


◎本書では「G'zOne W62CA」を「W62CA」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。

◎本書では、キーや画面、アイコンは、本体カラー「スパークリンググリーン」のお買い上げ時の表示
を例に説明しています。あらかじめご了承ください。

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86～89ページでご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read on page 86 to 89 in this manual.

安全上のご注意
W62CAをご利用になる前に、付属の『W62CA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auのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」
で症状をご確認ください。
・ W62CAからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・ パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

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＞
au oneトップ→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。

ごあいさつ
このたびは、W62CA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。
W62CAのマニュアル
W62CA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。
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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お
それがあります
■ 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
EZナビ

「EZ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72

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。

『W62CA取扱説明書』を
ご参照ください。

au Media Tuner
テレビ（ワンセグ）、
EZチャンネルプラス
を楽しむことができ
ます。 ページ74

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80

カメラ

ページ60

フォトやムービーを
撮ってEメールで簡
単に送れます。

メール
他の携帯電話や、パソ
コンにメールが送れ
ます。 ページ49

EZweb
着うた®などをダウン
ロードしたり、サイト
にアクセスできます。

ページ65

防水・耐衝撃性能
W62CAは、雨の中
でも使用できる防水
性能と、日常生活の
ハードな使用にも耐
えうる耐衝撃性能を
持ちます。

『W62CA取扱説明書』を
ご参照ください。

G'zGEAR
GPSと方位／温度／
加速度センサーを利
用し、アウトドアでも
活用できる6つの
ツールが用意されて
います。

『W62CA取扱説明書』を
ご参照ください。

携帯電話の基本

その他の便利な機能については、82ページをご参照ください。
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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

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32 33

電源・電波・電池の確認を！

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2.5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
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運転中の携帯電話の使用はやめましょう

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話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・オートバイ運転中の携帯電話
の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使
用も法律などで罰せられる場合があります。

×　メールを見たり
　　画面を注視する

×　手に持って
　　通話をする

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

ドライブモード

ドライブモードに設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出るこ
とができません。・・・」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、2（ドライブ）を押
すと設定されます。
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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56

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
ワン切り用不在アイコン　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 au oneトップ 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
通して、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→au oneトップ→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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◎ 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01／02をお買い求めください。

W62CA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
　（62CAUAA）

●卓上ホルダ
　（62CAPUA）

●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03（ミニB）
 （03CAHUA）

●保証書
●おサイフケータイ®

使いこなしガイド
●LISMOインストールガイド
●かんたんマニュアル（本書）

●ご使用上の注意
●グローバルパスポート
端末レンタルサービス
ご利用ガイド
●コンテンツ訴求チラシ
●取扱説明書

●CD-ROM

●W62CA

●ソニー製
「MDR-E0921」
（試供品）

●ロックドライバ（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

FeliCaマーク

カメラお知らせランプ

撮影ライト／
ポケットライト

レンズ部（カメラ）
赤外線ポート

スクリューバッテリー
ロック

microSDメモリ
カードスロット

au ICカード※

クリア／メモキー

光センサー

温度センサー

EZキー
アプリキー

終話／電源キー

内蔵アンテナ部※2

カーソルキー

ダイヤルキー

メールキー
発信／
ペアキー

アドレス帳キー

送話口
（マイク）※1

メイン
ディスプレイ

受話口
（レシーバー）

※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。

au ICカードとmicroSDTMメモリカードの取り付け／取り外しは、
本体の電源を切り、電池パックを取り外してから行います。

※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。

※2： 通話時、EZweb利用時、PCサイトビュー
アー利用時、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。

※3： テレビ（ワンセグ）視聴時は、TV内蔵アン
テナを手でおおわないでください。

スピーカー

センターキー

TV内蔵アンテナ※3

LEDランプ

電池パック／カバー

バンパーB

サブディスプレイ

バンパーA

■ 前から見たところ

■ 横から見たところ

平型ステレオイヤホン端子

サイド上下キー

外部接続端子

外部接続端子キャップ平型ステレオイヤホン端子キャップマナーキー

ストラップ取付口 充電端子マルチキー
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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。
W62CA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01／02（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。)

◎ W62CA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
／02（別売）のコネクタを抜き差ししてください。

ロックツメ

LEDランプ
凹部

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。

卓上ホルダのロックツメと
本体の凹部を合わせて、
②-1、②-2の順に差し込ん
でください。

この向きで差
し込むことも
できます。
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準
備

卓上ホルダに共通ACアダプタ01／02（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。

W62CAを閉じた状態で、卓上ホルダのロックツメと本
体の凹部を合わせて、 、 の順に差し込む。

共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグを起こし、
AC100Vコンセントに差し込む。

W62CAの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、LEDランプは消灯します。

取り外すときは、卓上ホルダを押さえながらW62CAを取り外します。

※ 共通ACアダプタ01／02（別売）を直接W62CAに接続して充電する方法
もあります。

外部接続端子キャップを完全に開いた状
態で、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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電源を入れる
Fを2.5秒以上長押しする。

