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ごあいさつ
このたびは、MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M（以下、「本製品」と表記します）をお買
い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に『クイックスタートガイド』（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』
を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
本書では、クイックスタートガイド、セーフティガイド、ユーザーガイドを総称して取扱説明
書と表記します。

取扱説明書ダウンロード
本製品の取扱説明書は、「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」「ユーザーガイド」を
ご用意しており、auホームページからダウンロードできます。
パソコンから：http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
なお、「クイックスタートガイド」「セーフティガイド」は本製品に同梱されております。
クイックスタートガイドでは、本製品の起動方法や、基本的な操作、主な機能の概要を説明し
ています。
注意：	 クイックスタートガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは異な

る場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
注意： 本書では「microSDHC™メモリカード」および「microSD™メモリカード」の名称を、

「microSDカード」と省略しています。

Androidアプリについてのご注意
• アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施し

てください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様
の位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて
外部に送信される可能性があります。

• 万が一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより動作不良が生じた場合、
当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合もあり
ますので、あらかじめご了承ください。

• お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者への
不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。

免責事項について
• 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事

故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、
当社は一切責任を負いません。

• 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記載内容の変化・消失、事業利益の
損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

• 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を
負いません。

• 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害
に関して、当社は一切責任を負いません。

• 事故や本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本体やmicroSDカードに登録され
たデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた
損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。

• 大切なデータは別途パソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。
万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因に
かかわらず当社としては一切責任を負いません。

※ 本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社
製造元：Motorola Mobility, Inc.

注意：	 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
注意：	 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
注意：	 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなど

お気づきの点がございましたら、ご連絡ください。
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本体付属品
MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M 本体保証書

クイックスタートガイド セーフティガイド

ACアダプター ACアダプター取扱説明書（保証書含む）

以下のものは同梱されていません。

• microSDカード
• イヤホン
• USBケーブル
• HDMIケーブル

保証書
（持込み修理）

＊ 本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情
報内容が変化、消失するおそれがあります。情報内容は、
別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失
したことによる損害などの請求につきましては、一切責任を
負いかねますので、予めご承知ください。
＊ 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修
理をお約束するものです。従って、本書によって保証書を
発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に
対するお客様の法律上の権利を制限するものではあり
ません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、
KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）お客様センター（右記）
及び、auショップ、PiPitなどにお問合せください。

品名

機種名

製造番号※
販売店※

保証期間

お買い上げ日※

お客様

MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M　本体
MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M
（型式名称 MOT11）

 

お買い上げ日より1年
　　　年　　月　　日

お名前 様

ご住所

電話番号

店名・住所

電話番号

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認
ください。

（注）・ 本体内蔵の電池パックは無償修理保証の対象外です。
・ 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品
を使用することがあります。
・ お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期
間内のサービス活動のために記載内容を利用させて
いただく場合がございますので、ご了承ください。

発売元 KDDI株式会社
 　東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号

 沖縄セルラー電話株式会社
 　沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号

 お客様センター　     0077-7-113

輸入元 モトローラ・モビリティ・ジャパン（株）
製造元 Motorola Mobility, Inc.

クイックスタートガイド
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各部の名称と機能

お知らせランプ

前面カメラ

充電ランプ

HDMIマイクロ出力端子

ステレオイヤホン端子背面カメラ

スピーカー

スピーカー

音量ボタン

microSDカード
スロット

カメラライト

microUSB端子 充電端子

10.1インチ 
ディスプレイ
（タッチスクリーン）

前面カメラランプ
前面カメラを使用
しているときに点
灯します。

電源ボタン
短く押す：スリープ
モードを起動する
／終了する
長く押す：電源を入
れる／切る

ドック接続端子（ドックは別売）

マイク
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microSDカードの取り付けかた／取り外しかた
microSDカードの取り付け／取り外しは、microSDカードスロットカバーを取り出してから
行います。

