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付録

 周辺機器のご紹介
■ 電池パック（CAI11UAA） ■ φ3.5イヤホン延長ケーブル

（試供品）

■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
■ 共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
 AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）
 AC Adapter AO（0204PLA）（別売）
 AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）
 AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）
 AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）
 AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）
 AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）
 AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）
 AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）
 AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）
■ 共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）
 共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）
（別売）
 共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）
（別売）
 共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）（別売）
 共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）（別売）

 AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）
（別売）
※ 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。
※ 共通ACアダプタ01（別売）、共通ACアダプタ02（別売）で充電する際は、18芯-microUSB
変換アダプタ01（別売）が必要です。

※ 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、上記（共通ACアダプタ01以外）
の海外で使用可能なACアダプタを必ずご使用ください。

■ microUSBケーブル01（0301HVA）
（別売）
 microUSBケーブル01 ネイビー
（0301HBA）（別売）
 microUSBケーブル01 グリーン
（0301HGA）（別売）
 microUSBケーブル01 ピンク（0301HPA）（別売）
 microUSBケーブル01 ブルー（0301HLA）（別売）
※ お使いのmicroUSBケーブルによりイラストと形状が異なることがあります。

■ auキャリングケースF
ブラック（0105FCA）（別売）
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 ■ microUSBモノラルイヤホン01（0301QLA）（別売）
 ■ microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01（0301QVA）
 （別売）  
※ microUSBモノラルイヤホン01（別売）、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01
（別売）をご使用の際は、アプリケーションによってはイヤホンのスイッチが動作しない場
合があります。

 ■ 平型-microUSB変換アダプタ01（0301QXA）（別売）
 ■ 3.5φ-microUSB変換アダプタ01（0301QNA）（別売） 
 ■ 18芯-microUSB変換アダプタ01（0301QYA）（別売）
 ■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）
 ■ 共通DCアダプタ03（0301PEA）（別売）
 ■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）
 ■ ポータブル充電器02（0301PFA）（別売）

◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ（http://www.au.kddi.com）
にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。

◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
http://auonlineshop.kddi.com

 電池パックを交換する
電池パックは、IS11CA専用のものを使用して正しく取り付けてくだ
さい。

◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」（▶P.16、▶P.21）を
ご参照ください。

■ 電池パックカバーを取り外すときのご注意
電池パックカバーを取り外すときは、右図の 

部（カメラ周辺）に指を強く押しつけ
ながら電池パックカバーを引き上げないでく
ださい。極端に反らせた状態にすると、電池
パックカバーが破損し、けがなどの原因とな
ります。

電池パックを 取り外す
電池パックを取り外すときは、本体の電源を切ってください。

1 バッテリーロックをFREE側
にスライドする



216

付
録
／
索
引

2 IS11CA本体の凹部から電
池パックカバーを矢印の方向
へ引き上げる

3 電池パックのPULLタブを
持って、矢印の方向に引き上
げて取り外す

◎ 電池パックを取り外すときは、PULLタブを持って上に引くようにしてく
ださい。PULLタブ以外から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損す
るおそれがあります。

◎ 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

凹部

PULLタブ

電池パック

 電池パックを 取り付ける

1 バッテリーロックがFREE
側になっていることを確認
する

2 電池パックのPULLタブが電池
パックの破線内に密着している
ことを確認し、IS11CA本体の
接続部の位置を確かめて、電池
パックを確実に押し込む

3 電池パックカバーの上端3箇所
のツメを斜めにして本体の凹部
へ入れ、電池パックカバーを閉
じる

IS11CAの
接続部

PULLタブ

凹部

ツメ
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4 電池パックカバーの図中
○マーク位置8箇所を確実に
押し、電池パックカバー全体
に浮きがないことを確認し
てからバッテリーロックを
LOCK側にスライドする

◎ microSDメモリカード、au ICカードが確実に装着されていることを確認
してから電池パックを取り付けてください。不完全な場合、microSDメモ
リカードやau ICカード、電池パックが破損するおそれがあります。

◎ 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池
パックカバー破損の原因となります。

◎ 電池パックカバーのツメが本体に乗り上げた状態で電池パックカバーを指
で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

共通 DCアダプタ03（別売）を使用して
充電する

電池パックをIS11CAに取り付けた状態で充電してください。

1 IS11CAに共通DCアダプタ03（別売）を接続する
外部接続端子キャップ（1-1）を開け、共通DCアダプタ03（別売）の
microUSBプラグを、先端の形状を確認して差し込みます（1-2）。

1-1

1-2

2 共通DCアダプタ03（別売）のプラグをシガーライタ
ソケットに差し込む
IS11CAのLEDランプが赤色に点灯します。

充電時間は約210分です

IS11CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くな
ります。
充電が完了すると、赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。
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3 充電が終わったら、IS11CAから共通DCアダプタ03
（別売）のmicroUSBプラグをまっすぐ引き抜く

