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au「新周波数」対応機種への変更のお願い 

 

このたび、KDDI より、周波数の有効利用などを目的とした 800MHｚ帯周波数への切り替

えに伴い、切替後の周波数に対応しない一部の機種が、2012 年 7 月 22 日（日）をもってご

利用いただけなくなるとの発表がございました. 

http://www.au.kddi.com/seihin/cdma1x/index.html 

（※添付の PDF ファイルも参照ください。） 

これに伴い、現在、弊社 ALC-Mobile（au 対応版）でお使いいただいている携帯電話の機

種が下記である場合は、上記期限までに機種変更をしていただく必要がございます。 

 

【機種変更しないと、ご利用いただけなくなる機種】 

A5503SA，A5511T，W21CA，W21SA，W21T，W22SA，W31CA，W31T，

W32T，W33SA，W41CA，W41H，W41SA，W42SA，W43H，W44K(Ⅱ)，

W51CA，E02SA，W44T(Ⅱ)，W52P，E03CA 
 

恐れ入りますが、現在お使いの機種をご確認いただき、上記に該当する場合は機種変更

をしていただきますようお願い申し上げます。すでに対応機種をご使用いただいているユー

ザー様におかれましては、今回、新たなお手続きの必要はございません。 

尚、機種変更のお手続きは、au 販売店もしくはお近くの au ショップへお申込みください。 

【注意事項】 

１） 変更する機種は ALC-Mobile 対応機種リスト（別紙）からお選びください。 

２） ALC-Mobile 対応機種のうち、KDDI の無料交換対象となるのは「K006」と「K010」にな

りますが、この２機種は２軸ではございません（簡単自分撮りができません）。 

３） ２軸機種をご希望の場合 2012 年 3 月中旬までにサポート窓口までご連絡ください。 

４） 携帯の機種変更による ALC-Mobile 本体側での変更の必要はございません。 

５） au は SIM カード（IC カード）の差し替えだけでは使用できません。機種変更のお手続

きは、必ず au 販売店を通して行って下さい。 

６） 機種変更後は、改めて「ALC-Mobile」アプリをダウンロードし、送信先の設定を行う必

要がございます。アプリのダウンロード方法、送信先の設定方法は別紙をご確認くだ

さい。 

７） その他、ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。 

サポート窓口：0120-609-100（9:00～17:30 年中無休） 

以 上 



有線　KDDI（au）版　 ※　2006年夏モデル以降のみ表示 20120130更新

機種 BREW
アプリ

バージョン
２軸ヒンジ

(簡単自分撮り)
備考

W53T 3.1 3.5.0 ○ ※1
W53CA 3.1 3.5.0 ○ ※1
W52CA 3.1 3.6.0 ○ ※1
W53K 3.1 3.6.0 ○ ※2・※3
W61CA 3.1 3.6.0 ○ ※1
W61K 3.1 3.6.0 × ※2・※3
W62K 3.1 3.6.0 × ※2・※3
W63K 3.1 3.6.0 × ※2・※3
W64K 3.1 3.6.0 ○ ※2・※3
W65K 3.1 3.6.0 × ※2・※3
W62P 3.1 3.6.0 × ※1
NS01 3.1 3.6.0 × ※2・※3
K002 3.1 3.6.0 × ※2・※3
K003 3.1 3.6.0 × ※2・※3
K006 3.1 3.6.0 × ※2・※3
K008 3.1 3.6.0 × ※2・※3
K010 3.1 3.6.0 × ※2・※3
misora iida (KYX02) 3.1 3.6.0 × ※2・※3
PRISMOID iida (KYX03) 3.1 3.6.0 × ※2・※3
W44T（Ⅱ） 3.1 3.7.0 ○ ※1
W52P 3.1 3.7.0 × ※1
E03CA 法人 3.1 3.7.0 × ※1
E07K 法人 3.1 3.6.0 × ※2・※3
E10K 法人 3.1 3.6.0 × ※2・※3
W63SA 4.0 4.0.3 ○ ※4
W64SA 4.0 4.0.3 ○ ※4
W63CA 4.0 4.0.3 ○ ※4
W63H 4.0 4.0.3 ○ ※4
CA001 4.0 4.1.0 ○ ※4
CA002 4.0 4.0.3 × ※4
CA003 4.0 4.0.3 ○ ※4
CA004 4.0 4.0.3 ○ ※4
CA005 4.0 4.1.0 ○ ※4
CA006 4.0 4.1.0 ○ ※4
G’ｚOne TYPE-X 4.0 4.1.0 × ※4
SH001 4.0 4.0.3 ○ ※4
SH002 4.0 4.1.0 ○ ※4