「Now Loading…」の表示後しばらくする
と「待受画面」が表示されます。

待受画面

表示

電波の強さ 強 中 弱 微弱 圏外

表示

電池残量 十分 中位 要充電 残量なし 充電中

・「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。

■ 電源を切る   
待受中に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 入力文字 やや大

発信者番号通知 ON メール表示 中

着信時相手表示 表示する EZweb表示 中

プロフィール 登録内容なし アドレス帳 やや大

履歴 やや大

電話番号 やや大
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準
備

ご利用いただく各種暗証番号について
W62CA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。

暗証番号

使用例

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

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例 電話機本体の各種設定などを変更する場合

初期値 1234

EZパスワード

使用例 EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

使用例
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

初期値 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
・ 項目の選択

・ 発信履歴の呼び出し
・ 項目の選択

・ 「メインメニュー」の表示
・ 項目の確定

・ 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
 （2.5秒以上長押し）
・ 電源を切る
 （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
 （長押し）

・ EZwebメニューの呼び出し

0～9*#

・ EZニュースフラッシュ
のテロップ／ウィンド
ウやau one ガジェット
を選択

・ 待受ショートカットの
呼び出し

・ 項目の選択

・ 電話番号の入力
・ 文字の入力

l

c

L

N

C

j

r

R

F

・ 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）

&
・ EZアプリメニューの呼び出し%

■ サイドキーの役割

・ マナーモードの設定／
解除（1秒以上長押し）

・ 待受中にfを1秒以上長押しするとポケットライトを点灯、
gを1秒以上長押しするとau Media Tunerを起動

・ ブラウザ画面などでページスクロール

・ マルチプレイウィンドウ
の表示

gf

( v

◎ 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を長押しすると「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5を押すと、キー
操作のガイドが表示されます。

◎ c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。
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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。

a 電波の強さを表示
b

c

電池残量を表示

d
通話中／LISMO Player／au Media Tuner
の起動中に表示

e EZアプリ（BREW®）起動中に表示

EZwebブラウジング中／PCサイトビューアー
の起動中に表示

f

まだ読んでいないメールがある場合に表示g

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

j

簡易留守メモ設定中

i

マナーモード設定中

n

着信音量OFF
k

バイブレータON

FeliCaロック設定中に表示

l

h

dとaで、「フォト（デジカメモード）」「電卓」
「電波OFFモード」「G'zGEAR」「スポーツタイ
マー」「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

　／　　／　

m

o

／

p

ー EZニュースフラッシュ テロップ

EZニュースフラッシュ ウィンドウー

メインディスプレイ

サブディスプレイ

※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。
　→『W62CA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」

abcd h

i

nkl

efg

m

o

p

j

a b

k h

■ 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

a
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「メインメニュー」の見かた
W62CAでは、お買い上げ時に4種類の「メインメニュー」（「Carbon pattern」
「G-gallery」「Eco & Ego G」「Simple」）が用意されています。
待受中にcを押すと「メインメニュー」が表示されます。

メインメニューの種類によって、メニュー構成は異なります。
詳しくは、『W62CA取扱説明書』の「ご利用の準備」／「メインメニュー」をご参照ください。

■ 「Carbon pattern」メニューの見かた
本体カラーが「バーンドブラック」の場合、お買い上げ時のメインメニューは
「Carbon pattern」です。aでアイコンを選択してc（選択）を押すとアイコンの
機能が呼び出されます。

microSD※

データフォルダ※

カメラ

G'zGEAR※

※『W62CA取扱説明書』の「ご利用の準備」／「メインメニュー」／「■ Carbon pattern（P.40）」をご参照くださ
 い。

赤外線通信※

EZ FeliCa※

LISMO Player※

TV

アクセサリ※

PCサイトビューアー※

機能※

時計／カレンダー※
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■ 「G-gallery」メニューの見かた
本体カラーが「フローズンホワイト」の場合、お買い上げ時のメインメニューは
「G-gallery」です。aでアイコンを選択してc（選択）を押すとアイコンの機能が
呼び出されます。

※『W62CA取扱説明書』の「ご利用の準備」／「メインメニュー」／「■ G-gallery（P.40）」をご参照ください。

Data Folder※

（データフォルダ）

LISMO Player※

TV

Camera
（カメラ）

Accessories※

（アクセサリ）

Life&News※

（ライフ&ニュース）

Sports Timer※

（スポーツタイマー）

Run&Walk Menu※

（Run&Walkメニュー）

G'zGEAR※

Function※

（機能）

■ 「Eco & Ego G」メニューの見かた
本体カラーが「スパークリンググリーン」の場合、お買い上げ時のメインメニューは
「Eco & Ego G」です。jでアイコンを選択してc（選択）を押すとアイコンの機
能が呼び出されます。

カメラ

機能※

LISMO Player※

Run&Walk設定※

ライフ＆コミュニティ※

スポーツタイマー※

トレーナー※Run&Walk※

G'zGEAR※

データフォルダ※

アクセサリ※

※『W62CA取扱説明書』の「ご利用の準備」／「メインメニュー」／「■ Eco & Ego G（P.41）」をご参照ください。

TV
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■ 「Simple」メニューの見かた
jでアイコンを選択してc（選択）を押すとアイコンの機能が呼び出されます。

カメラ フォト／ムービー／バーコードリーダー

LISMO Player 楽曲データ、ビデオクリップの再生など

G'zGEAR EARTH COMPASS／EARTH LOCATOR／
HEAT GAUGE／SEA TIDEなど

データフォルダ 保存データの確認・再生など

microSD 保存データの確認・再生など

機能設定 着信設定・画面設定などよく使う設定機能を
表示

時計／カレンダー アラーム／スポーツタイマー／カレンダー／
スケジュール／タスクリストなど

アクセサリ モバイル辞典／PCサイトビューアー／赤外
線通信など

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

待受画面 メインメニュー 機能画面

aを押し、
「機能」を選択して
c（選択）c

Fを長押しして「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。

左 中 右左左 中中 右右 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：「データフォルダ」の「フォルダ一覧画面」から「フォルダ一覧画面」サブメニュー
を呼び出す場合