4 IS11CAの外部接続端子キャップを閉じる
5 共通DCアダプタ03（別売）のプラグをシガーライタソ
ケットから抜く

 イヤホンを使用する
イヤホン（市販品）を接続して使用します。

1 IS11CAにイヤホン（市販品）を接続
IS11CAのイヤホン端子キャップを開け、IS11CAにイヤホン（市販
品）のコネクタを差し込みます。

◎ IS11CAのイヤホン端子にイヤホン（市販品）のコネクタを最後まで差し込
めない場合は、φ3.5 イヤホン延長ケーブル（試供品）を使用してイヤホン
（市販品）をIS11CAに接続してください。

 microUSBステレオ イヤホン変換アダプタ
01（別売）を使用する

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01（別売）とステレオイヤ
ホン（市販品）を接続して使用します。

1 IS11CAにmicroUSBステレオイヤホン変換アダプタ
01（別売）を接続
IS11CAの外部接続端子キャップを開け、microUSBステレオイヤホ
ン変換アダプタ01（別売）のmicroUSBプラグの向きを確認し、平行に
差し込みます。

2 microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01（別売）に
ステレオイヤホン（市販品）を接続
microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01（別売）にステレオイヤ
ホン（市販品）のコネクタを差し込みます。

◎ microUSBモノラルイヤホン01（別売）を使用する場合は、microUSBモ
ノラルイヤホン01（別売）のmicroUSBプラグをIS11CAの外部接続端子
に接続してください。

◎ microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01（別売）／microUSBモノラ
ルイヤホン01（別売）のスイッチは、音声着信時と通話中のみご使用になれ
ます。着信中にスイッチを押すと、通話が開始されます。通話中にスイッチ
を押すと、マイクがOFFになります。もう一度押すと、マイクがONになりま
す。

通話を終了する

1 通話を終了するときは、microUSBステレオイヤホン変
換アダプタ01（別売）のスイッチを長押しする
通話が終了します。
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 故障とお考えになる前に
こんなときは ご確認ください 参照

Pを押しても電源
が入らない

電池パックは充電されていますか？ P.34

電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.216

電池パックの端子が汚れていませんか？ P.19
Pを2秒以上長押ししていますか？ P.36

電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか？ P.34

電源起動時のアニメー
ション表示中に電源が
切れる

電池が切れていませんか？ P.34

電話がかけられない 電源は入っていますか？ P.36
au ICカードが挿入されていますか？ P.39
電話番号が間違っていませんか？
（市外局番から入力していますか？）

P.70

電話番号入力後、  をタップしていますか？ P.70
「エリア設定」が間違っていませんか？ P.210
「機内モード」が設定されていませんか？ P.167

電話がかかってこない 電波は十分に届いていますか？ P.47
サービスエリア外にいませんか？ P.47
電源は入っていますか？ P.36
au ICカードが挿入されていますか？ P.39
「エリア設定」が間違っていませんか？ P.210
「着信拒否」が設定されていませんか？ P.170
「機内モード」が設定されていませんか？ P.167
着信転送サービスが設定されていませんか？ P.199

 （圏外）が表示され
る

サービスエリア外か、電波の弱い所にいませ
んか？

P.47

内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませ
んか？

P.33

「エリア設定」が間違っていませんか？ P.210

こんなときは ご確認ください 参照
Wi-Fiがつながらない Wi-Fiの電波は十分に届いていますか？ P.48

Wi-Fiの設定をしましたか？ P.184
ディスプレイ、LEDラ
ンプは点灯、点滅する
が着信音が鳴らない

着信音量が最小に設定されていませんか？ P.170

マナーモードに設定されていませんか？ P.154

充電ができない 充電用機器は正しく接続されていますか？ P.35
電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.216

録画サイズを「HD」に設定してムービーを起
動していませんか？
充電する場合は、ムービーを終了するか、録画
サイズを「HD」以外に設定してください。

ー

キー／タッチパネルの
操作ができない

電源は入っていますか？ P.36
「画面ロック」が設定されていませんか？ P.172
電源を切り、もう一度電源を入れ直してみて
ください。

P.36

おサイフケータイ®が
使えない

電池が切れていませんか？ P.34
「おサイフケータイ ロック設定」が設定され
ていませんか？

P.156

タッチパネルで意図し
た通りに操作できない

タッチパネルの正しい操作方法をご確認くだ
さい。

P.44

電源を切り、もう一度電源を入れ直してみて
ください。

P.36

au ICカード（UIM）
エラーと表示される

au ICカードが挿入されていますか？ P.39
異なるau ICカードを挿入していませんか？ P.38

P.39
充電してくださいなど
と表示された

電池残量がほとんどありません。 P.34

電池パックを利用
できる時間が短い

十分に充電されていますか？
※ 赤色のLEDランプが消灯するまで、充電してくださ
い。

P.34

電池パックが寿命となっていませんか？ P.17
 （圏外）が表示される場所での使用が多く

ありませんか？
P.47

ecoモードを利用してください。 P.171
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こんなときは ご確認ください 参照
電話をかけたときに
受話口から「プーッ、
プーッ、プーッ…」と
音がしてつながらない

