
microUSBケーブル０１取扱説明書（共通）

このたびはmicroUSBケーブル０１（以下、「本製品」と表記します。）をお買い上げ
いただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前にこの「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

この「安全上のご注意」には、本製品をお使いになるお客様や他の人々へ
の危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を記
載してあります。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

＜免責事項について＞
●地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による
　行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件
　下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
●本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変
　化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を
　負いません。
●「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社
　は一切責任を負いません。
●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせる誤動作などから
　生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険が切
迫して生じることが想定される内容」を示しています。

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

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

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

「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低
温）・感電などを指します。

●表示の説明

危険
警告

注意

※1

※2

「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指し
ます。

※3

microUSBケーブル01

＜構成品＞

製品の取り扱いにおいて、
禁止（してはいけないこと）
を示します。

分解してはいけないことを
示します。

水がかかる場所で使用した
り、水に濡らしたりしてはい
けないことを示します。

製品の取り扱いにおいて、
指示に基づく行為を強制し
ます。

※本製品は、au電話専用です。ただし、一部の機種ではご利用に
なれません。対応機種についての最新情報は、auホームページ
をご確認いただくか、auショップもしくはお客さまセンターへご連
絡ください。

●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくこ
とをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしま
うことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず、当社としては責
任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意 安全にお使いいただくために
必ずお読みください。

■各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

強制

禁止

分解禁止

水濡れ禁止

強制

禁止

分解禁止

水濡れ禁止

必ず指定のau電話および周辺機器をご使用ください。
指定以外のau電話および周辺機器を使用すると、発熱・発火・破裂・故
障・漏液の原因となります。指定の機器についてはau電話本体の取扱
説明書をご確認ください。

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火
性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
発火・破裂・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に本製品を入れないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

危険（必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください）

ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注
意表示を厳守し、各取扱説明書の記載内容に従って正しくお使
いください。

分解・改造・お客様による修理をしないでください。
故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより不具合が
生じても、KDDI㈱・沖縄セルラー電話㈱では一切の責任を負いかねます。

使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱するなど異常
が起きたら、すぐに使用を中止してください。異常が起きた場合は、
auショップもしくは、お客さまセンターへご連絡ください。

本製品を傷つけたり、加工したり、無理に引っ張ったり、ねじった
り、重いものを載せたりしないでください。
変形・破損・傷害・火災の原因となります。

水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接か
かる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた
手での使用は絶対にしないでください。
感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液
体がかかってしまった場合には、直ちに本製品をau電話本体およびお使
いのパソコンから外してください。

警告（必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください）

禁止

禁止

強制

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

直射日光のあたる場所（自動車内など）、ほこりや振動の多い場所
では使用・保管をしないでください。また、極端な高温・低温・多湿
はお避けください。
発熱・発火・変色・変形や故障の原因となります。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・故障の原因になります。

本製品の接続端子に液体・金属片・燃えやすいものなどの異物を
入れないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。
落雷・感電のおそれがあります。

注意（必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください）

※これらの品名（型名）が対象となります。

microUSBケーブル01
microUSBケーブル01ネイビー
microUSBケーブル01グリーン
microUSBケーブル01ピンク
microUSBケーブル01ブルー

（0301HVA）
（0301HBA）
（0301HGA）
（0301HPA）
（0301HLA）

※microUSBケーブル01（0301HVA）は白色です。



本製品は対応機種であれば、高速データ通信が可能です。一部の
機種でご使用できない場合もございますので、お使いのau電話の
取扱説明書をよくご確認してお使いください。
本製品をパソコン（またはUSBハブ）に接続する前に、USBドライ
バをインストールする必要があります。USBドライバがインストールさ
れていない状態で本製品をパソコン（またはUSBハブ）に接続しな
いでください。
USBドライバのインストール方法などにつきましては、インストールマ
ニュアルをご覧下さい。
なお、auホームページの下記サイトより最新のUSBドライバをダウ
ンロードすることができます。
http://www.au.kddi.com/usbwin

1.　USBドライバのインストール

au電話本体の外部接続端子のカバーを開けて、本製品を接
続します。

2.　接続のしかた

強制

禁止

禁止

お子様の手の届く場所には置かないでください。
誤って飲み込んで窒息するなど、傷害の原因となる場合があります。

お子様がご使用になる場合は危険な状態にならないように保護
者の方が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中において
も指示どおりに使用しているかご注意ください。

皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医へ
ご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・
湿疹などを生じる場合があります。
本製品は、以下に記載の材料を使用しています。

注意（必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください）

【取扱上のお願い】

【ご使用方法】

【お問合せ先】

【仕　様】

●サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）では正常にデ
ータ通信ができない場合があります。接続するときは電波の届く場所で行って
ください。また、電波の届く場所でも、環境により通信が不安定になったり切断
される場合があります。そのような場合には、再度接続してご使用ください。