ALC-Mobile　機種対応表

SH002 4.0 4.1.0 ○ ※4
SH003 4.0 4.0.3 ○ ※4
SH004 4.0 4.0.3 ○ ※4
SH005 4.0 4.0.3 × ※4
SH006 4.0 4.1.0 ○ ※4
SH007 4.0 4.1.0 × ※4
SH008 4.0 4.1.0 ○ ※4
SH009 4.0 4.1.0 × ※4
SH010 4.0 4.1.0 ○ ※4
SH011 4.0 4.1.0 × ※4
Mobile Hi‐Vision CAM
Wooo

4.0 4.0.3 × ※4

E05SH 法人 4.0 4.0.3 × ※4

K009
4.0

(BMP1.0)
4.2.0 × ※4

URBANO AFFARE
4.0

(BMP1.0)
4.2.0 × ※4

● 測定時、Bluetooth搭載機種は接続を停止してください。

※1-カメラプレビュー中は音が鳴らない
※2-カメラプレビュー中は電子音のみ鳴る
※3-撮影後のプレビュー画像が真ん中から２つに分割される(京セラ系)・・・ただし撮影後の画像に影響なし
※4-パケット節約設定が反映されない(写真サイズ縮小機能)・・・BREW3.1機種でも端末によって反映されません。

Ver3.5.0・・・2006年夏以降モデル仕様
Ver3.6.0・・・メール送信先振分機能
Ver3.7.0・・・2006年夏前モデル・メール送信先振分機能・ライトオート点灯（※W44T(Ⅱ)は点灯しません）
Ver4.0.3・・・BREW4.0対応・メール送信先振分機能・検知後の赤画面表記
Ver4.1.0・・・Ver4.0.3 + 測定器シリアル番号送信機能（※【Ver4.1.0について】をご覧ください。）
Ver4.2.0・・・Ver4.1.0 + BMP1.0端末に対応
※Ver4.0.1およびVer4.0.2を使用している場合は、最新のバージョンにアップしてください。



● 以下の端末は検証を行いましたが、対応できませんでした。
「W51H」「W62S」「W64S」「W62PT」「W63SH（URBANO）」「W63S(re)」「INFOBAR 2（W55SA）」
「SOY02 BRAVIA Phone U1」「URBANO BARONE(SOY03)」「URBANO MOND（SOY04）」
「S003」「F001」「SA002」「K007」「T007」「CA007」「S007」

注意
● リストにない機種については別途対応試験が必要です。
　（※対応出来ないということではありません。法人端末についてもお問合わせください。）
● 機種によっては対応試験に２～４週間かかります。
● 対応機種は随時追加していきます。

　

