください。

→『W53CA取扱説明書』の「付録」／

　「電池パックを交換する」

電池パックを充電してください。※

Fを1.5秒以上長押ししてください。

「圏外」が表示されない所で電話をかけてくだ

さい。

携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内

でも市外局番から入力してください。

Fを1.5秒以上長押ししてください。

電話番号を入力した後、Nを押してくださ

い。

電波OFFモードを解除してください。

「圏外」の表示が消える所まで移動してくださ

い。

Fを1.5秒以上長押ししてください。

電波OFFモードを解除してください。

Fを1.5秒以上長押ししてください。

電池パックを充電してください。

Cを1秒以上長押しして、簡易留守メモを解

除してください。

(を1秒以上長押しして、ドライブモード

を解除してください。

通話中にuを押してください。

受話音量が大きくなります。

受話口が耳の中央に当たるようにしてくださ

い。

ページ

－

P.12

P.14

P.14

P.27

P.14

P.27

－

P.14

P.14

－

P.14

P.12

P.33

P.4

P.32

－

※電池残量が少ない場合、電源を入れると、「hang on a sec?」と表示され、しばらくすると画
面が消えます。

さらに詳しい内容については、以下のカシオ計算機株式会社のホームページでご案内しております。
・W53CAからは→http://ez.casio.jp/faq/（カシオ携帯電話FAQ）
・パソコンからは→http://k-tai.casio.jp/faq/（カシオ携帯電話FAQ）

　アフターサービスについて
　→『W53CA取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」

困ったときは
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W53CAを紛失してしまったときのために
遠隔ロックの着信時ロックを設定しておくと、遠隔操作でW53CAにオートロック
とFeliCaロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。

■着信時ロックの動作環境を設定しましょう
あらかじめ登録した電話番号から、指定した時間内に指定した回数、W53CAに着信を
繰り返すことでオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

待受中にc413を押し、ロックNo.
を入力してc（OK）を押す。

3（着信時ロック）を押し、
4（発信元番号一覧）を押す。

jで登録番号を選択して%（編集）を押し、
電話番号を入力してc（登録）を押す。

電話番号を入力する前に&(サブメニュー)を押すと、アドレス帳／発信履歴／着信履歴／公
衆電話から発信元番号を選択できます。最大3件の電話番号を登録できます。

Cを2回押し、次の手順に進んでください。

1（ON／OFF設定）を押し、　　　　　
1（設定する）を押す。

2（指定時間）を押し、指定時間を入力して
c（OK）を押す。

最初の着信から「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの
制限時間を設定します。1～10分の間で設定できます。

3（着信回数）を押し、着信回数を入力して
c（OK）を押す。

遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を設定します。
3～10回の間で設定できます。
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■遠隔操作でW53CAにオートロックとFeliCaロックをかけましょう

「着信時ロックの動作環境を設定しましょう（P.90）」で登
録した発信元番号から、設定した指定時間内に指定した回
数、W53CAに電話をかける。

「遠隔ロックを設定しました」とガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロックがかか
ります。遠隔ロックが起動すると、W53CAの電源が自動的にOFFになった後、再びON
になります。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけましょう
あらかじめ着信時ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、
パソコンからお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかける
ことができます。安心ロックサービスは無料で利用できます。

安心ロックサービスのご利用方法
●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する
【au電話から】局番なし113 (無料)
【au以外の携帯電話、一般電話から】

フリーコール 
0077-7-113 (無料)

 ・受付時間は、24時間です。
 ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

●パソコンから遠隔ロックをかける／解除する
インターネットからMyKDDI（http://my.kddi.com/）にログインして、画面の指示に従っ
てお手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です（紛失後のお申し込みでもご利用になれます）。

◎W53CAの電源が入っていない場合や、W53CAがサービスエリア外にある場合、「電
波OFFモード（M57）」が「電波OFFする」に設定されている場合は、遠隔ロックを起
動できません。また、電波の弱い場所にW53CAがある場合は、遠隔ロックを起動で
きない場合があります。