●本製品と他のUSB機器（USBスピーカーやUSBモデムなど）を同時に使用す
ると、処理速度が遅くなったり、送受信時にデータ抜けが発生する可能性があ
ります。通信中にはそれらのUSB機器と併用しないでください。

●microUSBケーブル01をau電話本体に巻き付けて使用しないでください。
　故障の原因となります。

●使用しないときは接続端子にほこりが入らないようにご注意ください。

●microUSBケーブル01を振り回さないでください。断線や故障の原因となり
ます。

●本製品をau電話本体やパソコンから抜くときは、microUSBケーブル01を引っ
張らずにコネクタを持って抜いてください。

●本製品のコネクタをau電話本体やパソコンに接続するときは、奥まで確実に
差し込んでください。また、接続部に対して平行に抜き差ししてください。故障や
動作不具合の原因となります。

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

●持ち運ぶ際や保管するときは、接続端子へのゴミの付着や変形、破損、紛失し
ないようご注意ください。

●接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不
良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて接続端子を変
形させないでください。

●ペットが本製品に噛みついたり、飲み込んだりしないようにご注意ください。

使用箇所
ケーブル
コネクタ

使用材料 表面処理
エラストマー樹脂
エラストマー樹脂、鋼、銅合金 Niメッキ

商品コード 0301HVA、0301HBA、0301HGA、0301HPA、0301HLA
使用コネクタ USB Aタイプ、microUSB Bタイプ
ケーブル長さ 約0.92m（コネクタ差込部分含まず）

本製品は、パソコンの電源のON/OFFに関わらず、取り外すことが
できます。

3.　コネクタの外し方

Windowsのデスクトップ画面が表示されていることを確認後、
パソコン（またはUSBハブ）のUSBポートに本製品のUSBコネ
クタを差し込みます。

●本製品とau電話本体を接続する場合は、正しい向きで接続してください。誤
った向きに接続すると、故障や破損の原因になります。また、うまく接続できない
ときは、無理せず接続部を十分に確認してから接続してください。
au電話によって外部接続端子の位置や向きが異なりますので、au電話の取
扱説明書で必ず確認してください。

●USBコネクタは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると故障
や破損の原因になります。うまく接続できないときは、無理せず接続部を十分
に確認してから接続してください。パソコン（またはUSBハブ）のUSBポートの
位置は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
●USBドライバがインストールされていない状態で差し込まないでください。
なお、お使いのau電話メーカーのホームページ、もしくはauホームページにて
USBドライバの入手方法をご案内してあります。
auホームページ：http: //www.au.kddi.com/usbwin

●パソコンの電源が入っている時に取り外す場合は、本製品を使用していな
い（回線切断中である）事を確認し、パソコンの「ハードウェアの安全な取り外
し方」の手順に沿って取り外しを行ってください。
●au電話から本製品を取り外す場合は、microUSBケーブルのmicroUSBコ
ネクタをまっすぐ引き抜いてください。斜め方向に引き抜くと破損の原因となり
ます。

発売元　KDDⅠ株式会社
　　　　沖縄セルラー電話株式会社
製造元　ホシデン株式会社
　　　　　　　2011年5月　第1版

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご
了承ください。
●下記の保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理または交換をお
約束するものですので、必ずお客様本人でご記入をお願いいたします。

お客さまセンター（総合案内）

■一般電話から　　　　0077-7-111（通話無料）

■au電話から　　局番なし　157　（通話無料）

Pressing ”zero” will connect you to an operator,
after calling ”157” on your au cellphone.

microUSBケーブル01 microUSBコネクタ
USBコネクタ

au電話本体の外部接続端子の向きに合わせる。
確実に奥までまっすぐ差し込む。

1

1

2

水平に差し込む

microUSB
コネクタ

外部接続端子

2
1.
2.

発売元　KDDⅠ株式会社
　　　　　東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
　　　　沖縄セルラー電話株式会社
　　　　　沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
　　　　お客さまセンター　　　0077-7-111

製造元　ホシデン株式会社

本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理または交換をお約束するもの
です。したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後
の修理についてなどご不明点は、KDDⅠ㈱・沖縄セルラー電話㈱お客さまセンター（下記）
及び、auショップ、PiPitなどにお問合せください。

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

保証期間 お買上げ日より　1年

型　　名

カ ラ ー ホワイト

0301HVA
品　　名 microUSBケーブル01

お買上げ日※

※お買い上げのカラー
に○を記入して下さい。

お 客 様

年　　　月　　　日

お名前

販売店※

店名・住所
（持込み修理）

電話番号

ご住所

様

電話番号

ネイビー

0301HBA
グリーン

0301HGA
ピンク

0301HPA
ブルー

0301HLA

保証書

年月日 修 理 内 容 修理店・担当
修理メモ

《無償修理規定》

＊

1.

2.

3.

　

4.
5.

6.

7.
8.

9.

・修理および交換した商品（部品）は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取ら
せていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために
記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

（注）

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
カラー記入欄に複数○がある場合は無効となります。

切取り線 切取り線

02020343
テキストボックス