サービスエリア外か、電波の弱い所にいませ
んか？

P.47

無線回線が非常に混雑しているか、相手の方
が通話中ですのでおかけ直しください。 ー

ディスプレイの照明が
すぐに消える

バックライトを自動消灯するまでの時間が短
く設定されていませんか？

P.171

画面照明が暗い 「画面の明るさ」が暗く設定されていません
か？

P.171

相手の方の声が
聞こえない

受話音量が最小に設定されていませんか？ P.70
受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が
耳の穴に当たるようにしてください。

P.33

画面が動かなくなり、
どのキーをタップして
も操作できない

電源を切り、もう一度電源を入れ直してみて
ください。

P.36

電話帳の個別の設定が
動作しない

相手の方から電話番号の通知はありますか？
通知がない場合は、電話帳に登録された画像
は表示されず、電話帳に設定された着信音も
鳴りません。

ー

同じ電話番号が2件以上電話帳に登録されて
いませんか？

P.78

ウェブページに画像が
表示されない

ウェブページの画像を表示しないように設定
していませんか？

P.117

PCメールを作成でき
ない

PCメールのアカウントは追加しましたか？ P.103

microSDメモリカー
ドを認識しない

microSDメモリカードは正しくセットされ
ていますか？

P.41

microSDメモリカードのマウントが解除さ
れていませんか？

P.176

カメラが動作しない microSDメモリカードはセットされていま
すか？

P.41

電池残量が少なくなっていませんか？ P.34
P.121

本体の温度が高くなっていませんか？ P.121

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサ
ポートでご案内しております。
http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/
index.html
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 アフターサービスについて
■ 修理を依頼されるときは
修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合
わせください。
保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた

します。
保証期間外 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理

いたします。

◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え
ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お
よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら
かじめご了承ください。

◎ 修理の際、当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。

◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービ
スにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客
様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について
当社はこのIS11CA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製
造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機
能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記
入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してくださ
い。

■  安心ケータイサポートについて
au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフター
サービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315
円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大する
サービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしく
はお客さまセンターへお問い合わせください。

◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが
本サービスの提供対象となります。

◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者
に引き継がれます。

◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電
話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイ
サポート」は自動的に退会となります。

◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて
au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛
失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故
障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitま
でお問い合わせください。

■ アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さ
まセンターへお問い合わせください。

お客さまセンター（紛失・盗難・故障・操作方法について）
一般電話からは  0077-7-113（通話料無料）
au電話からは 局番なしの113（通話料無料）
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■ auアフターサービスの内容について
サービス内容抜粋 安心ケータイサポート会員 無料会員
① 保証サービス
注： 保証内の場合、
無償修理

5年保証サービス 3年保証サービス

② 修理代金割引
サービス

注： 水濡れ・全損以外
の故障の場合、
修理代金を割引

全額割引
（無料）

お客様負担額
5,250円（税込）

③ 水濡れ・全損時
リニューアル
サービス

注： 水濡れ・全損の
故障の場合、
リニューアル代金
を割引

お客様負担額
5,250円（税込）

お客様負担額
10,500円（税込）

④ 紛失時あんしん
サービス

注： 盗難・紛失の場合、
解除料の減額
もしくは購入代金
の割引

フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失
した場合

フルサポート解除料
全額免除

フルサポート解除料
お客様負担額

最大10,500円（税込）まで
新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合
新しいau電話購入代金
最大18,900円（税込）

OFF

新しいau電話購入代金
最大6,300円（税込）OFF

⑤ 電池パック無料
サービス

同一au電話を1年以上（ま
たは3年以上）継続利用す
ることで電池パックを1
個プレゼント

なし

⑥ 無事故ポイント
バック

同一au電話を継続利用
で、1年間無事故の場合、
auポイント1000ポイン
トプレゼント

なし

修理代金割引サービス
◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
◎ お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の
場合は補償の対象となりません。

◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対
象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス
◎ お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の
場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス
◎ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察
署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となりま
す。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届
出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。

◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
電池パック無料サービス
◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利
用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）

◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お
申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年ま
での間の計2回（各1個の提供）となります。

無事故ポイントバック
◎ 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あ
んしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご
利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進
呈します。
※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月とな
ります。
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 主な 仕様

ディスプレイ
約3.6インチ、最大約6万5千色、IPS液晶

480×800ドット（ワイドVGA）

質量 約155g（電池パック含む）

 連続通話時間

国内 約450分
海外
（GSM） 約440分

海外
（CDMA）

約550分: アメリカ本土／メキシコ／サイパン／
中国本土／ハワイ／韓国／台湾／
インドネシア／イスラエル／インド／
ベトナム／ニュージーランド／タイ／
マカオ／ペルー／バングラデシュ／
バミューダ諸島／バハマ／
ベネズエラ／香港

