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付録

 EIS01PTの ソフトウェアを更新する
EIS01PTのソフトウェアを更新するには、次の2つの方法がありま
す。
• ケータイアップデート
 3Gデータ通信環境で、自動または手動でアップデート（パケット
通信料は無料です。）
• ソフトウェアアップデート
 無線 LAN 接続環境（▶P.201「Wi-Fi」）で、「アップデート実行
（Wi-Fi）」

 ケータイアップデートを利用する
EIS01PTは、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアッ
プデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。
ケータイアップデートで、EIS01PTのソフトウェアを更新する方法
は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前
にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起
動します。

手動更新 ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー
クに接続して確認できます。
• 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データ
をダウンロードして、更新します。※1
• 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用い
ただけます。

自動更新 auからのソフトウェア更新のお知らせを受信し
た場合に更新します。
• 自動更新型：お知らせを受信したときに自動的
に更新します。※2
• ユーザー承認型：お知らせを受信したときに確
認画面が表示されます。

※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更
新することができます。

※2 「自動設定」（▶P.236）を無効にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

1 ホーム画面で［  ］→［設定］→［端末情報］
→［ケータイアップデート］

2  アップデート
開始

1.  ［実行］
EIS01PTのソフトウェア更新が必要かどうか
を確認します（手動更新）。
ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を
行います。
すぐに更新する場合
2.  ［実行］
 ソフトウェア更新用データのダウンロード
が開始されます。ダウンロード完了後に再
起動するとソフトウェアが更新されます。

後で更新する場合（予約更新）
2.  ［予約］
 ソフトウェア更新用データのダウンロード
が開始され、ダウンロードが完了すると更新
開始日時を設定する画面が表示されます。

3. ［時刻変更］／［日付変更］
 ［時刻変更］で更新開始時刻、［日付変更］で
更新日を変更できます。

4. ［予約］
 更新開始日時に自動的にEIS01PTが再起
動してソフトウェアが更新されます。

 自動設定 EIS01PTが自動更新型の更新のお知らせを
受信したときに、自動的にソフトウェア更新用
データのダウンロードを開始し、ソフトウェア
を更新するかどうかを設定します。
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予約時刻 設定されている更新開始日時を変更します。
• 「解除」をタップすると、予約更新は解除され
ます。

◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時
の7日後まで設定できます。

◎ 更新開始日時を設定した後で、「日付と時刻」（▶P.199）の設定を変更す
ると予約更新が解除されます。

◎ 予約更新を解除した場合は、EIS01PTのソフトウェアを更新するために
「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後
で「アップデート開始」を実行すると、自動的にEIS01PTが再起動してソフ
トウェアが更新されます。

■ ご利用上のご注意
• ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
• 無線LAN（Wi-Fi）接続でのご利用はできません。
• ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様
にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ
もしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせく
ださい。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフト
ウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知ら
せをお送りさせていただくことがあります。
• 十分に充電してからアップデートしてください。電池残量が少ない
場合や、アップデート途中で電池残量が不足するとケータイアップ
デートに失敗します。
• 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータ
イアップデートに失敗することがあります。
• ソフトウェアを更新しても、EIS01PTに登録された各種データや設
定情報は変更されません。ただし、お客様のEIS01PTの状態（故障・
破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もござい
ますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバッ
クアップをされることをおすすめします。

• ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア
のダウンロードが開始される場合があります（連続更新）。
• ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アッ
デート開始」（▶P.236）によりケータイアップデートを実行し直
してください。
• 「エリア設定」（▶P.232）を「日本」以外に設定している場合は、ご
利用になれません。
ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください
• ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パッ
クを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
• ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
ケータイアップデート実行中にできない操作について
• ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消
防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
また、アラームなども動作しません。
ケータイアップデートが実行できない場合などについて
• ケータイアップデートに失敗すると、EIS01PTが使用できなくなる
場合があります。EIS01PTが使用できなくなった場合は、auショッ
プもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

■ 更新のお知らせ（自動更新型）が来ると
自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に
ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード
が完了するとソフトウェアが更新されます。

◎ 操作中に更新のお知らせを受信した場合も、ソフトウェア更新のために
EIS01PTの再起動が行われます。編集中のデータが失われますのでご注意
ください。

◎ 「自動設定」を無効に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認画
面が表示されます。
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■ 更新のお知らせ（ユーザー承認型）が来ると
ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確
認画面が表示されます。

■ すぐに更新する場合

1 ［実行］
ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

■ 後で更新する場合

1 ［中止］／b

更新が中止されます。「アップデート開始」（▶P.236）によりケータ
イアップデートを実行し直してください。

ソフトウェアアップデートを利用する
EIS01PTは、Wi-Fi環境を利用してソフトウェアを更新することもで
きます。

■ ソフトウェアアップデートご利用上のご注意
• 「アップデート情報の自動確認」を有効（お買い上げ時の設定）にして
おくと、Wi-Fiまたは3Gデータ通信利用時、ソフトウェアアップデー
トが必要かどうかを24時間置きに自動的に確認します。アップデー
トが必要な場合は、ディスプレイ上部のステータスバーに  が表示
されます。
• microSDメモリカードの空き容量を500MB程度確保して、アップ
デートを行ってください。
• ソフトウェアの更新にかかる情報料は無料です。
• 十分に充電してからアップデートしてください。電池残量が少ない
場合や、アップデート途中で電池残量が不足するとソフトウェア
アップデートに失敗します。
• 無線LANの電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所
では、ソフトウェアアップデートに失敗することがあります。