注意： microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与え
たりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

注意： 当社基準において動作確認したmicroSDカードに関する情報は、auホームページ
（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。

• microSDカードを取り付ける： microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がす
るまでゆっくり差し込みます。

注意： 本製品はmicroSDカードスロットにプラスチックカードを挿入して出荷して
います。microSDカードを使用する際は、プラスチックカードを抜いてから、
microSDカードを挿入してください。

注意： microSDカードには、表裏／前後の区別があります。
無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

• microSDカードを取り外す： microSDカードをカチッと音がするまでゆっくり押し込みます。
カチッと音がしたら、microSDカードに指を添えながら手
前に戻してください。microSDカードが少し出てきます。
microSDカードをまっすぐ引き出してください。

注意： 強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注
意ください。

注意： 本製品は無線LAN機能（Wi-Fi®）専用端末です。SIMカードはご利用になれませ
んので、ご注意ください。

microSD

microSDカード
スロットカバー

microSDカードスロット

microSDカード

注意：ここにmicroSDカードを挿入しないでください。 
ここにはmicroSDカードスロットカバーが入ります。
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充電
付属のACアダプターを使って充電します。

充電時間は約150分です。

図の①、②の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。

充電中はランプが点灯します。
電池レベルによって、点灯する色が変わります。

白色 充電中
緑色 充電完了

※ただし、本体の電源が入っているときは点灯しません。
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タッチスクリーンの使いかた
ディスプレイの左下にナビゲーションボタンが
表示されます。

• （ホーム）： ホーム画面に戻ります。

• （バック）： 前の画面に戻ります。

• （最近使用したアプリ）：  
最近使用したアプリケー
ションの一覧を表示します。

本製品のディスプレイはマルチタッチ対応のタッチスクリーンになっており、指で直接触れて
操作します。

注意： 指で強く押したり、先の尖ったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けた
りしないでください。

• タップ： 画面の項目やアイコンを指で軽く触れ
ます。

• ロングタッチ： 画面の項目やアイコンを指で押
さえたままにします。ポップアッ
プメニューを表示したり、ホー
ム画面でアイコンを移動する場
合に使います。

• ドラッグ／フリック： 画面の項目やアイコンを
指で押さえながら移動し
たり（ドラッグ）、素早く
はらうように触れたりし
ます（フリック）。スクロー
ルする場合に使います。

（最近使用したアプリ）
（ホーム）
（バック）
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• マルチタッチ： 画面を2本の指で触れて操作します。ズームしたり、地図を回転したりする
場合に使います。
ピンチ………………  画 面 を2本 の 指 で

触れ、指の間隔を
広げたり狭めたり
します（Webペー
ジ や 写 真 の ズ ー
ム）。

指を回転する………  画 面 を2本 の 指 で
触れ、そのまま回
転します（Google
マップの回転）。

指を上下に動かす…  画 面 を2本 の 指 で
触れ、上下に動か
し ま す（Google
マ ッ プ の 傾 き 調
節）。

ヒント： ディスプレイの表示が消えた場合（スリープモード起動時）は、 （電源ボタ
ン）を押すとディスプレイを表示できます。

ヒント： ロック画面が表示された場合は、 をロングタッチして表示される円までド
ラッグします。

ヒント： 縦または横に持ち替えて画面表示を切り替えることができます。
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文字入力
本製品では、ソフトウェアキーボードを使って文字を入力します。
ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。

①	変換候補
入力した文字から予測される単語などを表示します。

②	記号
記号や顔文字を表示します。

③	.?123
文字キーと数字／記号キーを切り替えます。

④	shift
英字の大文字と小文字を切り替えます。

⑤	文字
文字の種類が変更できます。（ひらがな→英字→数字）

⑥	DEL
カーソルの前の一文字を消去します。

⑦	確定
文字を確定します。

⑧	（←）／（→）
カーソルを一文字前／後ろに移動します。

⑨	スペース
スペースを入力したり、漢字に変換します。

⑩	文字キー
一般的なパソコンのキーボードと同じ順序で並んでいます。

ヒント： キーボードの種類を変更する場合は、画面右下の  をタップして、使用する
キーボードを選択します。

②

①

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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起動
本製品を充電し、電源を入れて、インターネットに接続し、Googleアカウントを本製品に設
定します。