待受画面

フォルダ一覧画面
サブメニュー

メインメニュー フォルダ一覧画面

c

Fを長押しして「待受画
面」に戻る %（サブメニュー）

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

aを押し、
「データフォルダ」を
選択してc（選択）
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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。

0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。
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自分のEメールアドレスを変更する

△△△@ezweb.ne.jp

Eメールアドレス

変更可能部分 ドメイン

待受中にLを押す。

0（Eメール設定）を押す。

4（その他の設定）を押す。

1（Eメールアドレスの
変更）を押す。　
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◎ 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。

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.39）」

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。
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電話をかける

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）を押して発信メニューを表示し、相手の方に電話番号を通知する
／通知しないを選択して電話をかけることができます。
通知しない場合：発信メニューで「特番付加」を選択→c（OK）→「184」を選択→

c（付加）→N
通知する場合：発信メニューで「特番付加」を選択→c（OK）→「186」を選択→

c（付加）→N
そのまま発信する場合：発信メニューで「音声電話」を選択→c（OK)
・そのまま発信すると、電話番号の通知／非通知は「発信者番号通知」の設定に従い
ます。
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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（選択）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

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。
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電話をかけ直す
（発信履歴／着信履歴）

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。

ワン切り対策
■ ワン切りとは
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は、 （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3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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着信音の種類を変える
メインメニューの種類によって、手順が異なります。
本体カラーに従って、以下の手順を行ってから手順
2に進んでください。本体カラーとメインメニュー
の関係については、「「メインメニュー」の見かた
（P.18）」をご参照ください。
 
 本体カラー「バーンドブラック」「スパークリンググリーン」の場合

待受中にcを押し、aで「機能」を選択して
c（選択）を押す。

 本体カラー「フローズンホワイト」の場合

待受中にcを押し、aで「Function」を選択して
c（選択）を押す。

2（音／バイブ／ランプ）
を押す。

1（着信設定）を押す。

 次ページへつづく
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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）」

1（音声着信）を押す。

jで「 」を選択して
c（選択）を押す。

1（オリジナル）を押す。
&（再生）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（設定）を押す。

%（確定）を押す。
着信音が設定されます。
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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1～4を行ってから、次の手順
に進んでください。

jで「 」を選択して
c（選択）を押す。

jで着信音量を調節して
c（設定）を押す。
u：音量が上がります。
d：音量が下がります。

%（確定）を押す。

「STEP�」………着信音がだんだん大きくなります。
「STEP�」………着信音がだんだん小さくなります。
「OFF」……………着信音は鳴りません。
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◎ 待受中に(を押して、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、『W62CA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。

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。

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。
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◎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
 →『W62CA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」
◎最大30秒のメッセージを、通話音声メモと合わせて6件まで録音できます。

簡易留守メモを設定する

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30秒以内で、最大6件までです。

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。
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簡易留守メモを削除するには、待受中にC11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）→1（1件削除）→
1（はい）を押すと削除されます。

録音した伝言を再生する
簡易留守メモが録音されると

「待受画面」に「簡易留守メモ」が表示され
ます。

「簡易留守メモ」を選択して
c（選択）を押す。
「簡易留守メモリスト」が表示されます。

jで再生する簡易留守メモ
を選択してc（再生）を
押す。

簡易留守メモが再生されます。
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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

押す回数
1
回

2
回

3
回

4
回

5
回

6
回

7
回

8
回

9
回

10
回

11
回

12
回

1 あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ

2 か き く け こ

3 さ し す せ そ

4 た ち つ て と っ

5 な に ぬ ね の

6 は ひ ふ へ ほ

7 ま み む め も

8 や ゆ よ ゃ ゅ ょ

9 ら り る れ ろ

0 わ を ん ゎ 、 。
ー（
長
音
）

・ ～ ！ ？
ス
ペ
ー
ス

*
「゛」「゜」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）。
文字確定後は、改行する。

& 文字種を切り替える。

R 文字入力時に、絵文字→記号（全角／半角）→顔文字の一覧を表示する。

L
未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る（1回）／削除した文字の復帰（連続する
10回の削除まで復帰）／貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除（1回）。

j
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dで改行する。

%
サブメニューから定型文などを呼び出す。
文字種をカタカナ・英数字に切り替える際、確定前に全角／半角を切り替える。
右ソフトキーに「変換」と表示されている場合に漢字などに変換する。

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

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

��

◎ 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

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

��

◎ 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。

◎ 文字種を切り替えるときは、&（文字種）を押し、「漢」「ア」「ａ」
「１」を選択し、c（確定）を押します。%（全角／半角）を押し
て全角／半角を切り替えることができます。

 文字入力の詳細
→『W62CA取扱説明書』の「文字入力」

◎ Eメールの宛先入力画面でEメールアドレスを入力の際も、予測
変換機能を利用して入力できます。
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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.42)」の
手順1～2を行ってから、次の手順に進んでください。

「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。

jで変換候補欄を選択する。

a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。
%（変換）の代わりに、jを押して変換
候補欄から選択することもできます。

 次ページへつづく
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aで選択してc（確定）を
押す。

「東京浩」と入力されます。

アドレス帳の「名前」には、絵文字を入力できません。
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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
押す回数

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 . @ - _ / : ̃ 1

2 a b c A B C 2

3 d e f D E F 3

4 g h i G H I 4

5 j k l J K L 5

6 m n o M N O 6

7 p q r s P Q R S 7

8 t u v T U V 8

9 w x y z W X Y Z 9

0

* 入力した英字の大文字・小文字切り替え、未入力時は記号入力（.  -  !  ?)