※ 対象国は2011年5月時点

 連続待受時間

国内
約240時間（Wi-Fiを利用していないとき）

約130時間（Wi-Fiを利用しているとき）
海外
（GSM） 約400時間

海外
（CDMA）

約290時間： アメリカ本土／メキシコ／
サイパン／中国本土

約400時間： ハワイ／韓国／台湾／
インドネシア／イスラエル／
インド／ベトナム／
バングラデシュ／バハマ／香港

約500時間： ニュージーランド／タイ／マカオ／
ペルー／バミューダ諸島／
ベネズエラ

※ 対象国は2011年5月時点

サイズ（幅×高さ×厚さ） 約66mm×129mm×14.5mm
（最厚部15.6mm）

◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の
電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
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携帯電話機の比吸収率（ SAR）について
■ 携帯電話機の比吸収率（SAR）について
この機種IS11CAの携帯電話機は､国が定めた電波の人体吸収に関す
る技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています｡こ
の携帯電話機は､国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1なら
びに､これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を
遵守するよう設計されています｡
この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際
非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり､その許容値は
使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国
の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に
吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR:Specific 
Absorption Rate）で定めており､携帯電話機に対するSARの許容値
は2.0W/kgです｡この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は
0.533W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ
ともありますが､いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は､携
帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計され
ているため､実際に通話している状態では､通常SARはより小さい値
となります。一般的には､基地局からの距離が近いほど､携帯電話機の
出力は小さくなります｡
この携帯電話機は､側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨の
キャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着し
て使用することで､この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを
満足します※2。
KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場
合には､身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき､金属
部分の含まれていない製品をご使用ください。
世界保健機関は､モバイル機器の使用に関して､現在の科学情報では人
体への悪影響は確認されていないと表明しています｡もし個人的に心
配であれば､通話時間を抑えたり､頭部や体から携帯電話機を離して使
用することができるハンズフリー用機器を利用しても良いとしてい

ます。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関の
ホームページをご参照ください。
（http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_
press/fact_japanese.htm）
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記
載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ：
 http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○ 社団法人電波産業会のホームページ：
 http://www.arib-emf.org/index02.html
○ auのホームページ：
 http://www.au.kddi.com
※1 技術基準については､電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に
国際規格（IEC62209-2）が制定されましたが､国の技術基準については､情報通信審議会情報
通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です｡（2011年3月
現在）
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FCC Notice
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which 

the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for 

additional suggestions.

Warning
The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved 
by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information
In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the 
United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted 
an updated safety standard for human exposure to radio frequency 
electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those 
guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. 
and international standards bodies. The design of this phone complies with 
the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation
This device was tested for typical body-worn operations with the back of 
the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC 
RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches 
(1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the 
phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories 
used by this device must not contain any metallic components. Body-worn 
accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC 
RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying
You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible 
interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) 
regulations require you to have permission from a crew member to use your 
phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, 
FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones
The highest SAR value for this device when tested at the ear is 0.90 W/kg, 
and when worn on the body, 0.70 W/kg.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone 
with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC 
RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on 
file with the FCC and can be found under the Display Grant section of 
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID TYK-BHJ3994.
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on 
the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at 
http://www.ctia.org.
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European RF Exposure Information
Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and is designed 
not to exceed limits for exposure to radio waves recommended by 
international guidelines. These guidelines were produced by independent 
scientific organization, ICNIRP, and include safety margins designed to 
protect all persons, regardless of age and condition of health.
The guidelines apply a unit of measurement known as the Specific Absorption 
Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2W/kg, and when tested at 
the ear, the highest SAR value for this device was 0.699W/kg*.
As testing measures SAR at the highest transmitting power of a device, 
actual SAR tends to be lower during ordinary operation. Lower SAR levels 
are typical during ordinary operation as automatic changes are made within 
the device to ensure the network can be reached with minimal power.
The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific 
information does not indicate the need for any special precautions to be 
adopted when using mobile devices. WHO also notes that those wishing to 
reduce exposure may do so by limiting call length and by using a ‘hands-free’ 
device to distance the phone from the head and body. For further information, 
please see the WHO website: http://www.who.int/emf.
* Note that tests are also carried out in accordance with international testing 

guidelines.

Declaration of Conformity for CDMA CAI11
The product “IS11CA” is declared to conform with the essential 
requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 
3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://k-tai.casio.jp/ 
(Japanese only).
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Safety Precautions
● The precautions must be observed at all times since they contain 

information intended to prevent the bodily injury or damage to property.
● The following describes the meaning of safety symbols and signal words.

■ Pictographs

DANGER
Indicates that death or serious bodily injury may 
result directly and immediately from improper use.

WARNING
Indicates that death or serious bodily injury may 
result from improper use.

CAUTION
Indicates that bodily injury and/or result from 
improper use.

■ Symbols

Don't

Indicates that it is prohibited.

No disassembly

Indicates that it must not be disassembled.

No wet hands

Indicates that you must not touch it with wet hands.

No liquids

Indicates that it must not be used near water, which means 
that you must not let it become wet.

Do

Indicates that it is an instruction-based compulsory conduct 
(must be acted).

