
125

付録／索引

付録 ....................................................................................................126
こんな表示が出たら ..............................................................................126
故障とお考えになる前に .......................................................................126
IS12Tを再起動する ..............................................................................128
ソフトウェア更新 ..................................................................................128
周辺機器のご紹介 ..................................................................................130
アフターサービスについて ...................................................................131
主な仕様 ..................................................................................................133
携帯電話機の比吸収率などについて ...................................................134
FCC notice ...........................................................................................135
FCC RF exposure information .......................................................135
Body‒worn operation ........................................................................135
Declaration of Conformity ..............................................................136
輸出管理規制 ..........................................................................................136
知的財産権について ..............................................................................136
マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
WINDOWS PHONE 7 SOFTWARE ...............................................137

索引 ....................................................................................................143

簡易英語版 ........................................................................................146

簡易中国語版 ....................................................................................148



126

付
録
／
索
引

付録

こんな表示が出たら

エラーメッセージ 説明／対処方法 参照先
PINが必要です PINコードを有効にしているときに

PINコードが認証されていない場合
に表示されます。PINコードを認証
してください。

P.37

PINコードが間違っています 正しくないPINコードを入力する
と表示されます。正しいPINコード
を入力してください。

P.37

PUKが必要です PINコードの認証に失敗して、au 
ICカードがロックされています。
PINロック解除コードを入力して
ロックを解除してください。

P.19

パスワードが間違っています ロック解除用パスワードに誤りが
あるときに表示されます。正しいパ
スワードを入力してください。間
違ったパスワードを5回入力する
と、パスワードの入力が1分間でき
なくなります。

P.46

1分後に再試行してください 間違ったパスワードを5回入力し
たときに表示されます。1分後に
再度パスワードを入力してくださ
い。

P.46

バッテリー切れです 電池残量がなくなっています。
電池パックを充電してください。

P.32

故障とお考えになる前に
症状 チェックする箇所 参照先

IS12Tの電源が入らな
い

• 電池パックが正しく取り付けられていま
すか？
• 電池切れになっていませんか？

P.30、
P.32

充電ができない（お知ら
せLEDが点灯しない、ま
たは点滅する）

• 電池パックが正しく取り付けられていま
すか？
• アダプタの電源プラグがコンセントまた
はシガーライタソケットに正しく差し込
まれていますか？
• ACアダプタ（別売）をご使用の場合、組み合
わせて使用する付属のmicroUSB-USB変
換ケーブルが、IS12TおよびACアダプタ
（別売）と正しく接続されていますか？
• 付属のmicroUSB-USB変換ケーブルを
ご使用の場合、パソコンの電源が入ってい
ますか？

P.30、
P.33

操作中・充電中に熱くな
る

• 操作中や充電中、また、充電しながら動画
視聴などを長時間行った場合などには、
IS12Tや電池パック、アダプタが温かく
なることがありますが、安全上問題ありま
せんので、そのままご使用ください。

P.16、
P.32

充電中に、画面が表示さ
れたり、消えたりする

• 電池残量がまったく無い状態で充電を開
始した場合、画面が表示されたり、消えた
りすることがありますが、問題はありませ
ん。そのまま充電を継続してください。

P.32

スリープモードを解除
しても画面が表示され
ない

• 電池残量がまったく無い状態になると、ス
リープ中でもgoodbye画面が表示されて
電源が切れます。充電してから操作を行っ
てください。

P.32
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症状 チェックする箇所 参照先
電池の使用時間が短い • 圏外の状態で長い時間放置されるような

ことはありませんか？
 圏外時は通信可能な状態にできるよう電
波を探すため、より多くの電力を消費して
います。
• 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化
度により異なります。
• 電池パックは消耗品です。充電を繰り返
すごとに、1回で使える時間が次第に短く
なっていきます。
 十分に充電しても購入時に比べて使用時
間が極端に短くなった場合は、指定の電池
パックをお買い求めください。

P.17、
P.32

電源断・再起動が起きる • 電池パックの端子が汚れていると接触が
悪くなり、電源が切れることがあります。
汚れたときは、電池パックの端子を乾いた
綿棒などで拭いてください。

P.15

タップしても正しく操
作できない

• 手袋をしたままで操作していませんか？
• 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で
操作したりしていませんか？
• ディスプレイに保護シートを貼っていま
せんか？
 保護シートの種類によっては、正しく操作
できない場合があります。
• IS12Tのディスプレイには、静電式タッ
チパネルを採用しています。指で直接画面
に触れて操作してください。

P.17、
P.40

画面をタップしても動
かない

• 電源を入れ直してください。 P.34

画面をタップしたと
き／ボタンを押したと
きの画面の反応が遅い

• IS12Tに大量のデータが保存されている
ときや、容量の大きいデータをやり取りし
ているときなどに起きる場合があります。

－

データが正常に表示さ
れない／タッチパネル
を正しく操作できない

• IS12Tを再起動してください。 P.128

電源を入れたのに操作
できない

• PINコードを入力する画面が表示されて
いませんか？
 PINコードを入力してください。

P.37

症状 チェックする箇所 参照先
ロック画面を解除でき
ない

• ロック解除用パスワードの入力画面が表
示されていませんか？
 ロック解除用パスワードを入力してくださ
い。

P.46

ボタンを押しても動作
しない

• スリープモードになっていませんか？
 C／Aを押してスリープモードを解除
してください。

P.46

IS12Tの動作が遅く
なった／アプリケー
ションの動作が不安定
になった／一部のアプ
リケーションを起動で
きない

• IS12Tのメモリの空き容量がなくなると
動作が安定しません。空き容量が少なくな
り警告メッセージが表示されたら、不要な
アプリケーションを削除してメモリの空
き容量を確保してください。

P.121

au ICカードが認識され
ない

• au ICカードを正しい向きで挿入していま
すか？

P.36

時計がずれる • 長い間電源を入れた状態にしていると時
計がずれる場合があります。
 「日付＆時刻」の「自動設定」がオンになっ
ているかを確認し、電波のよい場所で電源
を入れ直してください。

P.115

電話がつながらない • au ICカードが正しくIS12Tに取り付け
られていますか？
• 市外局番から入力していますか？
• フライトモードがオンになっていません
か？