～ バージョンアップに関しての注意点 ～

BREW4.0機種およびW44T(Ⅱ)はアプリのバージョンアップをしています。

アプリ画面でALC-Mobileアプリを選択し、メニューから「バージョンアップ確認」で

バージョンアップを行えますが、設定された内容は初期化されます。

あらかじめデータをメモ等に書き写してからバージョンアップを行うようにしてください。

履歴も初期化されますので、ご注意ください。

※バージョンが古いものは必ずバージョンアップを行ってください。

【Ver4.1.0について】

アプリバージョン4.1.0対応のALC-Mobile本体からシリアル情報を受信し、

メール送信で従来の測定結果等に加えシリアル情報も送ります。

また、従来のALC-Mobile本体のROMバージョンでも測定を行うことができます。

その際はメール送信でシリアル情報は送りません。

※ALC-Mobile本体からのシリアル番号受信によりアルコール測定開始から

メール送信開始までにかかる時間が通常の約４倍（15～22秒）かかります。

（※GPS測位やメール送信中の時間は変わりません。）

【パケット数について】

１測定あたり

au・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約210パケット

ドコモ有線・・・・・・・・・・・・・・・・約150～200パケット

ドコモBluetooth自動・・・・・・・・約100～200パケット

ドコモBluetooth手動・・・・・・・・約250～300パケット

ソフトバンク・・・・・・・・・・・・・・・約150～200パケット

※ALC-Mobileのパケットは法人系サービスのご利用通信料に含まれます。

（ALC-Mobileの通信料はEメールサービスとは異なりますのでご注意ください！）

※パケット節約設定を行うと約１/2のパケット数になります。（au BREW3.1以前のみ）

（BREW4.0端末からパケット節約設定は反映されません！）

別途ALC-Mobileアプリダウンロードにかかるパケット数は

au・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1280パケット

ドコモ有線・・・・・・・・・・・約500パケット

ドコモBluetooth・・・・・・・約1900パケット

ソフトバンク・・・・・・・・・・約900パケット

※パケットに関する数値はあくまでも目安となります。

※パケット数は使用環境、機種仕様によって変わります。

【パケット数について】

１測定あたり

au・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約210パケット

ドコモ有線・・・・・・・・・・・・・・・・約150～200パケット

ドコモBluetooth自動・・・・・・・・約100～200パケット

ドコモBluetooth手動・・・・・・・・約250～300パケット

ソフトバンク・・・・・・・・・・・・・・・約150～200パケット

※ALC-Mobileのパケットは法人系サービスのご利用通信料に含まれます。

（ALC-Mobileの通信料はEメールサービスとは異なりますのでご注意ください！）

※パケット節約設定を行うと約１/2のパケット数になります。（au BREW3.1以前のみ）

（BREW4.0端末からパケット節約設定は反映されません！）

別途ALC-Mobileアプリダウンロードにかかるパケット数は

au・・・・・・・・・・・・・・・・・・約1280パケット

ドコモ有線・・・・・・・・・・・約500パケット

ドコモBluetooth・・・・・・・約1900パケット

ソフトバンク・・・・・・・・・・約900パケット

※パケットに関する数値はあくまでも目安となります。

※パケット数は使用環境、機種仕様によって変わります。



Android版（Bluetooth）　NEW

バージョンはAndroid2.3以上となります。Android2.2以下のもはアップデートしてください。

キャリア インカメラ 備考
au ×
au ○
au ×
au ×
au ×
au ×
au ×

docomo × SD対応
docomo ○ SD対応
docomo ○ SD対応
docomo ○
docomo ×
docomo ×
docomo ×
docomo ×
docomo ×

SoftBank ○
SoftBank × 2軸端末
SoftBank ×
SoftBank ×
SoftBank ×

SD対応について・・・オプション機能のメーラーによる測定結果送信が、SDカードが未挿入時の場合でも送信可能。
2軸端末について・・・アウトカメラでも自分撮りが簡易に行えます。

注意
● リストにない機種については別途対応試験が必要です。（Android2.3以上）
　（※対応出来ないということではありません。）
● 機種によっては対応試験に２～４週間かかります。
● 対応機種は随時追加していきます。

AQUOS PHONE（009SH）

GALAXY S（SC-02B）

IS12SH

IS11T

P-07C
F-12C

IS11PT（MIRACH）
EIS01PT　法人

A01（INFOBAR）

機種
IS11SH

AQUOS PHONE（006SH）

003P

AQUOS PHONE f（SH-13C）

008Z

AQUOS PHONE（007SH）

IS11S（XPERIA acro ）

GALAXY Tab（SC-01C）
GALAXY S II（SC-02C）
AQUOS PHONE（SH-12C）

Optimus bright（L-07C）
Xperia acro（SO-02C）

～ キャリアを変更される場合の注意点 ～

ALC-Mobileは各キャリアによって製品が異なりますので、

ご自身でキャリアを変更された場合、

お手持ちのALC-Mobileでは測定が行えなくなりますのでご注意ください。

～ キャリアを変更される場合の注意点 ～

ALC-Mobileは各キャリアによって製品が異なりますので、

ご自身でキャリアを変更された場合、

お手持ちのALC-Mobileでは測定が行えなくなりますのでご注意ください。

ALC-Mobile対応機種についてのお問合わせ

↓

【 042-526-0905 】

～ お問合わせについて ～

防水・防塵などの端末固有の性能・機能に関すること

月々の基本使用料金などの携帯電話ご契約に関すること

以上の内容に関しては、

各キャリアの店頭・ホームページ等でご確認ください。

本対応表に載っていない機種での動作は保証致しません。



【BREWダウンロード】

東海電子株式会社

以下のアプリケーショ

　　　　OK　ﾌﾞﾗｳｻﾞ

。アプリケーション

ダウンロードサイトに
アクセスし、ダウンロ
ードするアプリケーシ
ョンにカーソルを合わ
せ「OK」を選択する。

ンが登録されています

を選択してダウンロー

（1/1）

登録件数：１件

1.ALC-Mobile

「OK」を選択する。

ALC-Mobile

ダウンロード

戻る　　OK

「はい」を選択する。

ALC-Mobile

ダウンロードしますか？

いいえ　はい

Ezwebより
下記ダウンロードサイト（URL）にアクセス
URL:http://www.brew-download.jp/perl/dl.cgi?2w9u8a9Th9（右のバーコードからもアクセスできます）