Unplug

Indicates that you must unplug the power cord from the 
outlet.

■ Precautions for the Device, Battery Pack, Adapter 
and UIM (au IC-Card) (Common)

This product is designed to operate with AC adaptors limited to 6.2V, 1.5A 
maximum.

DANGER

Use the battery pack and adapter specified for the device. 
Failure to observe this precaution may cause fire, burns, injury or electric 
shock.

Do not use, keep or leave the devices in locations subject to high 
temperatures, such as near fire, indirect sunlight or inside a car 
on a hot day. 
Doing so may cause fire, burns, or injury.

Do not put the devices in a microwave oven or pressurized 
container.
Doing so may cause fire, burns, injury or electric shock.

Do not throw the device into fire.
Doing so may cause the device to ignite, explode, overheat or leak.

Do not place electrically conductive objects (wires, pencil leads, 
etc.) in contact with the external jacks. Do not insert those materials 
inside the terminal.
Doing so may cause fire, burns, injury or electric shock.

Make sure to turn off the devices and stop charging before you 
get close to the places like a gas station where a flammable gas 
is generated.
Doing so may cause the gas to ignite. Turn off the power, when you use 
Osaifu-keitai at a gas station (if the IC card lock is set, turn the power off 
after the lock is released).

Do not disassemble or modify the equipment.
Doing so may cause fire, burns, injury or electric shock.
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WARNING

Do not throw the devices or expose it to strong shocks.
Doing so may cause fire, burns, injury or electric shock.

When thunder is heard outside, stop using the devices immediately. 
Turn off handset and do not touch it.
Failing to do so may attract lightning and cause electric shock. When 
thunder is heard, stop using the devices and move to a safe place such 
as inside a building. 

If the battery fails to charge in the specified time, stop charging 
immediately.
Failing to do so may cause overheating, rupturing or fire.

When you play games or music with an earphone/microphone 
connected to the device, adjust the volume properly.
Too large a volume may lead to defective hearing. Also, hearing 
difficulties may cause an accident.

CAUTION

Do not leave the device in humid, dusty or hot places.
Doing so may cause fire, burns or electric shock.

Do not leave the device on a slope or unstable surface.
The devices may fall and cause injury.

Keep the device out of young children's reach.
A young child may try to swallow it or suffer injury.

Do not touch the devices with sweaty hands or place it into a pocket 
of sweaty clothes.
Sweat and humidity may erode the internal components of the device 
and cause overheating or malfunction.

If something unusual happens, such as unusual odor, overheating, 
discoloration or deformation during use, charge or storage, be sure 
to:
● Unplug the power cord from the power outlet or the cigarette lighter 

socket.
● Turn off the power.
● Remove the battery pack.
● Contact your nearest au shop or Customer Center.

If you touch the warm part of these devices for a long period of time, 
it may cause redness, itch, skin irritation or low temperature burns 
depending on your constitution or physical condition.

When plugging/unplugging the AC adapter into/from the power 
outlet, make sure that no metallic straps or other metallic objects 
are caught between the plug and the socket.
Metallic objects may cause fire, burns or electric shock.

■ Precautions for the Device

WARNING

Be careful when using the device while driving.
A penalty may be imposed for holding a mobile phone while driving. 
When you need to receive a call, tell the caller that you will call back later 
using hands-free functions, then pull off the road before using the phone.

Please turn off your device when inside an airplane.

If the display or camera lens is broken, be careful with the broken 
glass and any exposed the device parts.
A protective film is used for the display to avoid glass scattering. 
However, touching broken or exposed parts may cause injury.
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Radio waves emitted by the device may adversely affect implanted 
pacemakers and ICDs when used in close proximity.
1. A person with an implantable cardiac pacemaker or defibrillator should 

use or carry the device at a distance more than 22 cm from the site of 
implantation.

2. Turn off the power in crowded places such as peak-hour trains if 
implanted electronic medical devices may be in use near you.

3. Take care of the following inside hospitals.
● Do not take your devices into an operating room, intensive care unit 

(ICU), or coronary care unit (CCU).
● Turn off the power inside hospital wards. If the Auto power function 

is set, make sure to disable the function before turning off the power.
● Turn off the power even in hospital lobbies, waiting rooms, and 

corridors if electronic medical devices may be in use near you.
● For use inside medical institutions, please follow the instructions 

given at individual locations
4. Electronic medical devices other than implanted pacemakers and 

ICDs may also be used outside hospitals. Users of electronic medical 
devices are advised to ask the manufacturer whether these instruments 
can be affected by radio waves.

Please turn off the power near electronic equipment that contains 
high-precision mechanisms or handles delicate signals.
The terminal may interfere with the operation of sensitive electronic 
equipment.
* Electronic equipment to watch out for: Hearing aids, implanted cardiac 

pacemakers, ICDs and other electronic medical devices; fire alarms, 
automatic doors, and other automatically controlled apparatus.

Users of implanted cardiac pacemakers, ICDs, and other electronic 
medical devices are advised to ask the manufacturer or sales agent 
whether or not these devices can be affected by radio waves.