P.36、
P.52、
P.117

着信音が鳴らない • 着信音量を「0」にしていませんか？
• 着信転送サービスのフル転送を設定して
いませんか？

P.42、
P.60

動画撮影中、突然停止し
てスタート画面が表示
された／カメラが起動
できない

• IS12Tが高温状態になると、カメラの起
動に失敗し、スタート画面が表示されま
す。また、IS12Tが高温状態の場合は、カ
メラ機能は使用できないよう制御されて
います。高温になる場所を避け、IS12Tの
温度が低下するまでしばらく待ってから
操作してください。

P.88
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症状 チェックする箇所 参照先
通話ができない（場所を
移動しても「圏外」の表
示が消えない、電波の状
態は悪くないのに発信
または着信ができない）

• 電源を入れ直すか、電池パックまたはau 
ICカードを取り付け直してください。
• 電波の性質により、電波が強くアンテナ
マークが5本表示されている状態（  ）で
も、発信や着信ができない場合がありま
す。場所を移動してかけ直してください。
• 電波の混み具合により、多くの人が集まる
場所では電話やメールが混み合い、つなが
りにくい場合があります。その場合は「し
ばらくお待ちください」と表示され、話中
音が流れます。場所を移動するか、時間を
ずらしてかけ直してください。

P.30、
P.34、
P.36

ディスプレイが暗い • ディスプレイの「明るさ」を確認してくだ
さい。

P.115

通話中、相手の声が聞こ
えにくい、相手の声が大
きすぎる

• 受話音量を変更していませんか？ P.54

カメラで撮影した静止
画や動画がぼやける

• カメラのレンズにくもりや汚れが付着し
ていないかを確認してください。

P.88

Bluetooth®対応機器と
接続できない／検索し
ても見つからない

• 接続するBluetooth®対応機器が検出可能
な設定になっているかご確認ください。登
録済みのBluetooth®対応機器を登録し直
す場合は、IS12TとBluetooth®対応機器
の両方で設定を解除してから、機器登録を
行ってください。

P.118

カーナビやハンズ
フリー機器などの
Bluetooth®対応機器を
接続した状態でIS12T
から発信できない

• 相手が電話に出ない、圏外などの状態で複
数回発信すると、その番号へ発信できなく
なる場合があります。その場合は、IS12T
の電源を一度切ってから、再度電源を入れ
てください。

P.34

• 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないとき
は、以下のauのホームページ、auお客さまサポート「故障・自己診断」
でご案内しております。
 http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

 IS12Tを 再起動する
データが正常に表示されない場合や、タップやキー操作が正しく働か
ない場合は、再起動を行ってください。

1 Cを長押しする（約10秒）
Cを長押しすると、ディスプレイの表示が消えます。ディスプレイの表
示が消えたのを確認したら、Cから指を離します。
しばらくすると、IS12Tが再起動します。

 ソフトウェア更新
ソフトウェア更新では、更新プログラムが提供されます。更新プログラ
ムには、IS12Tをさらに使いやすくするものや、新機能を追加するも
のがあります。また、IS12Tのセキュリティを強化します。
更新プログラムが通知されたら、速やかにアップデートを行ってくだ
さい。
更新プログラムの通知には、次の2つの方法があります。
• 携帯ネットワーク接続を使用する
 携帯ネットワークに接続されているときに、更新プログラムが公開
されると通知されます。
• Wi-Fi®接続時およびパソコン接続を使用する
 Wi-Fi®接続時やIS12Tをパソコンと接続したときに、更新プログラ
ムが公開されていると通知されます。
 携帯ネットワークの使用を制限したいときにおすすめです。

■ アップデートの通知方法を設定する
更新プログラムの通知方法の設定は、「システム設定」で行います。

1 A→  →  

2 「電話の更新」→各項目を設定
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■ アップデートの実施方法
ソフトウェア更新は、パソコンと接続してZune PC ソフトウェアを
使用して行います。
パソコンにZune PC ソフトウェアがインストールされていない場合
は、あらかじめZune PC ソフトウェアをインストールしてください。
インストール方法は「Zune PC ソフトウェアのインストール」（P.129）を
ご参照ください。

◎ ソフトウェア更新は、IS12Tに登録されたカメラ画像、ダウンロードデータ
などのデータを残したまま行えますが、お客様のIS12Tの状態によっては
データの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。た
だし、ダウンロードデータなどバックアップが取れない場合がありますの
で、あらかじめご了承ください。

◎ ソフトウェア更新（ダウンロード、更新ファイルのインストール）には時間
がかかる場合があります。

 アプリケーションアップデート
アプリケーションによっては、Marketplaceからアプリケーションの
アップデートが通知されます。
Marketplaceを起動すると、アップデートが行われます。

◎ ダウンロード対象サイズが20MBを超える場合は、直接IS12Tへのアップ
デートはできません。パソコンと接続してZune PC ソフトウェアを使用し
てアップデートを行ってください。

  Zune PC ソフトウェアのインストール
Zune PC ソフトウェアは、音楽・動画・写真・ポッドキャストを管理し
たり、IS12Tと同期を行ったりするためのソフトウェアです。

◎ Zune PC ソフトウェアをインストール中はIS12Tをパソコンに接続しな
いでください。

1 パソコンでZune PC ソフトウェアをダウンロードし、
インストール
Zune PC ソフトウェアのシステム要件、およびインストーラのダウン
ロードは、MicrosoftのWebサイトをご参照ください。

2 microUSB-USB変換ケーブルを使用して、IS12Tをパ
ソコンに接続
IS12Tのドライバがインストールされ、しばらくするとZune PC ソ
フトウェアが起動します。

http://zune.net
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  周辺機器のご紹介
■ 電池パック（TSI12UAA）

■ microUSB-USB変換ケーブル（試供品）
■ 18芯-microUSB変換アダプタ01（0301QYA）（別売）
■ 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）
■ auキャリングケースFブラック（0105FCA）（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）
 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
 共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（レッド）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（別売）
 AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（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）
※ 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。

※ AC Adapter MIDORI、AO、SHIRO、MOMO、
CHA、REST、RANGERS、CHARGY、WORLD 
OF ALICE、KiiRollは、共通ACアダプタ02と共
通の仕様です。

※ 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充
電する際は、必ず共通ACアダプタ02／03を
ご使用ください。
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■ 共通DCアダプタ03
（0301PEA）（別売）
 共通DCアダプタ01
（0201PEA）（別売）

■ ポータブル充電器02
（0301PFA）（別売）
 ポータブル充電器01
（0201PDA）（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。

◎ IS12Tは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎ この周辺機器は、 auオンラインショップからご購入いただけます。ただし、
一部の周辺機器は購入できない場合があります。