# 入力中に１つ前の文字に戻す（バック機能）

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。

0 ! ” # $ % & ′ ( ) ＊ + - . / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` { | } ̃
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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.42)」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）を押し、
3（定型文）を押す。
*／#／%を押すと、カテゴリごと
に定型文一覧を切り替えることができま
す。

jで「@ezweb.ne.jp」を選
択してc（選択）を押す。
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絵文字を入力する
「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
入力できます。
「送信メール作成画面」の「本文入力画面」で、絵文字を
入力してみます。　

Rを押す。
Rを押すたびに、絵文字→記号（全角／半角）
→顔文字→絵文字と切り替わります。

aで使用する絵文字を
選択してc（選択）を押す。
%（カテゴリ）または*／#を押すと、
カテゴリごとに絵文字一覧画面を切り替える
ことができます。
c（選択）の代わりに&（連続）を押すと、続
けて絵文字を入力することができます。
絵文字の種類
→『W62CA取扱説明書』の「付録」／
 「文字入力の詳細情報」／「■ 絵文字一覧」
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アドレス帳に登録する

待受中に&を1秒以上
長押しする。

「 [名前]」を選択して
c（選択）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（選択）を押す。

アドレス帳
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ア
ド
レ
ス
帳

電話番号を入力して
c（OK）を押し、
jで番号種別を選択して
c（選択）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（選択）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）を押し、
jでEメール種別を選択し
てc（選択）を押す。

入力方法
→「Eメールアドレスを入力する（P.39）」

%（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、グループや画像、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
→『W62CA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）→2（削除）→1（1件削除）→1（はい）を押す
と削除されます。
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アドレス帳を編集する

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
する。

c（詳細）を押し、
&（編集）を押す。

jで「 0900006XXXX」
を選択してc（選択）を押
す。

修正してc（OK）を押し、
jで番号種別を選択して
c（選択）を押す。

登録されている数字はCで削除します。

%（登録）を押し、jで
「上書き登録」を選択して
c（OK）を押す。



45

ア
ド
レ
ス
帳

発信履歴／着信履歴から
電話番号を登録する

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。

2（アドレス帳へ登録）を
押す。

1（新規登録）を押す。

jで番号種別を選択して
c（選択）を押す。
電話番号は自動的に入力されます。
名前など他の項目の入力については、「ア
ドレス帳に登録する（P.42）」の手順2以
降をご参照ください。

着信履歴の
サブメニュー画面
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アドレス帳から電話をかける

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（詳細）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。
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ペ
ア
機
能

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。
sを押すと、登録先のタブを選択できます。

jで「登録／解除」を選択
してc（選択）を押し、
1(はい）を押す。

aで登録したい相手の方を
選択してc（詳細）を押す。

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。

ペア機能
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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」を選択して
c（選択）を押す。

Eメールを送る： 「Eメール」を選択してc（選択）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」を選択してc（選択）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.51）」／「Cメールを作成し
送信する（P.57）」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.42)」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
→ 『W62CA取扱説明書』の「ペア機能」
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メ
ー
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W62CA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.22)」
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。 ページ51

※ 一度に送信できるEメールの宛先件数は30件（To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以
内）までです。ただし、宛先件数制限を「制限する」にすることにより、5件（To/Cc/Bcc
を含め、合計半角640文字以内）となります。

※ 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。

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

メール EZweb契約要
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Cメールについて
Cメールとは、電話番号を利用して、Cメールに対応
したauの携帯電話同士でメールのやりとりができる
サービスです。最大で全角50文字（半角100文字）
までのメールが送信できます。 ページ57

※ Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

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CメールセンターCメールセンター

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。

 Ｃメール安心ブロック機能の詳細
 →『W62CA取扱説明書』の「Cメール」／「Cメール安心ブロック機能」
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Eメールを作成し送信する

待受中にLを押す。

1（新規作成）を押し、
「 宛先」を選択して
c（選択）を押し、
c（選択）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
30件（To/Cc/Bccを含め、合計半角640
文字以内）までです。ただし、宛先件数制
限を「制限する」にすることにより、5件
（To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字
以内）となります。

1（アドレス帳呼出）を押
し、aでアドレスを選択し
てc（詳細）を押す。

送信履歴、受信履歴、アドレス帳グループ、
プロフィール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。

 次ページへつづく



52

jで入力したいEメールア
ドレスを選択してc（選択）
を押し、&（確定）を押す。

jで 「 件名」を選択して
c（選択）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 「 本文」を選択して
c（選択）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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受信したEメールを読む

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（選択）を押す。

c（選択）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（選択）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。

Eメール
アイコン
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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（選択）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。

◎ 添付データの種類によっては、本文の最後にデータの内容が表示される場合があり
ます。

◎ 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態によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
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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.53)」の手
順1～3を行ってから、次の手順に進んでください。