警告： 同梱の「セーフティガイド」には、本製品をお使いになる方やほかの人への危
害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内
容を記載しています。必ずお読みください。
お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みになり、正
しい使いかたをご指導ください。

警告： 充電は、必ず付属のACアダプターを使用してください。microUSB端子に充
電機器を接続しないでください。microUSB端子は、データ送受信専用の端子
です。

注意： 電池パックには寿命があります。付属のACアダプターを本体に接続しても作動
しない場合には寿命の場合がありますのでご使用をおやめになり、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。電池は内蔵型のため、au
ショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけな
い期間が発生します。あらかじめ、ご了承ください。なお、電池パックの寿命
はお客様のご使用状態によっても異なります。

　  （電源ボタン）を長く押
して電源を入れます。

1

5MP
HD Video

初期設定を行います（10ページ）。
3

2
充電します（5ページ）。

充電時間

約150分
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初期設定
初めて電源を入れたときは、初期設定を行います。

注意： Googleアカウントの設定には、インターネット接続が必要です。

1 	をタップして、使用する言
語を選択し、「開始」をタッ
プする
無線LAN機能（Wi-Fi®）設定画面が
表示されます。

2 接続するアクセスポイントを
タップする
接続するアクセスポイントが検出さ
れないときは、「スキップ」をタッ
プして、初期設定終了後に登録して
ください。

3 パスワード（セキュリティ
キー）を入力して、「接続」
をタップする
アクセスポイントに接続すると、接
続成功画面が表示されます。

例：セキュリティが「WEP」の場合

4 「次へ」をタップする
現在地の位置情報の使用に関する画面が表示されます。

5 画面の説明をよく読み、「次へ」をタップする
許可しない場合は、チェックボックスをオフにします。

6 タイムゾーン、自動補正の設
定、日付と時刻を設定して、
「次へ」をタップする
タイムゾーンは「日本標準時（東京）
GMT＋9：00」を選択します。
日付と時刻を手動で設定する場合
は、自動補正の設定を「OFF」にし
ます。
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7 本製品にGoogleアカウントを設定する場合は、「次へ」をタップする
Googleアカウントを設定すると、GmailやAndroidマーケットを使用できます。
Googleアカウントを設定しない場合は、「スキップ」をタップします。

8 Googleアカウントを作成す
る場合は、「アカウントを作
成」をタップする
既にGoogleアカウントをお持ちの
場合は、「メール」と「パスワード」
を入力して、「ログイン」をタップ
します。

9 入力欄をタップして、上から
順に「姓」「名」などを入力
する

10 すべて入力して、利用規約を確認し、「同意して、アカウントを作成します」
をタップする
Googleアカウントが作成され、バックアップの設定画面が表示されます。
Googleアカウントを本製品に設定できない旨のエラーメッセージが表示された場合は、
Googleアカウントは作成されています。

「戻る」などをタップして操作8まで戻り、作成したGoogleアカウントを設定してくださ
い。

11 画面の説明をよく読み、「完了」をタップする
バックアップを利用しない場合は、チェックボックスをオフにします。

12 「利用条件を見る」をタップする
利用規約が表示されます。

13 画面の説明をよく読み、「実行」をタップする

14 「同意する」のチェックボッ
クスをタップしてオンにし、
「次へ」をタップする

ヒント： 既にお持ちのGoogleアカウントでサインインすると、連絡先およびカレンダー
の予定が本製品に自動的に同期されます。

ヒント： Googleアカウントを http://mail.google.com/mail/signup で作成し、そ
のアカウントでサインインすることもできます。