 パソコンから：http://auonlineshop.kddi.com

  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IS12T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。
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■ 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電話のお買い上げ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電話のお買い上げ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）

■ 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
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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1000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。

  主な仕様

品名 IS12T
サイズ 高さ約118mm×幅約59mm×厚さ約10.6mm

最厚部約13.3mm
質量 約113g（電池パック装着時）
メモリ ROM　32GB

RAM　512MB
連続待受時間 国内 約280時間

海外（GSM） 約430時間
海外
（CDMA）

約330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460時間： ニュージーランド／タイ／マカオ／
ペルー／ブラジル／バミューダ諸島／
ベネズエラ

 ※ 対象国は2011年6月時点
連続通話時間 国内 約400分

海外（GSM） 約390分
海外
（CDMA）

約450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／ブラジル／
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6月時点
共通ACアダプタ（別売）で
の充電時間

約160分

共通DCアダプタ（別売）で
の充電時間

約240分
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ディスプレイ 種類 TFT

サイズ 約3.7inch

発色数 26万色

ドット数 横480ドット×縦800ドット（ワイドVGA）

撮像素子 種類 CMOS

サイズ 1/2.5 inch

カメラ有効画素数 約1,320万画素

記録画素数 約1,280万画素

Wi-Fi®機能 IEEE802.11b/g/n準拠
 Bluetooth®
機能

対応
バージョン

Bluetooth®標準規格Ver.2.1＋EDRに準拠※1

出力 Bluetooth®標準規格Power Class 2
見通し通信
距離※2

約10m以内

対応プロファ
イル※3

HFP（Hands-Free Profile）
HSP（Headset Profile）
A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
AVRCP（Audio/Video Remote Control 
Profile）
PBAP（Phone Book Access Profile）
SDP（Service Discovery）
GAVDP（General Audio/Video Distribution 
Profile）

※1 IS12TおよびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法で
Bluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接
続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやり取りが
できない場合があります。

※2 通信機器間の障害物や、電波状態により変化します。
※3 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

・ 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
・ 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での目安です。
 なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かない
か弱い場所）などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。

・ インターネット接続を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やインターネッ
ト接続をしなくてもPCメールを作成したり、アプリケーションを起動すると通話（通信）・待受
時間は短くなります。

・ 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
・ 移動時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合
わせた状態での平均的な利用時間です。

・ 充電時間は、IS12Tの電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。IS12T
の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

携帯電話機の比吸収率などについて
携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種［IS12T］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
0.500W/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
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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
富士通のホームページ
http://www.fmworld.net/product/phone/au/sar/
※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)

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
This model phone is a radio transmitter and receiver.
It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for 
exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications 
Commission of the U.S. Government.
The guidelines are based on standards that were developed by independent 
scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific 
studies. The standards include a substantial safety margin designed to 
assure the safety of all persons, regardless of age and health.
The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement 
known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the 
FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g., 
at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.
The SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.671 W/kg 
and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.321 W/kg.

Body‒worn operation
This phone was tested for typical body–worn operations with the back of the 
phone kept at a distance of 1.5 cm from the body. To maintain compliance 
with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 
cm separation distance between your body and the back of the phone. The 
use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic 
components.
The use of accessories that do not satisfy these requirements may not 
comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.
The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset 
with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC 

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
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RF emission guidelines. SAR information on this model handset 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 YUW–TSI12.
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on 
the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at 
http://www.phonefacts.net.

Declaration of Conformity
The product “IS12T” 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 is found on 
http://www.fmworld.net/product/phone/doc/
(Japanese only)

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio 
waves.
Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not 
to exceed the SAR* limits** for exposure to radiofrequency (RF) energy, 
which SAR* value, when tested for compliance against the standard is 0.457 
W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various 
phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for 
RF exposure.
* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement 

known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram 

(W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council 
of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of 
safety to give additional protection for the public and to account for any 
variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions 
with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested 
frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified 
power level, the actual SAR level of the phone while operating can be 
well below the maximum value. This is because the phone is designed 
to operate at multiple power levels so as to use only the power required 
to reach the network. In general, the closer you are to a base station 
antenna, the lower the power output.

輸出管理規制
本機を、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。（本機は、外国為替及び外国貿易法によるリスト規制品を
含みます。米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはで
きません。（2010年9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.)

知的財産権について

■ 商標について
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
• Microsoft、Bing、Excel、Hotmail、Internet Explorer、OneNote、Outlook、
PowerPoint、SkyDrive、Windows Live、Windows Phone、XBox LIVE、
Zune、およびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびそ
の他の国における登録商標または商標です。
• 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、富士通株式会社は、これら
商標を使用する許可を受けています。 
• Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。　 

• QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
• IS12TにはREVORECT LIB QRエンコーダを搭載しています。
 REVORECTは株式会社富士通コンピュータテクノロジーズの登録商標です。
• FacebookはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
• Googleは、Google Inc.の商標です。
• その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録
商標です。

削除いたします。
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■ その他
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
• MPEG‒LAよりライセンスを受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。

• 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非
商業的な使用のために（i）AVC規格準拠のビデオ（以下「AVCビデオ」と記載しま
す）を符号化するライセンス、および／または（ii）AVCビデオ（個人的で、且つ商
業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／ま
たはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロ
バイダーから入手したAVCビデオに限ります）を復号するライセンスが許諾さ
れております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がさ
れておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手でき
る可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COM をご参照ください。

• 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ
非商業的な使用のために（i）VC-1規格準拠のビデオ（以下「VC-1ビデオ」と記載
します）を符号化するライセンス、および／または（ii）VC-1ビデオ（個人的で、
且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、およ
び／またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビ
デオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります）を復号するライセンス
が許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス
許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から
入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COM をご参照くだ
さい。

■ Windowsの表記について
本書では各OS（日本語版）を以下のように略して表記しています。
• Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、Home 
Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。
• Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®（Home Basic、Home 
Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
• Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating 
systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system
の略です。

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
WINDOWS PHONE 7 SOFTWARE

本ライセンス条項は、お客様と富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会
社との契約を構成します。これらのライセンス条項は本端末に含まれる本ソフト
ウェアに適用されます。本ソフトウェアには、本ソフトウェアが記録された別の媒
体も含まれます。以下の条項を注意してお読みください。

本端末のソフトウェアには、富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社
によって許諾されたマイクロソフトまたはその子会社のライセンスソフトウェア
が含まれています。

