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付録

ローマ字→かな変換表
■ 五十音
あ　A い 　I う　U え　E お　O
か　KA（CA） き　KI く　KU け　KE こ　KO
さ　SA し　SI（SHI） す　SU せ　SE そ　SO
た　TA ち　TI（CHI） つ　TU（TSU）て　TE と　TO
な　NA に　NI ぬ　NU ね　NE の　NO
は　HA ひ　HI ふ　HU（FU） へ　HE ほ　HO
ま　MA み　MI む　MU め　ME も　MO
や　YA ゆ　YU よ　YO
ら　RA り　RI る　RU れ　RE ろ　RO
わ　WA を　WO
ん　N （NN）

■ 濁音／半濁音
が　GA ぎ　GI ぐ　GU げ　GE ご　GO
ざ　ZA じ　ZI ず　ZU ぜ　ZE ぞ　ZO
だ　DA ぢ　DI づ　DU で　DE ど　DO
ば　BA び　BI ぶ　BU べ　BE ぼ　BO
ぱ　PA ぴ　PII ぷ　PU ぺ　PE ぽ　PO

ヴ　VU

■ 拗音1 （ゃ、ゅ、ょ）
きゃ　KYA きゅ　KYU きょ　 KYO
しゃ　SYA（SHA） しゅ　SYU（SHU） しょ　SYO（SHO）
ちゃ　TYA（CHA） ちゅ　TYU（CHU） ちょ　TYO（CHO）
にゃ　NYA にゅ　NYU にょ　NYO
ひゃ　HYA ひゅ　HYU ひょ　HYO
みゃ　MYA みゅ　MYU みょ　MYO
りゃ　RYA りゅ　RYU りょ　RYO
ぎゃ　GYA ぎゅ　GYU ぎょ　GYO
じゃ　ZYA（JA） じゅ　ZYU（JU） じょ　ZYO（JO）
ぢゃ　DYA ぢゅ　DYU ぢょ　DYO
びゃ　BYA びゅ　BYU びょ　BYO
ぴゃ　PYA ぴゅ　PYU ぴょ　PYO

■ 拗音2 （ぁ、ぃ、ぅ、ぇ、ぉ）
くぁ　QA くぃ　QI くぅ　QWU くぇ　QE くぉ　QO
ぐぁ　GWA ぐぃ　GWI ぐぅ　GWU ぐぇ　GWE ぐぉ　GWO
つぁ　TSA つぃ　TSI つぇ　TSE つぉ　TSO
ふぁ　FA ふぃ　FI ふぇ　FE ふぉ　FO
ヴぁ　VA ヴぃ　VI ヴぇ　VE ヴぉ　VO
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■ 拗音3 （その他）
いぇ　YE うぇ　WE
てゃ　THA てぃ　THI てゅ　THU てぇ　THE てょ　THO
でゃ　DHA でぃ　DHI でゅ　DHU でぇ　DHE でょ　DHO
ふゃ　FYA ふゅ　FYU ふょ　FYO
とぅ　TWU どぅ　DWU
ヴゅ　VYU

■ 小さい文字のみの入力
ぁ　LA(XA) ぃ　LI(XI) ぅ　LU(XU) ぇ　LE(XE) ぉ　LO(XO)
ゃ　LYA ゅ　LYU ょ　LYO っ　LTU

■ 「ん」の入力
• 通常は「N」を入力
• 「ん」の次に母音（A, I, U, E, O）またはYが続くとき、文末が「ん」の
ときは「NN」を入力
例：
KANSEI － かんせい
TANNI　－　たんい
KONNYAKU　－　こんやく

■ 「っ」の入力
• 子音を2 回連続して入力（NとYを除く）
例：
SAKKA　－　さっか
HASSINN　－　はっしん

ActiveSync／Windows Mobileデバイス
センターの動作環境

■ ActiveSync
• E30HTをパソコンと接続してデータを同期するためには、パソコン
にMicrosoft ActiveSync プログラムがインストールされている
必要があります。
• ActiveSync は同梱の「お使いになる前にディスク」に格納されてい
ます。
 なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびア
プリケーションに対応しています。(2009年3月現在)

■ オペレーティングシステム
• Windows XP Service Pack 1／2／3
• Windows XP Tablet PC Edition
• Windows XP Media Center Edition
• Windows XP Professional x64 Edition
• Windows 2000 Service Pack 4
• Windows Server 2003 Service Pack 1
• Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-powered 
Systems
• Windows Server 2003 Standard x64 Edition