&（返信）を押す。
（件名）に「Re:」が付いて、Eメールの本
文が引用されます。

jで 「 本文」を選択して
c（選択）を押す。
以降の操作について
→「Eメールを作成し送信する（P.51）」の
手順7以降
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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すすめします。
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

a 待受中にLを押す。
b 0（Eメール設定）�3（メールフィルター）を押す。
c jで「次へ」を選択してc（OK）を押す。
d 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。

e j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

サポート設定 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すすめ

フィルター
レベル（高）

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す
すめ

フィルター
レベル（中）

「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
おすすめ

フィルター
レベル（低）

「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

◎ 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.24）」を
ご参照ください。

◎ 詳しくは、『W62CA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。

�
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Cメールを作成し送信する

待受中にLを1秒以上長押
しする。

1（新規作成）を押す。

本文を入力してc（OK）を
押す。

「  ［宛先］」を選択して
c（編集）を押す。

 次ページへつづく
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1（アドレス帳引用）を押
し、aでアドレスを選択し
てc（詳細）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（選択）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。
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受信したCメールを読む
Cメールを受信すると

Cメール
アイコン

「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（選択）を押す。

c（選択）を押す。
：まだ読んでいないCメールを表します。

：すでに読んでいる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。
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W62CAは有効画素数約197万画素のCMOS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

W62CAで利用できます

フォトを撮影する（P.62）

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態によって、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
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フォトサイズ 保存先
壁紙（標準）：
240×320
壁紙（ワイド）：
240×400
0.3M：
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」1.5M（ワイド）：

1600×960
2M：
1600×1200

● 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

本体を開いて撮影

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（撮影）を押します。

きれいな写真を撮影するには…

オートフォーカスについて
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、『W62CA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。

※お買い上げ時は、「フォト（壁紙モード）」を選択すると
フォトサイズが「壁紙（ワイド）」に、「フォト（デジカメモ
ード）」を選択するとフォトサイズが「2M」に設定され
ています。

※microSDTMメモリカードを挿入していないときは、フォ
トサイズに関係なく、本体のデータフォルダに保存さ
れます。

フォトサイズについて
このカメラでは、以下のフォトサイズで撮影できます。
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フォトを撮影する
メインメニューの種類によって、手順が異なります。
本体カラーに従って、以下の手順を行ってから手順
2に進んでください。本体カラーとメインメニュー
の関係については、「「メインメニュー」の見かた
（P.18）」をご参照ください。

 本体カラー「バーンドブラック」「スパークリンググリーン」の場合

待受中にcを押し、aで「カメラ」を選択して
c（選択）を押す。
1（フォト（壁紙モード））を押す。

 本体カラー「フローズンホワイト」の場合

待受中にcを押し、aで「Camera」を選択して
c（選択）を押す。
1（フォト（壁紙モード））を押す。

被写体にレンズを向けて、
c（撮影）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。
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。
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、「フォトモニ
ター」に戻ります。

撮影に失敗したら
撮り直したいときは、手順3でCを押してください。手順2からやり直すことができま
す。
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撮ったフォトを見る
メインメニューの種類によって、手順が異なります。
本体カラーに従って、以下の手順を行ってから手順
2に進んでください。本体カラーとメインメニュー
の関係については、「「メインメニュー」の見かた
（P.18）」をご参照ください。

 本体カラー「バーンドブラック」「スパークリンググリーン」の場合

待受中にcを押し、aで「データフォルダ」を選択し
てc（選択）を押す。

 本体カラー「フローズンホワイト」の場合

待受中にcを押し、aで「Data Folder」を選択して
c（選択）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。

 次ページへつづく
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aで見たいフォトを選択し
てc（選択）を押す。
フォトが表示されます。

フォトをEメールに添付する
「フォトを撮影する（P.62）」の手順1～2を行ってから、次の手順に進んでくだ
さい。

&（Eメール）を押し、
1（Eメール）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.51）」の手順2以降を行っ
てEメールを作成する。

 どの撮影データでもEメールへの添付はできますが、添付データが500KBを超える
場合はメール送信できません。
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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.22)」
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（選択） 

EZweb EZweb契約要
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au one トップを表示する
待受中にRを押し、
sで「EZweb」を選択して
1（au oneトップ）を押す。

i

k

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a

j

ニュース＆ビジネス
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

d

マップ＆エリアガイド
乗換・地図検索などの地域別情報をご提供

e

エンターテインメント
ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメ
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

h

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

f

ライフ　暮らしに役立つ情報をご提供

g

リモコン形式での直接アクセス
a天気b占いc乗換d音楽eテレビfゲーム
g本・コミックhショッピングiオークション

b

c

トップニュース　最新ニュースを自動更新でご提供

au style　auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

マイページ
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

パーソナル＆ラボ
もう1つのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた
情報やツール、au one各サービスを便利にするID登録などを
ご提供

l

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

m

災害用伝言板　災害時の安否情報の登録・確認

カンタンアクセス・オープンサイト　
カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

n

auワンちゃんの部屋　auワンちゃんキャラクターのご紹介q

ENGLISH　英語版のサイトのご紹介

o

r

p

s

t

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

メール
パソコンからも使えるもう1つのメールアドレスをご提供

a

b

c

d

f

h

i

j

k

l

m

n
o
p

g

e

q
r

s
t

◎ 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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よく見るサイトを登録する