また、本ライセンス条項は、以下の製品にも適用されます。
• 更新プログラム
• 追加ソフトウェア
• インターネットベースのサービス
• サポートサービス

ただし、これらの製品に別途ライセンス条項が付属している場合は、当該ライセン
ス条項が適用されるものとします。

以下に説明するように、一部の機能を使用することにより、インターネットベース
のサービスのために特定のコンピュータ情報を送信することにお客様が同意され
たものとします。
本ソフトウェアを使用することにより、お客さまが本ライセンス条項に同意され
たものとします。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを端末上
で使用することはできません。この場合、富士通東芝モバイルコミュニケーション
ズ株式会社または購入店に問い合わせて、お支払いいただいた金額の払い戻しに
関する方針を確認してください。
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警告：本ソフトウェアには、操作上ユーザーが注意を払う必要があるテクノロジー
が含まれています。運転中に道路への注意を怠ると、事故または他の重大な結果を
引き起こす可能性があります。偶発的であっても、肝心なときに運転への注意を怠
ることは、短い間でも危険です。富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会
社およびマイクロソフトは、運転中もしくは自動車の操作中の本ソフトウェアの
いかなる使用も、合法的であり、安全であり、推奨または意図されている方法に適
合しているという表明、保証またはその他の判定を一切行いません。

お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下が許諾
されます。

1. 使用に関する権利
お客様は、本ソフトウェアを取得した端末で本ソフトウェアを使用できます。

2. 追加の許諾条件および使用制限

a. 特定の使用 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社は、本端末を特
定の目的で使用するために設計しました。お客様は当該使用目的に限り本ソフト
ウェアを使用できます。

b. 追加のライセンス条項 本ライセンス条項は本端末に含まれるすべてのマイク
ロソフト製ソフトウェアに適応されるものとします。プログラムのいずれかに付
属するライセンス条項によって、本ライセンス条項との間に明白な不一致がない
その他の権利がお客様に付与される場合、お客様はそれらの権利も有します。

c. 音声認識 本ソフトウェアに音声認識コンポーネントが含まれている場合、お客
様は、音声認識は本質的に統計的な処理であること、認識の際の誤りはその処理に
おいて内在するものであることを了解するものとします。富士通東芝モバイルコ
ミュニケーションズ株式会社、マイクロソフトおよびその供給者は、音声認識処理
の誤りから生じた損害については一切責任を負いません。

d. 電話機能 本ソフトウェアに電話機能が含まれている場合、お客様が無線通信業
者（以下「モバイルオペレータ」といいます）とのサービスアカウントを所有もしく
は維持していない場合、もしくはモバイルオペレータのネットワークが停止中、あ
るいは本端末を利用するように構成されていない場合は、本ソフトウェアの全体
または一部が利用できないことがあります。

e. Windows Phoneアップデート 本端末のWindows Phoneアップデート機能
は、定期的にソフトウェアの更新情報を確認し、必要な更新がある場合に通知する
よう設計されています。更新情報のインストール中は本端末や、本端末のサービス
を使用することができません。機能やサービスによっては、更新情報のインストー

ルをしないと利用できない場合があります。Windows Phoneアップデートに
よって更新されるソフトウェアは本ライセンス条項が適応されるものとします。
また、別途ライセンス条項が付属しているソフトウェアの更新を行ったときは、当
該ライセンス条項が適応されるものとします。更新情報に新しいライセンス条項
が付属している場合は、当該ライセンス条項が適応されます。
更新情報はマイクロソフトおよび認可された提供元からのみ入手できます。あら
かじめコンピューターに別途ソフトウェアをインストールしてから、本端末を接
続して更新情報を取得する場合があります。
更新や追加の情報に付属しているライセンス条項に明示されている場合を除き、
マイクロソフトから直接マイクロソフトのソフトウェアへの更新や追加を入手し
た場合、マイクロソフトは本ライセンス条項に基づいてその使用を認可します。

f. マップ ソフトウェアにマップ機能が含まれている場合、マップ作成時とのずれ
などにより、支給される情報と実際の状況とにくい違いが生じたり、地名表記の誤
りなどが起こりうることをご了承ください。マップの情報は一定の期間をおいて
定期的に更新されていますのでご注意ください。マップ情報のご利用時に生じた
損害についてマイクロソフトは一切の責任を負いません。

g. サービス 本契約に明示されている場合を除き、本端末で利用するサービスは
そのサービスに付属している使用条項またはサービス規約に基づいて提供されま
す。また、データ料金がかかる場合があります。

3. 第三者によるコンテンツまたはサービスについて

本端末を使って、第三者のコンテンツやサービス、または第三者のインターネット
ベースのサービスやサイトにアクセスすることができます。本端末からアクセス
できる第三者のコンテンツやサービス、インターネットベースのサービスやサイ
ト（ハイパーリンクからアクセスできるサイトやインターネットベースのサービ
スを含む）の質、内容、提供元、信頼性についてマイクロソフトは一切の責任を負い
ません。

第三者のソフトウェアやサービスを利用するにあたり、提供元にアカウントの作
成を要求されることがあります。アカウントの作成、ソフトウェア、サービスの利
用にあたっては、第三者の利用条項に従ってください。サービスの配信を受けるた
めに、お客さまの端末情報が第三者の配信元に送られることがあります。データの
収集、利用、開示は第三者サービスの個人情報保護方針に基づいて行われます。第
三者の提供するサービスやソフトウェアには、あらかじめ設定された期間や回数
を過ぎると使用を制限されたり停止されるものがあります。第三者サービスやソ
フトウェアは富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社、マイクロソフ
トあるいは第三者のサービスやソフトウエア配信元によって、随時変更、中止、停
止されることがあります。第三者のサイト、コンテンツ、サービスを閲覧、利用、登
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録される場合は個人情報保護方針や使用条項をよく読み、自己責任において行っ
てください。

本端末はFacebookのコンテンツやサービスにアクセスすることができます。
Facebookにアクセスする際には、http://www.facebook.com/#!/terms.
php?ref=pfで利用規約をご確認ください。

4. ライセンスの適用範囲

本ソフトウェアは許諾されるものであり、販売されるものではありません。本契約
は、お客様に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。富士通東芝モ
バイルコミュニケーションズ株式会社およびマイクロソフトはその他の権利をす
べて留保します。適用法によりこの権利を超越した権利が与えられる場合を除き、
お客様は本契約で明示的に許可された方法でのみ本ソフトウェアを使用すること
ができます。お客様は、本ソフトウェアに組み込まれた使用方法を制限する技術的
制限に従うものとします。以下の行為は一切禁止されています。