Do not turn on the light near a person's eyes.
The light may affect eyesight. Also, this may dazzle or surprise him/her 
and cause injury.

Do not turn on the light against the car drivers, etc.
Doing so may interfere with driving and cause a traffic accident.

Do not direct the infrared data port towards your or another 
person's eyes.
Doing so may cause eye injury.

Do not direct the infrared data port towards consumer equipment 
with infrared devices during infrared communication.
Doing so may cause malfunction of the infrared devices and result in 
an accident.

CAUTION

Before using your devices in a vehicle, ask the manufacturer or 
sales agent whether the operation of the vehicle can be affected 
by radio waves.
In some types of vehicle, using the devices may interfere with the 
operation of the vehicle's electronic equipment. In this case, stop using 
the devices immediately.

There may be cases where the customer's physical condition or 
predisposition leads to itchiness, rashes, or sores. If this occurs, 
immediately stop using the devices and see a doctor.

Do not let magnetic cards, etc. come close to the devices.
The magnetic data in cash cards, credit cards, telephone cards, floppy 
disks, etc. may be erased.

Keep the external connector (earphone/microphone terminal) cap 
closed when not in use.
Doing so may cause malfunction due to dust or water getting in.

Do not put fluids such as water or substances such as pieces 
of metal or flammable materials into the UIM (au IC-Card) slot or 
microSD card slot inside of the devices.
Doing so may cause fire, burns, injury or electric shock.

Do not swing the device by its strap or other parts.
The device may strike you or others around you, resulting bodily injury.
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Before using the device, make sure that no metal objects (such as 
pins) are stuck to the earpiece or speaker.
Failing to do so may result in a metal object causing an ear or head 
injury, etc.

If you have a weak heart, take precautions when setting the Vibrator 
or Ring volume.
Failure to observe this precaution may affect your heart.

■ Precautions for the Battery Pack
Read the separate manuals supplied with the device and 
adapter carefully.

DANGER

Check the orientation of the battery pack before attaching it. If 
you have difficulty attaching it to the device, do not put excessive 
pressure on the battery.
Failure to observe this precaution may cause the battery pack to ignite, 
explode, overheat or leak.

Do not puncture the battery pack, hit it with a hammer or step on it.
Doing so may cause the battery pack to ignite, explode, overheat or leak.

Do not place metal items such as wires in contact with the charging 
terminals. Also, do not carry or store the battery with metal items 
such as necklaces.
Doing so may cause the battery pack to ignite, explode, overheat or leak.

Never use the battery pack if it has fallen to have something 
abnormal such as deformation and damage.
Failure to observe this precaution may cause the battery pack to ignite, 
explode, overheat or leak.

Do not allow the devices to become wet with liquids, such as water, 
drinking water or pet urine.

Do not use or charge the wet battery pack.
Doing so may cause the battery pack to ignite, explode, overheat or leak.

Do not touch the power cord of the adapter or the power outlet with 
wet hands. 
Doing so may cause fire, burns or electric shock.

If the battery pack leaks, do not touch battery fluid with your face, 
hands, etc.
Failure to observe this precaution may cause loss of eyesight or damage 
to your skin. If the battery fluid comes into your eyes or mouth or it 
adheres to your skin or clothing, immediately rinse with clean water. In 
the case that it comes into contact with your eyes or mouth, see a doctor 
immediately after rinsing.

If the battery pack leaks or emits an unusual odor, stop using it 
immediately and move it away from any flame or fire.
The battery fluid is flammable and could ignite, causing a fire or explosion.

The battery pack is consumable. Battery life varies depending on 
usage conditions, etc., but it is time to change battery packs when 
the usage time has become extremely short even though the battery 
pack has been fully recharged. In this case, please purchase a new 
battery pack.

Keep your pets away from the battery pack as they may accidentally 
bite it.
Failure to observe this precaution may cause the battery pack to ignite, 
explode, overheat or leak.
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■ Precautions for the Adapter

WARNING

Use the specified voltage and current. Use the AC Adapter for 
Global Use to charge the battery overseas.
Using the adapters with incorrect voltage may cause fire, burns or 
electric shock. 
AC Adapter: AC 100V
DC Adapter: DC 12V/24V (specific to vehicle with negative ground)
AC Adapter for Global Use: AC 100V to 240V (household AC outlet only)

When plugging the AC adapter into the power outlet, make sure to 
insert it firmly.
Failure to observe this precaution may cause fire, burns or electric shock.

If the fuse in the DC adapter blows, always replace it with the 
specified type of fuse.
Failure to observe this precaution may cause fire, burns or electric shock. 
Refer to the respective manuals for the information on the specified fuse.

Do not put heavy objects on the power cord of the adapter.
Doing so may cause fire, burns or electric shock.

Do not use the adapter if its power cord is damaged.
Doing so may cause fire, burns or electric shock.

Do not let the charging terminals contact with your body (hand, 
finger, etc.).
Doing so may cause fire, burns or electric shock.