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。
「お気に入りへ登録しました」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。
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お気に入りリストに登録した
サイトを見る

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（接続／選択）
を押す。

フォルダを選択した場合は、jでフォル
ダ内のサイトを選択してc（接続）を押し
ます。

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。

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（はい）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。
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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、
「au one トップを表示する（P.66）」の手順1を行っ
てから、次の手順に進んでください。

jで「カテゴリ検索」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「LISMO」を選択して2（au oneミュージックへ接続）
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。
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EZニュースフラッシュ／ au one ガジェット
EZニュースフラッシュでは、待受画面に最新のニュースが流れるテロップを
常時表示し、選択すると情報の閲覧ができます。
au one ガジェットでは、待受画面にガジェットと呼ばれるアプリケーション
を表示できます。
EZニュースフラッシュ／ au one ガジェットは、EZwebの初期設定（P.22）
の後に簡単な設定を行うだけですぐにご利用になれます。EZニュースフラッ
シュの配信情報はすべて無料です。
※ EZニュースフラッシュでは、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット
通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。

※ 通信を使って情報の更新を行うガジェットをご利用の場合、情報の更新をするときにパ
ケット通信料がかかります。

※ CメールやフォトスライドショーのガジェットはEZweb契約なしでご利用になれます。

EZニュースフラッシュ／ au one ガジェットでできること

テロップを選択

ガジェット設定
アイコンを選択

ウィンドウを選択

ニュースを見る

待受画面

au one ガジェットの設定へ

待受画面から
選択して操作

天気を見る

◎ 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中は が表示されます。
◎ au one My Pageを利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画
面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。

EZweb契約要



71

EZニ
ュ
ー
ス
フ
ラ
ッ
シ
ュ
／
au one ガ

ジ
ェ
ッ
ト

EZニュースフラッシュを設定する
EZニュースフラッシュはカンタンな設定（無料）でご利用いただけます。
「Eメール・EZwebの初期設定をする（Ｐ.22）」の操作を行った後にEZニュー
スフラッシュの設定を行ってください。

待受中にuを押し、テロッ
プを選択してc（OK）を押
す。

jで「はい」を選択してc
（選択）を押し、jで「OK」
を選択してc（OK）を押す。

設定が完了します。
完了した後に待受画面に戻ると、テロップ
に「次回配信までしばらくお待ち下さい。」
とメッセージが流れます。

■ 設定を解除する
EZニュースフラッシュのサービス設定を解除するには次の操作を行ってください。
a待受中にuを押し、テロップを選択してc（ニュース）を押す。
b%（メニュー）を押し、jで「サービス設定解除」を選択してc（選択）を押す。
c 画面の指示に従って、設定を解除する。
 設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

■ 受信通知の設定を変更する
EZニュースフラッシュの情報更新通知の音やバイブレータの設定、LEDランプの
設定を変更できます。
a待受中にc216を押す。
b音量や時間などをそれぞれ設定する。
 情報更新時のお知らせが不要な場合は「OFF」に設定してください。

◎ 詳しくは、『W62CA取扱説明書』の「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。
◎ au one ガジェットの設定はガジェット設定アイコンから行います。詳しくは、
 『W62CA取扱説明書』の「au one ガジェット」をご参照ください。
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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」

「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）、「エリア通知」（月額無料）、
「位置確認メール」（月額無料）

これらの機能では、W62CA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。

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。

EZwebメニュー待受画面 EZナビメニュー

EZナビ
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。

EZweb契約要
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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。

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au電話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。

現在地を調べる 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

現在地やお好きな場所の地図を確認

乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索

全国の道路情報をリアルタイムで確認

各種設定やパソコン連携サービスについての案内

会員登録やお問い合わせ

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、『W62CA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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au Media Tuner
au Media Tunerでは、テレビ（ワンセグ）、EZチャンネルプラスを楽しむこと
ができます。

au Media Tunerでできること
au Media Tunerでは、地上デジタルテレビ放送のテレビ（ワンセグ）として、テ
レビ操作画面とデータ操作画面を切り替えて楽しむことができます。

&（Vol ／ Ch）

&（戻る）

テレビ操作画面データ操作画面

※ また、LRを押してチャンネルを切り替えていくと、番組登録したEZチャンネ
ルプラスの番組を表示することができます。

■ テレビ（ワンセグ）
地上デジタルテレビ放送には、ご家庭のテレビ向けの放送の他にモバイルテレビな
ど携帯機器向けの放送があり、携帯機器向けの放送サービスを「ワンセグ」と呼びま
す。テレビ（ワンセグ）では、「ワンセグ」サービスを見ることができます。
地上デジタルテレビ放送は、地上アナログ放送と同じUHF帯の電波を使用して放送
されます。

■ EZチャンネルプラス
EZチャンネルプラス／EZチャンネルで登録した番組をau Media Tunerで再生
できます。詳しくは、『W62CA取扱説明書』の「EZweb」／「EZチャンネルプラス／
EZチャンネル」をご参照ください。

EZweb契約要
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au M
edia Tuner

■ TV内蔵アンテナについて
テレビ（ワンセグ）を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにTV内蔵アンテナを手
でおおわないでください。

◎ 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.22）」をご参照ください。

◎ au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。
◎ データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、デー
タ放送で提供されるコンテンツの双方向サービスを利用する場合や、EZwebの情
報サイトにアクセスしたりする場合などにパケット通信料がかかります。