「OK」 「OK」

アプリケーション利用
規約を確認後、「はい
」を選択する。

アプリ利用規約

ご利用の前に必ず利用

いいえ　はい

規約をお読みください。

（必須）

「はい」

「ALC-Mobile」アプリを起動。

「はい」

　　ALCALC--MobileMobile　　BrewBrewｱﾌﾟﾘ　ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ手順ｱﾌﾟﾘ　ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ手順　　

ドして下さい。

■利用規約

貴殿（お客さま）が東海

電子株式会社…・・

･･････

ALC-Mobile

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ成功しました

いいえ　はい

。今すぐ起動しますか

？

●:接続　　ｸﾘｱ:終了

本体接続の確認

ケーブルを接続詞、

ALC-Mobile本体の電源

を入れて下さい。

「はい」

バーコード読み取り機能を搭
載した携帯電話でご利用いた
だけます



アプリボタンを押し、ALC-Mobileアプリを起動します。

（設定変更の際はALC-Mobile本体は接続しなくて大丈夫です）

決定キーを押して、『ＩＤ入力画面』まで進みます

数字の１～８まで入力し、決定ボタンの右上にあるボタンを押します

※右上のボタンは機種によって、【電話帳】、【アプリ】・・・と異なります

『通信設定』を選んで頂きます

『Ｅメールアドレス』を選んで頂きます
※『Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ』を選択し、右図のようにならない場合は

　　別紙を確認下さい

設定画面は終了ボタンで閉じて下さい

ALC-Mobile　メール送信先変更方法

変更するメールアドレスを入力し、　　　　　　　　　　　　を選択して終了です！

12345678

ｸﾘｱ:終了 ＊:履歴

ＩＤを入力してください

xxxxxx_yyy@zzz.j
p

=OK=

Eメールアドレス

東海電子株式会社

＝ＯＫ＝



◆測定までの流れ

→

測定開始

◆E メールアドレス設定方法

Eメールアドレス         

●：選択　 クリア：キャンセル

①大阪事業所

②立川事業所

③富士営業所

④広島営業所

⑤

- 終了 -         

名称

●：編集　 クリア：キャンセル

Eメールアドレス

大阪事業所

osaka@xxx-xxx.co.jp

・メール送信先を５ヶ所設定可能。 ・名称は 10 文字まで入力可。

・E メールアドレスは今まで通り 256 文字

　「,」区切りで複数送信先設定できる。

ALC-Mobile Ver3.6.0（メール送信先の振り分け機能）

◆送信先指定の有無

送信先指定の有無         

●：選択　 クリア：キャンセル

指定する

省略する        

Eメール送信先の指定を

します

・測定後の測定結果送信先を指定できる。

「指定する」・・・E メール送信先の指定をします。

「省略する」・・・E メール送信先の指定を省略します。省略時のメール送信先は

　　　　　　　　E メールアドレスの「１」に設定した場所に送信します。

メール送信先指定         

●：選択　 クリア：キャンセル

①大阪事業所

②立川事業所

③富士営業所

④広島営業所        

送信先指定

ID 入力・有り ID 入力・無し

●：次へ　 ＊：履歴

123

ID 入力

→ 測定開始

●：次へ　 ＊：履歴

123

ID 入力

→ 測定開始

メール送信先指定         

●：選択　 クリア：キャンセル

①大阪事業所

②立川事業所

③富士営業所

④広島営業所        

送信先指定

測定開始→



機種変更後の作業内容と費用

手順 内容 作業時間
お客様
ご自身で

実施する場合

当社が作業を
申し受けて実施する場合

（センドバック）

当社が作業を
申し受けて実施する場合
（お客様を訪問して）

1 KDDI auのサイトからダウンロード 3分/1台 無料

「端末設定おまかせパック」

¥1,800円(税抜）/台

「端末設定おまかせパック」
¥1,800円(税抜）/台

＜訪問初期セットアップ作業＞
¥12,000円(税抜）/1カ所

2 ダウンロード後の送信先の再設定 5分/台 無料

誠に恐れ入りますが、当該周波数変更にともなう作業は、お客様ご自身により行ったいただく必要があります。
不明な点が御座いましたら、ご連絡いただけますようよろしくお願い致します。