◎「遠隔ロック（M413）」の「本体ロック解除」の設定は、お買い上げ時は「無効」に設定
されています。「無効」に設定されていると、遠隔ロック中にロック解除画面は表示さ
れず、W53CAを操作して遠隔ロックを解除できません。
「有効」に設定すると、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すとロック解除画面が表示
され、ロックNo.を入力すると遠隔ロックを解除できます。

◎「遠隔ロック（M413）」の「データ消去」の設定は、お買い上げ時は「解除する」に設定
されています。
「設定する」に設定すると、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット（M462）」を実行
して、メモリに記憶された内容はすべて削除されます。

◎遠隔ロックの詳細については、『W53CA取扱説明書』の「機能設定」／「プライバシー
（M4）」／「遠隔ロック（M413）」をご参照ください。

安心ロックサービスの詳細については、『W53CA取扱説明書』の「機能設定」／「プライ
バシー（M4）」／「遠隔ロック（M413）」をご参照ください。
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Earpiece

FeliCa mark

Camera lens

Incoming indicator (LED)

LED indicator

Speaker

Battery pack/cover

Built-in antenna

Built-in antenna

au IC-Card

Memo/Clear key
EZ/AF lock key

Optical sensor
Address book key

End/Power key

Number keys

Microphone

Application key
Mail key

Answer/Pair key

 

Strap eyelet

Display

Left Right

Center
key

Down

Up

Charging terminals

External connection jack

Infrared port

Flat-type earphone-microphone jack
Up/Down key (side)

Manner/Back key
Center key (side) Shutter key

Charge 
indicator (LED)

microSD memory card slot

English Simple Manual（簡易英語版）
W53CA

●Turning Power On and Off
●Turning Power On ●Turning Power Off

Hold down F for at least a few seconds. Hold down F for at least a few seconds.

●Switching the Screen to English
From the stand-by screen: Press c.  Press 3.  Press 4.  Press 2.

●Checking Your Own Phone Number and E-mail Address
From the stand-by screen: Press c.  Press 0.

●Making and Answering a Call
●Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.  Press N.
To end a call: Press F .

●Answering a Call
When the phone starts ringing, press N.
To adjust the earpiece volume during a call: Use j.
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English S
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anual

（
簡
易
英
語
版
）

For inquiries, please contact
au Customer Service Center (General Information)
● If you are calling from a landline phone:  0077-7-111 (toll free)
● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

●Storing and Recalling an Address Book Data
●Storing Data

From the stand-by screen: Hold down & for at least one second.
Use j to select the Address Book record you want to edit.  Press c (Edit).
Enter the data.  Press &(Reg).

●Recalling Data
From the stand-by screen: Press & to display the Address No. Search screen.

Use s to select the address no. for the record you want.
Use j to select the name of the record.
Press c (Disp) to view the record in detail.

●Using the Camera (Movie and Snapshot)
●Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down b for at least one second and then press %(Movie).

 Press c(Rec) or b to start recording.  Press c(End) to stop recording.

 Press c(Save) to store the movie.
Press &(II) (Pause) during recording to pause recording.
Press %(Photo) in the Movie mode to change to the Photo mode.

●Taking a Snapshot
From the stand-by screen: Hold down b for at least one second.

 Press c(Shutter) or b to take a snapshot.

 Press c(Save) to store the photo.
Press %(Movie) in the Photo mode to change to the Movie mode.

●Making an International Call
Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA
005345　  　1　  　212　 　 123 　  　△△△△ 　  　N

●English Voice Mail Answering Messages
You can configure Voice Mail to play operation instructions and answering messages in English.
From the stand-by screen: Press c.  Press 6.  Press 1.  Press 6.  Press N.

●Other Handy Features
●Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down ( for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Manner mode.

●Take A Message Feature (Voice Recording)
From the stand-by screen: Hold down C for at least one second.
Repeat the above operation to disable the Take A Message feature.

Country code (USA) Number you want to callInternational access code
Area code
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