◎ 機種変更または解約後のW62CAでは、au Media Tunerで放送を視聴できませ
ん。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media 
Tunerで再生できます。

◎ au Media Tuner起動中に電池残量表示が「  」になると、電池残量警告後に自動
的にau Media Tunerが終了します。

◎ W62CAでのテレビ（ワンセグ）の連続視聴可能時間※1は次の通りです。
イヤホン DBEX ON時※２：約5時間10分、DBEX OFF時※２：約5時間20分

スピーカー DBEX ON時※２：約5時間00分、DBEX OFF時※２：約5時間00分

※1 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・明るさ「明るさ3」を使用して計測した時間です。
データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

※2 音声出力効果（DBEX）の詳細については、『W62CA取扱説明書』の「au Media Tuner」／「テレ
ビ（ワンセグ）の設定」／「音声設定」をご参照ください。

◎ 利用環境によっては電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない
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。
◎ 詳しくは、『W62CA取扱説明書』の「au Media Tuner」をご参照ください。
◎ 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp/（パソコン用）
  http://www.dpa.or.jp/1seg/k/（携帯電話用）

TV内蔵アンテナ
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au Media Tunerの初期設定をする
初めてau Media Tunerをご利用になるときは、以下の手順で設定を行ってく
ださい。

待受中にgを1秒以上長
押しする。
免責事項が表示されます。
「OK（以後表示しない）」を選択すると、次
回から表示されません。

jで免責事項を確認し、　
jで「OK」を選択して
c（選択）を押す。

au Media Tunerを利用する際の初期設定を行う画面が表示され
ます。画面の指示に従って各設定を行うと、テレビチャンネル設
定の画面が表示されます。

jで「オート設定（放送波）」
を選択してc（選択）を押
す。

自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、テレビ画面が
表示されます。
エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル設定」を選択します。
詳しくは、『W62CA取扱説明書』の「au Media Tuner」／「初回起
動時の初期設定」をご参照ください。
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au M
edia Tuner

◎ 地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が開始されたば
かりの地域では、手順3のテレビチャンネル設定がうまく設定されない場合があり
ます。

◎ au Media Tunerの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されま
す。なお、視聴するエリアが前回と異なっていたり電波が受信できない場合は、テ
レビチャンネル設定を行ってください。
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テレビ（ワンセグ）を
視聴する

待受中にgを1秒以上長
押しする。
au Media Tunerを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、 
「au Media Tunerの初期設定をする
（P.76）」をご参照ください。

au Media Tunerの初回起動以降は、前回終了時のモードで選局していたチャンネル
が表示されます。

LRでチャンネルを
切り替える。
テレビ操作画面ではjで、データ操作画
面ではgfで音量を調節できます。
EZチャンネルプラスでは、sで再生す
る番組を選択してc（再生）を押すと再生
できます。

◎ au Media Tunerを起動したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ
放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。

◎ 各モードの最後のチャンネルが表示されているときにRを、各モードの最初の
チャンネルが表示されているときにLを押すと、モードが切り替わります。

■ イヤホンとスピーカーを切り替える
a au Media Tunerを起動中にデータ操作画面／テレビ操作画面で%（機能）を押す。
b jで「音声設定」を選択してc（選択）を押す。
c jで「出力先」を選択してc（選択）を押す。
d jで「オート」「スピーカー」または「イヤホン」を選択し、c（設定）を押す。

お買い上げ時は、「オート」に設定されています。
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au M
edia Tuner

au Media Tunerを終了する

Fを押し、jで「はい」を
選択してc（OK）を押す。
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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c591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c592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（OK）を押します。
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◎ 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-E0921」／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W62CA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
→ 『W62CA取扱説明書』の「機能設定」／「ユーザー補助（M5）」／
 「安心設定（M59）」



82

W62CA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、『W62CA取扱説明書』をご参照ください。

赤外線通信

赤外線通信機能を持つ機器との間で、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。

緊急地震速報

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au電話に一斉にお知ら
せするサービスです。

電子コンパス

内蔵の電子コンパスによって、EZナビ
ウォークでは常に自分の向いている方向
が上向きになるように地図を自動的に回
転させることができます。G'zGEARで
は、方位と角度を表示できます。

スポーツタイマー

試合時間を計測したり、インターバルを
計測したり、LAPタイム／SPLITタイム
を計測することができます。

グローバルパスポートGSM

W62CAは、au ICカードを利用したグ
ローバルパスポートGSMに対応してい
ます。
グローバルパスポートGSM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「グローバルパスポート
端末レンタルサービスご利用ガイド」を
ご参照ください。

LISMO

着うたフル®や音楽CDの楽曲データを
LISMO Playerで再生したり、「au one
ミュージック」のサイトへ接続して着う
たフル®などのダウンロードや音楽CDの
購入などができます。

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。

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。

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、データ
フォルダ内のデータなどを送受信できま
す。
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困ったときは
症状は？ ご確認ください 対処方法 ページ