ヒント： Googleアカウントのアカウント名とパスワードは、お忘れにならないようご
注意ください。
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ホーム画面
ホーム画面には、重要な情報が表示されます。電源を入れたり、 （ホーム）をタップする
といつでも表示できます。
• ウィジェット： 最新情報が表示されます。「メール」ウィジェットのようなウィジェットでは、

ドラッグしたりフリックして、内容を確認できます。アプリケーションを起
動する必要はありません。

• ショートカット： お気に入りのアプリやブックマークなどを配置できます。

• パネル： ホーム画面は複数のパネル（5画面）で構成されており、左右にフリックするとパ
ネルを切り替えらます。また、パネルごとにウィジェットやショートカットを配
置できます。

• アイコン： 画面右下には、本製品の状態を示すアイコンが表示されます。
 無線LAN機能（Wi-Fi®）の電波状態を表します。

 電池の状態を表します。充電中は、  が表示されます。

ヒント： ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加するには、 （カスタマ
イズ）をタップします。

音声検索クイック検索 アプリケーションメニューを表示します。 カスタマイズ

ウィジェット ショートカット

アイコン

パネル
左右にフリックし
たり、パネルの端
をタップすると、
パネルを切り替
えられます。

画面右下の時計をタップすると、通知パネルが表示されます。

通知パネル／クイック設定パネル

通知パネル
通知パネルの　をタップする
と、クイック設定パネルが表示
されます。
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アプリケーションの起動・ダウンロード
すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動できます。

起動方法：ホーム画面で  をタップします。

アプリケーションメニューに表示されていないアプリケーション、ゲーム、ウィジェットは、
Androidマーケットからダウンロードできます。

起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  マーケット」をタップします。

ヒント： ダウンロードしたアプリケーションやゲームは、アプリケーションメニューに
表示されます。

  アプリケーションやウィジェットは、ホーム画面に配置できます。
注意： 画面はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了

承ください。

タップすると、
ホーム画面に
戻ります。

説明を確認したりダ
ウンロードしたいア
プリケーションを
タップします。

左右にフリックすると、前後の画面に配置されて
いるアプリケーションが表示されます。

ホーム画面で　　　  をタップすると、アプリケーション
メニューが表示されます。

アプリケーションメニューで「マーケット」をタップすると、
Androidマーケットが起動します。

マーケット
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インターネット
無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用してインターネットに高速接続し、お好みのWebサイトにアク
セスできます。10.1インチの大画面で、Flash®コンテンツや動画も再生できます。そのため
のパソコンは必要ありません。

起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  ブラウザ」をタップします。

• タブ： Webサイトにアクセスする際、パソコンのブラウザによくあるようなタブを使用で
きます。1つのブラウザに、複数のタブを使用して複数のWebサイトを表示でき、タ
ブをタップするだけで表示を切り替えられます。

• ブックマーク： Webサイトが気に入ったときは、ブックマークに追加します。ブックマー
クは、ブラウザやウィジェットから利用することができ、どちらもサイト
のサムネイル（縮小表示）が表示されるため、見たいブックマークを簡単
に見つけることができます。
ヒント： Webサイトが特に気に入ったときは、  （メニュー）をタップ→

「ページを共有」をタップして、Webサイトを共有できます。
• 操作のヒント： リンクやテキスト入力欄をタップすると、リンク先にアクセスしたりテキ

スト入力欄にテキストを入力できます。
リンクをロングタッチすると、ポップアップメニューを表示できます。
ピンチしたりダブルタップ（2回続けてタップ）すると、Webサイトの拡
大／縮小ができます。

注意： お買い上げ時は、Flash®コンテンツは再生できません。Androidマーケットから、
Adobe Flash Playerをダウンロードしてご利用ください。