■ アプリケーション
データの同期（電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り）
• Microsoft Office XP ／ Microsoft Outlook 2002
• Microsoft Office 2003 ／ Microsoft Office Outlook 2003
• Microsoft Office 2007 ／ Microsoft Office Outlook 2007
• Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
• Microsoft Systems Management Server 2.0
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Windows Mobile デバイスセンター
• E30HTをWindows Vista 搭載のパソコンと接続してデータを同
期するには、Windows Mobile デバイスセンターを利用します。
• Windows Mobile デバイスセンターは同梱の「お使いになる前に
ディスク」に格納されています。なお、このプログラムは以下のオペ
レーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています
(2009年3月現在)。

■ オペレーティングシステム
• Windows Vista Ultimate（32ビット/64ビット）
• Windows Vista Enterprise（32ビット/64ビット）
• Windows Vista Business（32ビット/64ビット）
• Windows Vista Home Premium（32ビット/64ビット）
• Windows Vista Home Basic（32ビット/64ビット）

■ アプリケーション
データの同期（電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り）
• Microsoft Office XP ／ Microsoft Outlook 2002
• Microsoft Office 2003 ／ Microsoft Office Outlook 2003
• Microsoft Office 2007 ／ Microsoft Office Outlook 2007
• Internet Explorer 7

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

電源ボタンを押しても
電源が入らない

電池パックは充電されていますか？ P.28
電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.25

電池パックの端子が汚れていませんか？ －
電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか？ P.28
起動画面表示中に電源
が切れる

電池が切れていませんか？
※ 電池残量が少ない場合、電源を入れると、起動画面
が表示され、しばらくすると画面が消えます。

P.28

電話がかけられない 電源は入っていますか？ P.29
au ICカードが挿入されていますか？ P.24
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.52

電話番号入力後、通話ボタンを押しています
か？

P.52

「エリア設定」が間違っていませんか？ P.162
Comm Managerで「電話」がオフになって
いませんか？

P.152

電話がかかってこない 電波は十分に届いていますか？ P.33
サービスエリア外にいませんか？ P.33
電源は入っていますか？ P.29
au ICカードが挿入されていますか？ P.24
「エリア設定」が間違っていませんか？ P.162
Comm Managerで「電話」がオフになって
いませんか？

P.152

着信転送サービスが設定されていませんか？ P.104
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こんなときは ご確認ください 参照
圏外アイコンが 
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.33

内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませ
んか？ －

「エリア設定」が間違っていませんか？ P.162
通話ボタンやLEDリン
グは点滅するが 
着信音が鳴らない

着信音量が「サイレント」または「マナーモー
ド」（バイブ）に設定されていませんか？

P.42
P.151

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.28
電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.25

ACアダプタの端子などが汚れていません
か？ －

ボタン操作ができない 電源は入っていますか？ P.29
「ロック」が設定されていませんか？ P.153

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.24
異なるau ICカードを挿入していませんか？ P.23

充電してください、 
電池切れなどと表示 
されて警告音が鳴った

電池残量がほとんどありません。 P.33

電池パックを利用 
できる時間が短い

電池パックが寿命となっていませんか？ －
「 」が表示される場所での使用が多くあり
ませんか？

P.33

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.33

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。 －

タッチスクリーンの
バックライトがすぐに
消える

バックライト点灯時間が短く設定されていま
せんか？

P.150

相手の方の声が 
聞こえない

受話音量が小さく設定されていませんか？ P.42
受話口を耳でふさいでいませんか？ P.20

BluetoothⓇ対応機器
から検出されない

Comm ManagerでBluetoothⓇの通信機能
がオフになっていませんか？

P.152

こんなときは ご確認ください 参照
ワイヤレスLAN（無線
LAN）に接続できない

Comm ManagerでワイヤレスLAN機能が
オフになっていませんか？

P.152

画面が動かなくなり 
操作できない

リセットボタンを押してみてください。
電源を自動的にOFFした後、もう一度電源
ONになります。編集中のデータは消失され
る可能性がありますが、保存しているデータ
は消失されません。

P.158
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仕様
■ システム情報
プロセッサ Qualcomm MSM7500 400MHz
メモリ ROM：512MB

RAM：256MB
オペレーティングシステム Windows MobileⓇ 6.1 Professional

■ 電源
電池パック リチウムイオン電池 1340mAh
充電時間 約180分
連続待受時間 国内 約330時間

国外 約120時間：アメリカ本土／メキシコ／サイ
パン／中国本土
約220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340時間：ニュージーランド／タイ／マ
カオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／バ
ミューダ諸島／ベネズエラ
※ 対象国は2009年3月時点