電源が
入らない

電池パックが正しく取り
付けられていますか？

電池パックを正しく取り付けてください。
→『W62CA取扱説明書』の「付録」／
　「電池パックを交換する」

－

電池パックが充電されて
いますか？

電池パックを充電してください。※ P.12

Fを2.5秒以上長押しし
ましたか？

Fを2.5秒以上長押ししてください。 P.14

電話が
かけられない

画面に「圏外」が表示され
ていませんか？

「圏外」が表示されない所で電話をかけて
ください。

P.14

電話番号は市外局番から
入力していますか？

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。

P.26

電源は入っていますか？ Fを2.5秒以上長押ししてください。 P.14

Nは押しましたか？
電話番号を入力した後、Nを押してくだ
さい。

P.26

電波OFFモードが設定さ
れていませんか？

電波OFFモードを解除してください。 －

電話が
かかって
こない

画面に「圏外」が表示され
ていませんか？

「圏外」の表示が消える所まで移動してく
ださい。

P.14

電源は入っていますか？ Fを2.5秒以上長押ししてください。 P.14
電波OFFモードが設定さ
れていませんか？

電波OFFモードを解除してください。 －

キーを押しても
反応しない 電源は入っていますか？ Fを2.5秒以上長押ししてください。 P.14

警告音が鳴り、
電源が切れる

電池パックの残量が少な
くなっています。

電池パックを充電してください。 P.12

電話が勝手に
応答する

簡易留守メモが設定され
ていませんか？

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。

P.33

ドライブモードに設定さ
れていませんか？

(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。

P.4

相手の声が
聞こえない

受話音量が小さくなって
いませんか？

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。

P.32

受話口を耳でふさいでい
ませんか？

受話口が耳の中央に当たるようにしてく
ださい。

－

※電池残量が少ない場合、電源を入れると、「Now Loading…」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auのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障
診断」でご案内しております。
・W62CAからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・パソコンからは→http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

　アフターサービスについて
　→『W62CA取扱説明書』の「付録」／「アフターサービスについて」
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■ 遠隔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、W62CAに着
信を繰り返すことでオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけること
ができます。

待受中にc414を押し、ロック
No.を入力してc（OK）を押す。

1（有効番号リスト）を押し、jで「新規
登録」を選択してc（選択）を押す。
電話番号を入力して%（完了）を押す。

電話番号はアドレス帳／発信履歴／着信履歴／送信メール履歴／受信メール履
歴／メモ帳／プロフィール／公衆電話から発信元番号を選択するか、直接入力し
ます。最大3件の電話番号を登録できます。

2（指定時間）を押し、指定時間を入力して
c（設定）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（設定）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。

%（保存）を押す。

W62CAを紛失してしまったときのために
遠隔ロックを設定しておくと、遠隔操作でW62CAにオートロックとFeliCa
ロック、アドレス帳ロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。
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■ 遠隔操作でW62CAにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳
ロックをかけましょう

「■ 遠隔ロックの動作環境を設定しましょう（P.84）」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、W62CAに電話をかける。

「遠隔ロックに設定しました」とガイダンスが流れ、オートロックとFeliCaロッ
ク、アドレス帳ロックがかかります。

◎ W62CAの電源が入っていない場合や、W62CAがサービスエリア外にある場合、
「電波OFFモード（M52）」が「ON」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W62CA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（M414）」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、W62CA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（M414）」の「データ消去」の設定は、お買い上げ時は「消去しない」に
設定されています。「消去する」に設定すると、遠隔ロックの起動時に「メモリリセッ
ト（M453）」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、『W62CA取扱説明書』の「機能設定」／「プライバ
シー／制限（M4）」／「遠隔ロック（M414）」をご参照ください。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけましょう
あらかじめ遠隔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、ア
ドレス帳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auお客さまサポート（http://cs.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。）
※MyKDDIは2008年春より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法は
MyKDDIと変わりありません。

安心ロックサービスの詳細については、『W62CA取扱説明書』の「機能設定」／
「プライバシー／制限（M4）」／「遠隔ロック（M414）」をご参照ください。



86

Earpiece

FeliCa mark

au IC-Card/
microSD memory 
card slot

Camera start indicator

Camera lens
Built-in TV antenna

Battery pack/cover

Optical sensor

Built-in antenna

Address book key

End/Power key

Microphone

Application key

Temperature sensor

Sub display

Bumper A

Bumper B

LED indicator

EZ key
Clear/Memo key Screw type battery lock

Photo light/Pocket light

Infrared port

Mail key
Answer/Pair key

Number keys

Main display

Speaker

Left Right

Center
key

Down

Up

Charging terminals

External 
connection jack

Manner key Multi key

Flat-type stereo earphone jack

Up/Down key (side)

Strap eyelet

English Simple Manual（簡易英語版）

● 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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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(Select). 
  Enter the data.  Press %(Reg).

●Recalling Data
 From the stand-by screen: Press & to display the Address Book screen. 
  Use s to select tab for the record you want. 
  Use j to select the name of the record. 
  Press c(Detail) to view the record in detail.

● Using the Camera (Movie and Snapshot)

●Recording a Movie Clip
 From the stand-by screen: Press c.  Use a to select ［Camera］.  Press c(Select).
  Press 3(Movie).  

  Press c(Record) to start recording.  Press c(Stop) to stop recording. 

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

●Taking a Snapshot
 From the stand-by screen: Press c.  Use a to select ［Camera］.  Press c［Select］.

  Press 1(Photo (W.paper Mode)).

  Press c(Shoot) to take a snapshot. 

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

● Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA
0 0 5 3 4 5  1  2 1 2　  1 2 3 　△△△△　 　N.

 

● English Voice Mail Answering Messages

You can confi gure 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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