戻る
進む
再読込 メニュー

ブックマーク
の表示

検索
新しいタブを
開くタブ

リンク
タップすると、リ
ンク先のWebサ
イトにアクセスで
きます。

タップしてWebサイ
トのアドレス（URL）
を入力します。

テキスト入力欄
タップすると、キー
ボードが表示され、
テキストを入力で
きます。

ブックマークに追加
タップすると、表示中のWebサイ
トをブックマークに追加できます。
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マルチメディア
写真や動画を撮影したり見たり共有したりできます。
• 写真： 5メガピクセルカメラ（背面カメラ）で写真を撮影できます。

起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  カメラ」をタップします。
• 動画： 720pのHD動画を撮影できます。

起動方法：  ホーム画面で  をタップ→「  カメラ」をタップ→  をタップ
して  を  側にスライドします。

• ギャラリー： 写真や動画を見たり、編集したり、共有したりできます。
起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  ギャラリー」をタップします。

カメラ

タップすると、ギャラリーを起動できます。

写真を撮影したり、動画の録
画を開始／終了します。

前面カメラと
背面カメラを切り替えます。

写真撮影モードと
動画撮影モードを切り替え
ます。
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友人とのコミュニケーション
様々な方法でコミュニケーションできます。
• 連絡先： 名前や電話番号、住所などを登録できます。Googleアカウントと同期することも

できます。
起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  連絡先」をタップします。

• メール： 電子メールアカウントを設定してメールの送受信ができます。
起動方法：  ホーム画面で  をタップ→「  メール」または「  Gmail」

をタップします。
• ソーシャルネットワーク： Facebook、Twitter、Myspaceなどのサービスを利用できます。

Androidマーケットから各サービスの公式アプリケーションや公
式ウィジェットをダウンロードして、ご利用ください。
起動方法：  ホーム画面で  をタップ→「  マーケット」

をタップします。
• Googleトーク： 顔を見ながらのビデオ通話や、インスタントメッセージの送受信、音声通

話を行えます。
起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  トーク」をタップします。

talk

Erin

Susan Fryer

Larry Page

Matias Dusette

Romain Guy

Susan Moore

オフライン

オフライン

オフライン

オフライン

オフライン

オフライン

My friend

メッセージを入力

Talk

Gmail

タップして、メールの内容を
確認します。

メールの新規作成

連絡する

ビデオ通話の開始 音声通話の開始

検索

フォルダ
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位置情報（GPS情報）
現在地や目的地を、内蔵のGPS機能を使って調べることができます。
ある地点から別の地点への行きかただけでなく、場所を空から眺めるように探したり、3D表
示で探したり、通りに立っているような画面から探したりできます。また、目的地までのルー
ト案内も利用できます。ルート案内では、音声入力で操作することもできます。
• Googleマップ： Googleマップで現在地の表示や別の場所の検索、ルート検索などを行う

ことができます。
起動方法：  ホーム画面で  をタップ→「  マップ」をタップします。
操作のヒント：  マルチタッチ（画面を2本の指で触れて操作）すると、地

図の表示方法を変更できます。
ピンチ ……………… 地図のズーム
指を回転する ……… 地図の回転
指を上下に動かす … 地図を傾ける

• Googleマップナビ： 様々な方法で目的地へのルート案内ができます。
起動方法：  ホーム画面で  をタップ→「  ナビ」をタップします。
操作のヒント：   （メニュー）をタップ→「ナビの終了」をタップす

ると、ルート案内を終了します。
• プレイス： レストランやホテル、ATM、現在地などを探すことができます。また、探した

場所についてのクチコミや詳細を確認することもできます。
起動方法：ホーム画面で  をタップ→「  プレイス」をタップします。

現在地、プレイス、経路、レイヤ

検索、経路情報、レイヤなどナビ

検索
マップ
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ワイヤレス通信
Bluetooth®機能や無線LAN機能（Wi-Fi®）を使用できます。設定は、無線とネットワークの
設定画面で行います。
起動方法：  ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「無線とネットワーク」を