• 本ソフトウェアの技術的な制限を回避する方法で利用すること
• 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、または逆アセン
ブルすること

• 本契約で規定された以上の数の本ソフトウェアの複製を作成すること
• 第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること
• 本ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること
• 本ソフトウェアを商用ホスティング サービスで使用すること

本契約で定められている場合を除き、本端末上で本ソフトウェアにアクセスする
権利は、本端末にアクセスするソフトウェアまたは他の端末に関するマイクロソ
フトの特許またはマイクロソフトのその他の知的財産権を行使する権利をお客様
に付与するものではありません。

5. 情報の収集に関する合意

マイクロソフトは、本ソフトウェアについてインターネットベースのサービスを
提供します。マイクロソフトは随時このサービスを変更または中止できるものと
します。ソフトウェアやサービスの機能によっては、インターネットを経由してマ
イクロソフトまたはサービスプロバイダーのコンピューターシステムに接続す
るものがあります。接続が行われた際、通知が行われない場合があります。お客様
はこれらの機能を解除したり、使用しないようにすることもできます。これらの
機能を利用することで、お客様は下記の情報の送信に同意されたものとします。
これらの機能についての詳細はhttp://www.windowsphone.com/privacyで
Windows Phone 7のプライバシーに関する声明をご確認ください。

a. 情報収集について マイクロソフトでは、ソフトウェアおよびサービスの提供、
向上、改善を目的として、サービスパフォーマンス、サービスの利用状況、対応状
況、ソフトウェアのエラー報告、およびソフトウェアやサービスについての基本
的な情報を収集します。詳細はhttp://www.windowsphone.com/privacyで
Windows Phone 7のプライバシーに関する声明をご確認ください。マイクロソ
フトは５の条項に記載された情報を自動的にお客さまの機器からアップロードす
ることがあります。

b. 端末情報
マイクロソフトは、お客様の端末がマイクロソフトのインターネットベースの
サービスに接続するたびにお客さまの端末情報を収集します。端末情報には、お客
様のIPアドレス、オペレーティングシステムのバージョン、ブラウザのバージョ
ン、電話機の設定、性能、言語・地域設定、OSソフトやアプリケーションのインス
トール時に必要なIDなどが含まれます。また、ハードウェアのID（IMEIなど）や、お
客さまのIMSIの最初の６桁、電話機の製造者の識別のための機種名、バージョン、
モバイルオペレータ、インストールされたソフトウェアの情報などが収集される
ことがあります。特定の機能やサービスがマイクロソフトに情報を送信すること
がある場合も送信される情報は同様です。

c. 位置情報サービス
本端末はお買い上げ時の設定で位置情報サービスセンサーが有効になっていま
す。設定＞位置情報と操作することで位置情報センサーの有効、無効を切り替えら
れます。特定のアプリケーションの位置情報に基づくサービスを有効にした場合
に、お客さまの位置情報がマイクロソフトに送られます。お客さまが特定のアプ
リケーションの位置情報に基づくサービスを有効にした場合は、アプリケーショ
ンから位置情報の要求があるたびにマイクロソフトが、近くの基地局やWi-Fi®の
データ、GPSデータなどお客さまの位置情報に関するデータを収集します。これら
のデータには携帯電話基地局、Wi-Fi®アクセスポイントの識別情報（MAC アドレ
スやSSIDなど）、お客さまの端末に関する電波の強度が含まれます。これらの位置
情報はマイクロソフトがお客さまの端末のために作成した固有のIDと関連付けら
れています。固有のIDは位置情報リクエストの識別に使われ、位置情報サービスの
正確さやパフォーマンス向上に役立ちます。固有のIDはWindows Live IDなどの
識別情報とは連動しません。また、マイクロソフトがお客様を特定したり、連絡を
したりすることはありません。

d. Zuneコンテンツサービス
Zune PC ソフトウェア機能のご使用に際し、マイクロソフトはお客様が再生した
コンテンツや再生時間、コンテンツへの評価などの情報を収集します。本端末で音
楽を再生すると、Zune PC ソフトウェアがマイクロソフトに端末情報や再生中コ
ンテンツの識別子を送り、アーティストの画像や、バイオグラフィー、ディスコグ

http://www.facebook.com/#!/terms.php?ref=pf
http://www.facebook.com/#!/terms.php?ref=pf
http://www.windowsphone.com/privacy
http://www.windowsphone.com/privacy
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ラフィーなどをダウンロードしてミュージックシーンを豊かに演出することがで
きるようになります。

e. 第三者への開示
マイクロソフトは、次の場合に、お客様の通信内容など、お客様に関する情報にア
クセスまたはこれを開示することがあります。
• 法に準拠する場合、あるいは法の要請または法的手続きに応じる場合。
• この契約および関与するサービスの使用に違反するおそれのある行為、または
法律の違反の助長、法律に違反する行為に対する執行や捜査を行う場合。

• マイクロソフト、マイクロソフトの従業員、お客様、または公衆の権利、財産、安
全を確保するために必要とされる場合。

• 詳細はhttp://www.windowsphone.com/privacyでWindows Phone 7 
のプライバシーに関する声明をご確認ください。

f. 情報の保管について
マイクロソフトのサイトやサービスで収集された個人情報は、米国やマイクロソ
フト、その関連会社、子会社、またはサービス プロバイダの施設が設備を有してい
る他の国々で、保管および処理されることがあります。本端末またはソフトウェア
を使うことにより、お客様はこれらの情報の国外への移動についても同意された
ものとします。マイクロソフトは、米国商務省が発表した、欧州連合（EU）、欧州経
済地域、スイスからのデータの収集、使用、保管に関するSafe Harbor 規制に準拠
しています。

g. Windows Live ID の保管と個人情報について
本端末からWindows Live IDにサインインするか、すでにお持ちのWindows 
Live IDを入力するとWindows Live IDの規約に同意したことになります。
Windows Live IDパスワードが自動的にお客さまの端末に保存されます。サイ
ンイン情報は電話機のメモリに暗号化して記憶され、認証に使用されWindows 
Live IDを必要とするマイクロソフトのサービスに自動的にアクセスすることが
できます。Windows Live IDのサインイン情報は自動的にダウンロードされ、以下
の情報とともにお客さまの端末に保存されます。
• お客さまのHotmailアカウントからのEメール
• Windows LiveやMessengerアカウントのフォト、連絡先、カレンダー項目
• アバター、最近使ったゲーム、ゲーマータグなどのXbox LIVEプロフィールに
関連する項目