Do not touch the adapter when you see lightning or hear thunder.
Doing so may cause electric shock.

Unplug the adapter from the power outlet or cigarette lighter socket 
before cleaning it. Also, wipe off any dust on the plug.
Failure to observe this precaution may cause fire, burns or electric shock.

Do not allow the devices to become wet with liquids, such as water, 
drinking water or pet urine.
Doing so may cause fire, burns, injury or electric shock.

Do not touch the power cord of the adapter or the power outlet with 
wet hands.
Doing so may cause fire, burns or electric shock. 

Unplug the adapter from the power outlet or cigarette lighter socket 
when the adapter will be left unused for a long period.
Failure to observe this precaution may cause fire, burns or electric shock.

CAUTION

Do not cover or wrap the devices with bedding, etc. while in use 
or charging. 
Doing so may cause fire or burns.

Always grasp the plug when unplugging the adapter from the power 
outlet or cigarette lighter socket. Do not pull the cord itself.
Failure to observe this precaution may cause fire, burns or electric shock.

Do not use the DC adapter to charge the battery when the car 
engine is not running.
Doing so may drain the car battery.

Do not leave the devices in humid, dusty or hot places.
Doing so may cause fire, burns or electric shock.

■ Precautions for the UIM (au IC-Card)

CAUTION

Be careful with sharp edges when removing the UIM (au IC-Card).
Sharp edges may cause injury.

Use only the UIM (au IC-Card) designated for device.
Failing to do so may cause date loss or malfunction.

Do not use or leave the UIM (au IC-Card) in hot places such as near 
a fire or heater.
Doing so may cause a malfunction.
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Do not damage, scratch, unnecessarily touch, or short-circuit the 
IC.
Doing so may cause data loss or malfunction.

Do not drop the UIM (au IC-Card) or expose it to strong shocks.
Doing so may cause malfunction.

Do not bend the UIM (au IC-Card) or place a heavy object on it.
Doing so may cause malfunction.

Do not allow the UIM (au IC-Card) to get wet or leave it in places of 
high humidity.
Doing so may cause a malfunction.

Avoid storing the UIM (au IC-Card) in direct sunlight or hot and 
humid places.
Failing to do so may cause a malfunction.

Handling Precautions
■ General Notes
● The IS11CA is water resistance/dust resistance, however, do not allow 

water to seep in or dust to get in the device. Also, do not allow accessories 
and optional items to get wet or be exposed to dust. The accessories 
and optional items are not water resistance/dust resistance. Do not use 
them in humid locations such as bathrooms, and avoid exposing them 
rain. If you carry the device close to your skin, sweat may cause internal 
components to corrode and result in malfunction. The device cannot be 
repaired in the following cases: the water exposure detection sticker shows 
water exposure; tests determine that corrosion has occurred due to water 
exposure, condensation, or perspiration. These cases are not covered by 
the warranty, and any repairs that may be possible will be carried out at the 
subscriber's expense.

● Do not put excessive pressure on the device or battery. Do not put the 
device in a bag filled with many objects or sit down with it in a hip pocket. 
Excessive pressure may result in malfunction or damage to the LCD, 
internal circuit or the battery pack.

● Avoid using the device in extremely high or low temperatures. The ambient 
temperature of the room should be 5°C to 35°C with humidity of 35% to 
90%.

● Occasionally clean the connection terminals with a dry cotton bud, etc. 
Soiled connectors may result in poor connections, loss of power, or 
incomplete charging. Wipe with dry cloth or cotton swab. When cleaning, 
take care not to damage connectors.

● Wipe with a soft, dry cloth (such as a cloth designed for glasses). Never 
use chemicals such as alcohol, thinners, benzene or detergents as these 
agents may erase the printing on the device or cause discoloration.

● Reception may be affected if you use your device near a landline phone, 
television, or radio in use. Use the device away from such devices.

● It is normal for the device to become warm while being used or charged. 
This is not a malfunction. Keep using it.

● Do not remove the battery while the device power is on to avoid malfunction.

● If your child uses the device, instruct him/her on how to use it. Check if he/
she always uses the device correctly as you instruct. Improper usage could 
result in bodily injury.

■ Handling the Device
● Do not drop the device or expose it to strong shocks. Doing so may cause 

malfunction or damage.

● Do not scratch the display with metallic objects. Doing so may cause 
scratches, malfunction or damage.

● Do not put a sticker, etc. on the display and keys. Doing so may cause 
malfunction.
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● Please keep a separate record of the information you have registered in 
your device.

● When connecting an external device to the external connector, do not 
insert at an angle or pull the cord. Doing so may cause malfunction or 
damage.

● When using the device public places, take care not to annoy other people 
around you.

● Do not place the device near an air conditioning vent. Condensation may 
form due to rapid changes in temperature, and this may cause internal 
corrosion and malfunction.

● Make sure to hold the device at a safe distance from your ear when you 
use the hands-free mode or the ring tone sounds.

● Do not remove the microSD card or turn off the power while in use. Doing 
so may cause data loss or malfunction.