タップします。
• Bluetooth®機能： ヘッドセット、プリンター、キーボードなどのBluetooth®対応機器を

接続して利用したり、Bluetooth®対応の携帯電話やパソコン、タブレッ
トと接続してデータを共有できます。
設定方法：  無線とネットワークの設定画面で「Bluetooth設定」をタッ

プして、Bluetooth®対応機器と接続します。
• 無線LAN機能（Wi-Fi®）： インターネットに高速接続できます。

設定方法：  無線とネットワークの設定画面で「Wi-Fi設定」をタッ
プして、自宅や会社、ホットスポットなどのWi-Fi®ネッ
トワーク（ワイヤレスアクセスポイント）を設定しま
す。

  詳細設定については、  （メニュー）をタップ→「詳
細設定」をタップします。

Wi-Fi設定／Bluetooth設定
タップして、機器を検索したり機器と接続します。

XOOM_QSG_.indd   18 2011/05/13   16:17:29



19

ソフトウェア更新
本製品でソフトウェア更新のお知らせを受信したときは、ソフトウェアを更新してください。
本製品のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。
• 本製品のみで更新する： ホーム画面で  をタップ→「  設定」をタップ→「タブレッ

ト情報」をタップ→「システムアップデート」をタップします。
ソフトウェア更新について詳しくは、auホームページ（http://www.au.kddi.com）にてご確認く
ださい。

注意： ソフトウェア更新用データのデータサイズは25MB以上になる場合があります。

故障とお考えになる前に
症状 チェックする箇所 参照先

電源が入らない • 電池切れになっていませんか？充電は完了しています
か？

• 充電端子は汚れていませんか？充電端子が汚れている場
合は、乾いた綿棒等で清掃してください。

• （電源ボタン）を長押ししていますか？

P.3
P.5
P.9

充電ができない（充電ラ
ンプが点灯しない）

• ACアダプターの電源プラグをコンセントに正しく差し込
んでいますか？

• ACアダプターを本体に正しく接続していますか？

P.5

タッチパネルが動作しな
い／タッチパネルで意図
したとおりに操作できな
い

（ボタン／タッチパネル
の操作ができない）

• 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。
• 本製品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。
タッチペンなどでは操作できません。

• ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作し
ていませんか？

• 画面ロックが設定されていませんか？
※ パターン、PIN、パスワードを入力して、画面ロック

を解除してください。

P.6

画面が正常に表示されな
い／画面が動かない／ど
のボタンを押しても操作
できない

• 動作が不安定になったり、操作できなくなったりした場
合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してください。
※ 電源を入れ直しても、保存されているデータやアプリ

ケーションは削除されません。

P.9

音量を変更できない／音
が聞こえない

• 本体左側面の音量ボタンを押して変更してください。
• アプリケーションによっては、画面上のタッチ操作で音

量を変更できます。
• イヤホンを挿入したときは、イヤホンが正しく挿入され

ているかご確認ください。

P.3

保存した写真や動画、音
楽が見つからない

• 対応するアプリケーションを起動してください。 P.15

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。
一般電話からは  0077－7－111（通話料無料）
au電話からは 局番なしの157（通話料無料）
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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。

注意： 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。

注意： 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。

• 補修用性能部品について： 当社はこのMOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M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3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。

• 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（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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主な仕様
●本体 ＊記載の数値はMotorola Mobility, Inc.の測定値です。

品名 MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M
型番 MOT11
サイズ 高さ約167mm×幅約249mm×厚さ約12.9mm
質量 約700g
CPU NVIDIA® Tegra™ 2 mobile processor 

with Dual Core ARM® Cortex™-A9 CPU
ストレージ 約32GB
ネットワーク環境 無線LAN（IEEE802.11b/g/n準拠）
操作環境 周囲温度5℃～35℃