認証情報の管理、機密保持はお客様の責任に属します。運用についても、すべて自
己責任に属しますのでご了承ください。

h. 製品の有効性の検証
製品の有効性は、特定の端末上でのソフトウェアの使用について認められていま
す。有効性の検証のため本ソフトウェアによりマイクロソフトに端末情報が送ら

れます。詳しくはhttp://www.windowsphone.com/privacyをご覧ください。
有効性の検証を回避することはできません。サポートに連絡して製品有効化キー
を端末に入力し、ソフトウェアを手動で有効化するよう表示される場合がありま
す。この場合電話によるサポートは課金されることがあります。端末のコンポーネ
ントやソフトウェアに変更があった場合は、ソフトウェアを有効化し直す必要が
あります。有効化キーが不正に使用されたことが検知された場合、マイクロソフト
は有効化キーを無効にすることができます。お客様がソフトウェアやソフトウェ
アを使ったサービスを利用できなくなることがあります。

6. PLAYREADY.

コンテンツ保有者は、マイクロソフトのPlayReadyコンテンツアクセステク
ノロジを使用して、著作権を含む知的財産を保護することができます。本端末
はPlayReadyテクノロジを使用して、PlayReadyで保護されたコンテンツや
WMDRMで保護されたコンテンツにアクセスします。本端末がコンテンツ利用
における制限を適切に実行できない場合、コンテンツ保有者はマイクロソフトに
PlayReadeyで保護されたコンテンツを使用する機能を失効させるよう、マイク
ロソフトに依頼する場合があります。失効しても保護されていないコンテンツや、
他のアクセステクノロジで提供されているコンテンツは影響を受けません。コン
テンツへアクセスするため、コンテンツ所有者からPlayReadyの更新を求められ
る場合があります。更新をしない場合、これらのコンテンツにアクセスすることは
できません。

7. AVC/H.264、VC-1、MPEG-4 映像標準に関する注意

本ソフトウェアには、AVC/H.264、VC-1、MPEG-4画像復号テクノロジが含ま
れる場合があります。この技術は、映像情報のデータ圧縮のためのフォーマットで
す。この技術については、MPEG LA, L.L.C.により以下の注意書きを表示すること
が義務付けられています。

AVC/H.264、VC-1、MPEG-4映像標準に準拠して本製品を使用することは、以
下の場合に直接関連する場合を除き、すべて禁止されています。
（A） データまたは情報について
（i） 事業活動に従事しない消費者より作成され、無償で取得されたデータまた

は情報を、
（ii） 個人使用の目的のみで使用する場合、および

（B） MPEG LA, L.L.C.により別途特定のライセンス許諾を受けたその他の使用に
よる場合。

AVC/H.264、VC-1、MPEG-4 映像標準に不明な点があれば、MPEG LA, L.L.C. 
（所在地：250 Steele Street,Suite 300, Denver, CO 80206、Webサイト： 
www.mpegla.com）にご連絡ください。

http://www.windowsphone.com/privacy
http://www.windowsphone.com/privacy
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8. デジタル証明書

本ソフトウェアはデジタル証明書を使用しています。これらのデジタル証明書は
X.509標準暗号化情報を使用し、インターネットユーザーの身元を特定します。デ
ジタル証明書をファイルやマクロの電子署名に使用して、ファイルの内容につい
ての整合性や作成元を証明することもできます。

9. ネットワークアクセス

お客様が企業ネットワークなどのネットワークを使用する場合、ネットワーク管
理者によって端末上の機能が制限される場合があります。

10. 製品サポート

サポート方法については、富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社に
お問い合わせください。お問い合わせ先は製品に同梱されています。

11. バックアップ用の複製

本端末を更新する際、本ソフトウェアのバックアップ用の複製が自動的に1部作成
されます。バックアップ用の複製は、お客様が本ソフトウェアを本端末に再インス
トールする場合に限り使用することができます。

12. ライセンスの証明

お客様が本ソフトウェアを本端末、ディスク、メディアにインストールされた状態
で入手された場合、本ソフトウェアが正当に許諾されたものであることは、正規の
マイクロソフト「Certificate of Authenticity」ラベルが正規の本ソフトウェア
の複製に付属していることをもって識別することができます。正規のラベルは本
端末に同梱されているスタートガイドに貼付されている必要があります。ラベル
が別途付属する場合は、無効とみなされます。お客様が本ソフトウェアの使用許
諾を受けていることを証明するため、ラベルが記載されたガイド、端末、包装を保
管してください。正規のマイクロソフトソフトウェアを識別する方法については、
http://www.howtotell.comをご参照ください。

13. 第三者への譲渡

お客様は、本ソフトウェアを、本端末、「Certificate of Authenticity」ラベル、お
よび本契約書と共に譲渡する場合にのみ、第三者に直接譲渡することができます。
譲渡の前に、本ソフトウェアの譲受人は本ライセンス条項が、譲渡および本ソフト
ウェアの使用に適用されることに同意しなければなりません。お客様は、バック
アップ用の複製を含む本ソフトウェアの複製を一切保持することができません。

14. 非フォールトトレラント

本ソフトウェアは、フォールトトレラントではありません。富士通東芝モバイルコ
ミュニケーションズ株式会社は、本ソフトウェアを本端末にインストールし、本端
末での本ソフトウェアの実行に責任を負います。

15. 使用の制限

本ソフトウェアはフェールセーフ機能または性能を持たないシステムを対象にし
ています。
お客様は、万が一誤作動した場合に人身傷害もしくは死亡につながる可能性のあ
る端末またはシステムで本ソフトソフトウェアを使用することはできません。使
用の制限には、原子力施設の操業、航空機の航行、通信システム、および航空管制が
含まれます。

16. 本ソフトウェアの非保証

本ソフトウェアは、何ら保証のない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供さ
れます。本ソフトウェアの使用から生じるリスクは、お客様が負うものとします。
他の明示的な保証または条件は規定いたしません。本端末もしくは本ソフトウェ
アに関する保証は、マイクロソフトまたはその子会社が負うことはなく拘束され
るものではありません。お客様の地域の法律上許容される最大限において、商品
性、特定目的に対する適合性、非侵害性に関する黙示の保証について富士通東芝モ
バイルコミュニケーションズ株式会社およびマイクロソフトは一切責任を負いま
せん。