● Do not leave the camera exposed to direct sunlight. Doing so may discolor 
or burn the components of the camera.

● Be sure to observe proper etiquette when using the camera.

● Be sure to try taking and previewing pictures before using the camera on 
important occasions like wedding ceremonies.

■ Handling the Battery Pack
● Be sure to charge the battery before using the device for the first time or if 

the device has not been used for long time.

● Do not dispose of used battery packs with ordinary garbage. Doing so may 
cause fire and create an environmental hazard. Put insulation tape on the 
terminals of used battery pack and return it to your nearest au shop, or 
dispose of the battery pack in accordance with your local regulations.

● Depending on the usage condition, the battery pack may inflate slightly 
when the battery life is almost over. This is not a malfunction.

■ Handling the Adapter
● The ambient temperature of the room should be 5°C to 35°C.

■ Copyrights
● Do not commercially use or transfer pictures taken with the camera without 

the permission of the copyright holder (photographer), except for personal 
use.

■ Handling the UIM (au IC-Card)
● To preserve the environment, bring discarded UIM (au IC-Card) to au shop 

or PiPit. 

● Do not apply excessive force to the UIM (au IC-Card) when attaching/
removing it.

● Note that the warranty does not cover damage caused by inserting the UIM 
(au IC-Card) into another type of IC card reader or writer.

● Always keep the IC part clean. Wipe with a soft, dry cloth (such as eyeglass 
cloth).

● Do not put a label or sticker on the UIM (au IC-Card).
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Facebookを利用する ............................................................................................ 140
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友達の居場所を調べる ............................................................................................ 136
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本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リ
バース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与
してはいけません。
本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけま
せん。（米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。
（2011年4月現在）キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）

U.S law and international agreements currently prohibit export of this 
device's browser and security technology to the following countries-
Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding 
this device may apply.)

microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における米
国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® operating 
system です。
Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows 
Media®は、米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporationの登録
商標または商標です。
Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名
称です。
Microsoft® Exchange ActiveSync®は、米国Microsoft Corporationの、米国
およびその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Playerを搭載して
います。
Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. 
All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash ロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシ
ステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

GoogleおよびGoogle ロゴ、Android、Android マーケットおよびAndroid マー
ケット ロゴ、GmailおよびGmail ロゴ、YouTubeおよびYouTube ロゴ、Google 
マップおよびGoogle マップ ロゴ、Google マップ ナビおよびGoogle マップ 
ナビ ロゴ、Google 音声検索およびGoogle 音声検索 ロゴ、Google Latitudeお
よびGoogle Latitude ロゴ、Google プレイスおよびGoogle プレイス ロゴ、
Google トークおよびGoogle トーク ロゴ、Picasaは、Google Inc.の商標また
は登録商標です。

「うたとも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商
標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使
用する許可を受けています。

Wi-Fi®、WPA®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi 
Allianceの登録商標です。
Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標です。

らくらく無線スタートはＮＥＣアクセステクニカ株式会社の登録商標です。

「jibe」はJibe Mobile株式会社が提供するソーシャルアプリです。
「jibe mobile」はJibe Mobile株式会社の商標です。

Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。

「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。

「mixi」は株式会社ミクシィの登録商標です。

FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。

「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされ
ており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においての
み使用することが認められています。
• MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4 Video）を記録する場
合
• 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 
Videoを再生する場合
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• MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを
再生する場合
プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法
人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

Adobe® Flash® Playerのご使用について
• 本製品に搭載されているAdobe® Flash® Player（以下「本ソフトウェア」といい
ます）は、著作権法によって保護されています。お客様は、本ソフトウェアを使用
する際以下に掲げた事項をお守りください。
① 本ソフトウェアを複製し頒布しないこと。
② 本ソフトウェアを改変もしくは翻訳しないこと、または本ソフトウェアの二次
的著作物を作成しないこと。

③ 本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセン
ブルしないこと、または本ソフトウェアのソースコードの解明を試みないこ
と。

④ 本ソフトウェアの使用によって被った派生損害、間接損害、付随的損害、特別損
害、または利益の喪失に対する賠償請求をしないこと。

本 製 品 に は、GNU General Public License（GPL）ま た はGNU Lesser 
General Public License（LGPL）に基づきライセンスされるソフトウェアが含
まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたは
LGPLに従い、複製、頒布および改変することができます。
GPL、LGPLは、ホーム画面で  ▶「設定」▶「端末情報」▶「法的情報」▶「オープ
ンソースライセンス」を参照してください。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社
ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

T9®はNuance Communications, Inc., および米国その他の国における
Nuance所有法人の商標または登録商標です。

Powered by emblend™ Copyright 2009-2011 Apl ix and/or its 
affiliates. All rights reserved.
emblendは、日本及びその他の国におけるアプリックス又は関連会社の商標です。

「G'zOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in 
the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ‘’AS IS’’ 
AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ‘’AS IS’’ AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT 
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

【OpenSSL License】

【OpenSSL License】
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