周囲湿度35%～85%
ディスプレイ 種類 TFT

サイズ 10.1インチ
発色数 約1600万色
解像度 横1280ドット×縦800ドット

電源 連続待受時間※１ 約480時間
※無線LAN機能（Wi-Fi®）停止状態での時間です。

連続通信時間※１ 約8.5時間
※ 動画をストリーミング再生した場合を想定した時間

です。（ディスプレイの明るさは初期設定、音声はス
ピーカーで最大設定）

充電時間 AC時 約150分（専用ACアダプター）
インタフェース microUSB端子（Bタイプ）、HDMIマイクロ出力端子、

ドック接続端子、microSDカードスロット、3.5Φステ
レオイヤホン端子

Bluetooth®
機能

対応バージョン Bluetooth®標準規格Ver.2.1＋EDRに準拠※2

対応プロファイル※３ HID（Human Interface Device Profile）
A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）
PBAP（Phone Book Access Profile）
OPP（Object Push Profile）
OBEX（Object Exchange Profile）
SPP（Serial Port Profile）
GAVDP（General Audio/Video Distribution 
Profile）
SDAP（Service Discovery Application Profile）
AVCTP（Audio/Video Control  Transport 
Protocol）
AVDTP（Audio/Video Distribution Transport 
Protocol）
Headset Profile

※1 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。また、利用
する機能によっては、待受時間や使用時間は短くなります。

※2 本製品およびすべての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
のやりとりができない場合があります。

※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。
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もっと知りたいときは
本製品の使いかたや周辺機器についてもっと知りたいときは、auホームページ

（http://www.au.kddi.com）にてご確認ください。

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技
術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱
説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

著作権、商標、比吸収率（SAR）
  This product meets the applicable SAR limit of 1.6W/kg (IEEE/FCC) and 

2.0W/kg (ICNIRP). The highest SAR values measured for this device are 
listed in the manual packaged with your product.

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、インターネット接続が必要です。なお、
インターネット接続の契約内容によっては追加料金が発生する場合があります。詳しくは、サー
ビスプロバイダにお問い合わせください。
一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、追加料金が発生する場合があります。
詳しくは、サービス提供会社などにお問い合わせください。
クイックスタートガイドは、クイックスタートガイド作成時の最新情報に基づいて作成されて
います。本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づ
きの点がございましたら、ご連絡ください。
注意： クイックスタートガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品と

は異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

• モ ト ロ ー ラ、MOTOROLA、 モ ト ロ ー ラ の ロ ゴ マ ー ク は、Motorola Trademark 
Holdings, LLC.の登録商標です。

• Google、Googleロゴ、Google Maps、Google Talk、Gmail、YouTube、Android、
Android マーケットは、Google Inc.の商標です。

• 「Twitter」はTwitter,Inc.の登録商標です。
• 「Facebook」はFacebook,Inc.の登録商標です。
• microSD™、microSDHC™はSDアソシエーションの商標です。 
• microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。

• 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のiWnnを使用しています。iWnnはオムロン株式
会社の登録商標です。
iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 all 
rights reserved.

• 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、Motorola Mobility, Inc.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。
• NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、米国およびその他の国におけるNVIDIA 

Corporationの登録商標または商標です。
• Flash®は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の

国における商標または登録商標です。
• 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。

© 2011 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.
Product ID: MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M
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お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について（通話料無料）

一般電話からは

 0077-7-111
au電話からは

局番なしの157番

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

故障・操作方法について（通話料無料）

一般電話からは

 0077-7-113
au電話からは

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。（無料）

 0120-977-033（沖縄を除く地域）

 0120-977-699（沖縄）

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用する
ためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、
ブランド・メーカーを問わず  マークのあるお店で回収し、リサイ
クルを行っています。

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙資源を製紙
会社と協力し、国内リサイクル活動を行っています。
本冊子は、その一環として製作されております。
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