17. 責任の制限

富士通東芝モバイルコミュニケーションズ株式会社から返金される場合を除き、
その他の損害（派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含
みますがこれらに限定されません）に関しては、一切責任を負いません。

この制限は、以下に適用されるものとします。
• 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ
（コードを含みます）または第三者のプログラムに関連した事項
• 次に対する請求ー契約違反、保証違反、保証または条件、厳格責任、過失、その他
適用法で許可されている範囲に対しての不法行為

また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとし
ます。
• 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補
償されない場合

http://www.howtotell.com


142

付
録
／
索
引

• マイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し得
た場合

一部の地域または国では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められ
ないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付
随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限が認められないため、
上記の制限事項が適用されない場合があります。

18. 輸出規制

本ソフトウェアは米国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本ソフト
ウェアに適用されるすべての国内法および国際法を遵守することに同意された
ものとします。これらの法律には、輸出対象国、エンドユーザーおよびエンドユー
ザーによる使用に関する制限が含まれます。詳細についてはwww.microsoft.
com/japan/exportingをご参照ください。

www.microsoft.com/japan/exporting
www.microsoft.com/japan/exporting
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受話音量 .......................................... 54
仕様 ................................................133
省電力 ............................................115
情報 ................................................116
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Turning Power On and Off
● Turning Power On
 Hold down C.
● Turning Power Off
 Hold down C for least a few seconds.

Switching the Screen to English
Press A. ▶ Tap  ▶ Tap . ▶ “地域＆言語” (region + language). ▶ “表
示言語” (Display language). ▶ Select “English”. Tap “変更内容を反映するに
は、ここをタップして電話を再起動します。” (Tap here to accept changes 
and restart your phone).

Checking Your Own Phone Number
Press A ▶ Tap . ▶ Tap  ▶ Tap “call settings”.

Power button

Camera button

Strap eyelet

Volume buttons

Earpiece

External connection 
jack*

SEARCH button

Microphone

Touch screen

START button
LED indicator

BACK button

Earphone
Proximity sensor/

Light sensor

Camera lens

GPS antenna

Built-in antenna

Photo light

Speaker

Rear cover*

Built-in antenna

au IC-Card

* For waterproof use, close rear cover and external connection jack cover.

English Simple Manual （簡易英語版） IS12T
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Making and Answering a Call
● Making a Call
 Press A. ▶ Tap . ▶ Tap . Enter the phone number you want to 

call. ▶ Tap “call”.
 To end a call: Tap “end call”.
● Answering a Call
 When you get an incoming call, do one of the following:

• If your phone is locked, slide up ▶ Tap “answer”.
• If your phone is unlocked, tap “answer”.

Storing and Recalling People
● Storing an Entry
 Press A ▶ . ▶ Flick to “all”. ▶ Tap . ▶ Tap “new contact”. ▶ 

Enter the data. ▶ Tap .
● Recalling an Entry
 Press A ▶ . ▶ Flick to “all”. Tap the entry you want to view the 

detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)
● Recording a Movie Clip
 Hold down D. ▶ Tap  and make sure  is displayed. 
▶ Press D to start recording. ▶ Press D to stop recording.

● Taking a Snapshot
 Hold down D. ▶ Make sure the camera mode  is selected. 
▶ Press D.

Making an International Call
Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

Other Handy Features
● Setting the Silent Mode
 Press E or F. ▶ Tap .
 Repeat the above operation to disable the Silent Mode.

For inquiries, please contact
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)

▶「1」▶「2」「1」「2」▶「1」「2」「3」▶ △△△△ ▶Tap “call”.

Number you want to call

Press A. ▶Tap     . ▶ Tap     . ▶ Enter 「0」「0」「1」「0」「1」「0」

International access code

Country code (USA)
Area code
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中文简易说明书 （簡易中国語版）

开启或切断电源

● 开启电源
 按住 C。

● 切断电源
 按住 C几秒钟。

切换为英文萤幕

按 A。▶轻按  ▶轻按 。
▶“地域＆言語”（区域和语言）。▶“表示言語”(显示语言)。
▶选择 “中文（简体）”。轻按“変更内容を反映するには、ここをタップして
電話を再起動します。” （点按此处可接受更改并重新启动手机。）。

检查您自己的电话号码

按 A▶轻按  。▶轻按  ▶轻按“通话设置”。

电源按钮

相机按钮

手机链安装孔

音量按钮

听筒

外部连接插孔*

搜索钮

麦克风

触摸屏

开始钮
LED 指示灯

返回钮

耳机插孔

接近传感器

相机镜头

GPS天线

闪光灯

扬声器

后壳盖*

内置式天线

au IC卡内置式天线

* 在潮湿的环境下使用时请关紧后壳盖和外部连接插孔盖。

IS12T
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拨打和接听电话

● 拨打电话
 按 A▶轻按  。▶轻按  。输入您想要拨打的电话号码。
▶轻按“呼叫”。

 结束通话：轻按“结束通话”。

● 接听电话
 收到来电时，请执行以下操作：

• 如果电话已锁定，请向上滑动▶轻按“接听”。
• 如果电话未锁定，轻按“接听”。

保存和查看电话人

● 保存名单
 按 A▶  。▶轻拨至“全部”。▶轻按  。▶轻按“新建联系人”。
▶输入数据。▶轻按  。

● 查看名單
 按 A▶  。▶轻拨至“全部”。轻按名单查看详细内容。

使用照相机（动画和快照）

● 录制动画剪辑
 按住 D。▶轻按 ，确认显示  。
 ▶按 D 开始录制。▶按 D 停止录制。

● 拍摄快照
 按住 D。▶确认已选择相机模式  。▶按 D。

拨打国际长途电话

举例 ：想要拨打美国长途电话 212-123-△△△△

其他手机功能

● 设置无声模式
 按E或F。▶轻按  。
 重复以上操作以禁用静音模式。

如需咨询，请联系

客户服务中心（综合信息）

● 从座机上请拨打电话:  0077-7-111(免费)