連続通話時間 国内 約260分
国外 約280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／ジャマイ
カ／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2009年3月時点

電源電圧入力 AC100-240V　50/60Hz、出力DC5V 1A

■ ディスプレイ
LCD 2.8インチTFT液晶（タッチスクリーン）
解像度 480 × 640 (VGA)

■ CDMA
通信方式および帯域 CDMA 1X EV-DO Rev.A（CDMA 1X WIN）
アンテナ 内蔵

■ 外装
サイズ (W)約52mm ×(H)約106mm×(D)約18mm 

（最厚部約18.8mm）
質量 約154g（電池パック・スタイラスを含む）

■ カメラ
タイプ カメラ: 320万画素カラーCMOS
解像度 フォト 2048 × 1536（3M）

1600 × 1200（2M）
1280 × 960（1M）
640 × 480（大）
320 × 240（中）

ビデオ 352 × 288（CIF）
320 × 240（大）
176 × 144（中）
128 × 96（小）

デジタルズーム フォト：最大4倍　ビデオ：最大1.5倍

■ オーディオ
コーデック AMR/AAC/WAV/WMA/MP3

■ 外部接続
ミニUSB USB、シリアル、オーディオ、電源接続用
BluetoothⓇ BluetoothⓇ Ver.2.0 ＋ EDR 準拠
ワイヤレスLAN IEEE802.11b/g準拠

■ 拡張スロット
カードスロット microSDTM（最大：2GB）／microSDHCTM（SD 

2.0準拠）（最大：8GB）

■ ACアダプタ
電源電圧 AC100V-240V、50-60Hz
消費電力 15 W
出力電圧／出力電流 5V／1A
充電温度範囲 5℃～ 35℃
サイズ 43mm×78mm×22mm
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携帯電話機の比吸収率（SAR）について
　この機種E30HT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※に適合しています。
　この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線
機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学
的根拠に基づいて定められたものであり、人体側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）について、これが2W／kgの許容値を超えないこととしていま
す。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全
率を含んでおり、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）が示した国際的なガイドラインと同じもの
となっています。
　すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の
技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携
帯電話機E30HTのSARは0.563W／kgです。この値は、国が定めた
方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値
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。また、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。
　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/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
※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。

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auお客様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E30HT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auお客様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auお客
様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（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18,000円（税込）

OFF

新しいau電話購入代金
最大6,120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携帯電話を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。
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数字／アルファベット
ACアダプタ .............................23、28
ActiveSync ........................57、137
インストール ........................... 59
同期設定 ................................... 59
動作環境 .................................172

Adobe Reader LE .....................136
au ICカード ................................... 23
取り付け ................................... 24
取り外し ................................... 24

Bluetooth® ..................................114
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情報送信 .................................118
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プロファイル .........................114
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モード .....................................114

Cメール ........................................... 72
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画像とビデオ ................................128
画像編集 .................................129
ファイル表示 .........................128

カメラ ............................................119
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本機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。（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。

（2009年3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.)

利用許諾契約利用許諾契約
microSDHC ロゴは商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご参照ください。

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun 
Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All 
rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社
アプリックスの商標または登録商標です。

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、HTC Corporationは、これら商標を使用する許可を受けています。

Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標または商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Mobile®、Windows Vista®、ActiveSync®、
Outlook®、Excel®、PowerPoint®、Windows Media®、Windows Live™および
Internet Explorer のロゴは、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。

Microsoft® Word は、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

Adobe®、Reader® は、米国Adobe Systems Incorporated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。

NAVITIMEは、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

Scan R®は、米国scanR, Inc.の登録商標です。

walkinghotspotTMは米国TapRoot Systems, Inc.の商標です。

本書では各OS ( 日本語版) を次のように略して表記しています。
Windows®XP は、Microsoft® Windows® XP Professional、またはMicrosoft® 
Windows® XP Home の略称です。Windows Vista® は、Microsoft® Windows 
Vista® Ultimate、Microsoft® Windows Vista® Business、Microsoft® 
Windows Vista® Home Premium、Microsoft® Windows Vista® Home Basic 
の略称です。
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。
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OpenSSL License

【OpenSSL License】
Copyright © 1998-2007 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.

【Original SSLeay License】
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.

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.
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 FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

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.
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