● 从au手机上请拨打电话 ：157（免费）

▶ 「1」 「2」 「3」 ▶ △△△△ ▶轻按 “呼叫”。

您要拨打的电话号码

按A▶轻按    。▶轻按    。▶「0」 「0」 「1」 「0」 「1」 「0」 ▶ 「1」 ▶ 「2」 「1」 「2」

国际电话呼叫号码 国家号码（美国）
区号



150

MEMO



151

MEMO



152

MEMO



153

MEMO



154

MEMO



155

MEMO



156

MEMO



157

MEMO



158

MEMO



159

MEMO



160

MEMO



お客様各位
このたびは、IS12Tをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
以下の内容が一部変更になりました。

●「■ au IC カードが挿入されていない、もしくは au IC カード以外のカードが挿入されると…」（該当ページ：35ページ
右下から4行目）
誤）Cメールの受信
正）SMS（Cメール）の送受信

●「SIMセキュリティ」画面でのPINロック解除方法（該当ページ：37ページ）
PINコード認証を「SIMセキュリティ」で行ったときに、PINコード認証を3回間違えると、PINコードがロックされ
ます。以下の手順でPINロックを解除してください。
１．PINロック解除コードを入力後、何もないところをタップ
２．新しいPINコードを入力後、何もないところをタップ
３．再度PINコードを入力後、何もないところをタップ
４．「登録」をタップ

●「アプリケーションの一覧」（該当ページ：44ページの「Messaging」の説明文）
誤） au 電話のCメールなどのショートメッセージを受信します。
正） au 電話のSMS（Cメール）などのショートメッセージを送受信します。

●「緊急地震速報を利用する」（該当ページ：45ページ）
リード文に以下を追加します。
「災害・避難情報」の受信にも対応いたしました。
災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種警報などの住民の安全に関わる情報をお知
らせするものです。
受信した情報の本文が全角70／半角140文字を超えた場合は、分割（最大11通まで）して表示されます。



●「緊急地震速報を利用する」（該当ページ：45ページmemo内の6つ目の項目以降）
以下のように用語をお読み替えください。
緊急地震速報 → 緊急地震速報および災害・避難情報

●「緊急地震速報を利用する」（該当ページ：45ページ memo内の末尾項目）
誤） ◎緊急地震速報を受信しない設定にしたり、警報音を変更したりすることはできません。
正） ◎緊急地震速報を受信しないように設定することはできません。
 ◎ 緊急地震速報の警報音は、「着信音＆サウンド」の「新しいSMSメッセージまたは IM」で設定した音でお知らせ

します。

●「電話をかける」（該当ページ：52ページ右上のmemo内の1つ目の項目）
誤） ショートメッセージの送信には対応していないため、「SMS」をタップしてメッセージを作成しても送信はできません。
正） また、「SMS」をタップして、メッセージを作成して送信できます。

●「番号通知リクエストサービスを開始する」（該当ページ：64ページmemo内の3つ目の項目）
誤） Cメール
正） SMS（Cメール）

●「最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する」（該当ページ：64ページmemo内の3つ目の項目）
誤） Cメール
正） SMS（Cメール）

●「最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する」（該当ページ：65ページmemo内の末尾項目）
誤） Cメール
正） SMS（Cメール）

●PRL（ローミングエリア情報）設定画面に表示される項目名（該当ページ：68ページ）
PRL（ローミングエリア情報）設定画面に表示される「バージョン」に、現在取得しているPRLのバージョンが表示さ
れます。



●「ショートメッセージを受信する」（該当ページ：83ページmemo内の1つ目の項目）
誤） au電話では「Cメール」というサービス名で提供しています。
正） au 電話では「SMS（Cメール）」というサービス名で提供しています。

●「ショートメッセージを受信する」（該当ページ：83ページmemo内の2つ目の項目）
誤） IS12Tでは、au電話からのCメール、および他社携帯からのショートメッセージを受信できます。
正） IS12Tでは、au電話からのSMS（Cメール）、および他社携帯からのショートメッセージを受信できます。

●「ショートメッセージを受信する」（該当ページ：83ページmemo内の4つ目の項目）
以下の理由により、項目を削除します。
ショートメッセージの送信に対応いたしました。メッセージの作成・送信の操作については、別紙「ショートメッセー
ジ送信ガイド」をご参照ください。

●「ショートメッセージを受信する」（該当ページ：83ページmemo内の5つ目の項目）
以下の4行目、5行目を削除します。
また、MMSを使用する機能も使用できないため、アプリケーション設定の「Messaging」→「グループメッセージ」
の設定は無効になります。

● Facebook のパスワード変更（該当ページ：84ページ）
IS12Tに Facebook アカウントを登録後に、パソコンで Facebook アカウントのパスワードを変更すると、IS12Tの
Facebook アカウントは「要確認」となり使用できなくなります。以下の手順でパスワードを変更してください。
A→  →  →「メール＆アカウント」→「Facebook」→「パスワード」→新しいパスワードを入力→「保存」をタップ

●Offi  ce Mobile（該当ページ：103ページ memo内）
◎Offi  ce のバージョンが古い場合は※、読み取り専用となり編集はできません。
※  Microsoft Word 97-2003 文書 (.doc)、Microsoft Excel 97-2003 ブック (.xls)、Microsoft PowerPoint 
97-2003 プレゼンテーション (.ppt) など。

●Zune PC ソフトウェアのインストール（該当ページ：129ページ）
Zune PC ソフトウェアは、以下のサイトからダウンロードできます。
http://zune.net



●「Declaration of Conformity」（該当ページ：136ページ 5行目と6行目）
誤） http://www.fmworld.net/product/phone/doc/(Japanese only)
正） http://www.fmworld.net/product/phone/

以上



ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

ご不要になったケータイや取扱説明書は
お近くのauショップへ http://www.au.kddi.com/notice/recycle/index.html
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大切な地球のために、
一人ひとりができること。
それは、たとえばケータイや取扱説明書
のリサイクルという、とても身近なこと
から始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている
希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ
サイクルすることができます。
取扱説明書などの紙類は古紙原料とし
て、製紙会社で再生紙となり、次の印刷
物に生まれ変わります。また、このリサ
イクルによる資源の売却金は、国内の森
林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書
は、お近くのauショップへ。
みなさまのご協力をお願いいたします。

auショップへ
持って行こう！

使い終わったケータイと
取扱説明書は大切な資源。
リサイクル回収に出そう！

原材料ごとに再資源化されて
　新しい商品として店頭へ！

古いケータイと
取説

どーしよう？

リサイクル
お願いしま～す！

回収しています

このケータイい～な～

取説も生まれかわるよ！
使い終わったケータイに入ったデータは、バックアップや
消去がしっかりとできるので安心です。

 新しいケータイを
買った！！
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