• ソフトウェアを更新しても、EIS01PTに登録された各種データや設
定情報は変更されません。ただし、お客様のEIS01PTの状態（故障・
破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合もござい
ますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバッ
クアップをされることをおすすめします。
• アップデート実行中にアラームが動作しないように、アップデート
実行前にアラーム設定をOFFにしてください。
• アプリケーションの実行中またはBGM再生中は、ソフトウェアアッ
プデートをご利用できません。アプリケーションやBGM再生を終了
してから、ソフトウェアアップデートを実行してください。
• ソフトウェアアップデートに失敗したときや中止されたときは、
「アップデート実行（Wi-Fi）」を実行し直してください。
ソフトウェアアップデート実行中は、以下のことは行わないでください
• ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パッ
クを外すと、ソフトウェアアップデートに失敗することがあります。
• ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。また、無線LAN電
波が途切れたりしないようにご注意ください。
ソフトウェアアップデート実行中にできない操作について
• ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消
防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
また、アラームなども動作しません。
ソフトウェアアップデートが実行できない場合などについて
• ソフトウェアアップデートに失敗すると、EIS01PTが使用できな
くなる場合があります。EIS01PTが使用できなくなった場合は、au
ショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。
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■ 「アップデート実行（Wi-Fi）」を実行する
1 ホーム画面で［  ］→［設定］→［端末情報］
→［ソフトウェアアップデート］

2 ［アップデート実行（Wi-Fi）］
更新データの確認を行い、現在のバージョンナンバーと最新のバー
ジョンナンバーを表示します。
最新のバージョンナンバーが表示されない場合は、アップデートは
不要です。bを押して、ソフトウェアアップデートを終了してくだ
さい。

3 ［実行］→［はい］→［OK］
自動的に再起動します。

◎ 無線LANが利用できない環境で、「アップデート実行（Wi-Fi）」をタップして
も、アップデートは実行できません。

  周辺機器のご紹介
■  電池パック（PTI11UAA） ■  卓上ホルダ（PTI11PUA）

■  共通 ACアダプタ01（0202PQA）（別売）※

 共通ACアダプタ02（0203PQA）（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 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）※

 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
03、または共通ACアダプタ02をご使用
ください。

※ EIS01PTでご使用になる場合は、18芯-microUSB
変換アダプタ01（別売）と接続する必要があります。

■  共通DCアダプタ03
（0301PEA）（別売）

■  ポータブル充電器02
（0301PFA）（別売）
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■  au キャリングケースF
ブラック（0105FCA）（別売）

■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）※

■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）※

■  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）
■ 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）
■ 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）

※ EIS01PTでご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01（別売）と接続する必要が
あります。

◎ 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。

◎ EIS01PTは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
◎ 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、EIS01PT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.17）を
ご参照ください。

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OFFにしてください。

1 EIS01PT本体裏側のロックレバーを左方向へスライド
させてLOCKを解除する

2 本体の凹部に指先（爪）をかけて、電池パックカバーを
矢印の方向に持ち上げて、電池パックカバーを取り外す

凹部

2

電池パックカバー

1
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3 電池パック下部の「PULL」と印刷されている部分を
上に引き、電池パックを取り外す

3

◎ 電池パックを取り外すときは、「PULL」と印刷されている部分を上に引く
ようにしてください。別の方向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。

電池パックを取り付ける

1 電池パックのラベル印刷面が上になるようにして、
EIS01PT本体と電池パックの接続部の位置を確かめて
合わせ、電池パックを確実に押し込む

2 電池パックカバーのツメ部を斜めにして本体に差し込ん
でから（2-1）、電池パックカバーを取り付ける（2-2）

2-2

1 2-1

接続部

3 電池パックカバーの▲マークの8箇所を押す
3

4 電池パックカバーの両サイドを指で図の方向になぞり、
カバー全体に浮きがないことを確認する

5 ロックレバーを「LOCK」の位置まで矢印の方向に
スライドさせて、電池パックのカバーをロックする

5 4

4

◎ 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。

◎ 取り付け時に間違った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。
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  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EIS01PTに取り付けた状態で充電してください。

1 EIS01PTに共通DCアダプタ03（別売）を接続する

2
1-2

1-1

側面にある外部接続端子カバー（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）。

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
EIS01PTの充電ランプが赤色に点灯し、ディスプレイ上部の電池残量
アイコンが充電中の表示になります。

充電時間は約260分です

EIS01PT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。
充電が完了すると充電ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、EIS01PTから共通DCアダプタ03
（別売）のmicroUSBプラグを引き抜く

5

4

3

4 EIS01PTの外部接続端子カバーを閉じる
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

◎ 共通DCアダプタ01（別売）を利用する場合は、18芯-microUSB変換アダ
プタ01（別売）が必要です。

◎ EIS01PTの電源がOFFの状態で充電を開始すると、EIS01PTの電源
が自動的にONになり充電中の画面が表示されます。充電を終了すると
EIS01PTの電源は自動的にOFFになります。

◎ 電源OFFの状態で充電をした場合、電池残量が少ない状態で充電を終了す
ると充電不足のメッセージが表示される場合があります。
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別売のイヤホンを使用する
使用するイヤホンにより、変換アダプタが必要となります。

使用するイヤホン 変換アダプタ
microUSBモノラルイヤホン
01（別売）

不要

市販のイヤホン
（3.5φミニプラグ）

microUSBステレオ イヤホン変換
アダプタ01（別売）または3.5φ
-microUSB変換アダプタ01（別売）

既存の平型スイッチ付
イヤホンマイク（別売）
既存の平型ステレオイヤホン
マイク（別売）

平型-microUSB変換アダプタ01
（別売）

1 変換アダプタが必要な場合は、変換アダプタとイヤホンを
接続する

2 EIS01PTの外部接続端子にmicroUSBモノラルイヤホ
ン01（別売）または変換アダプタを接続する
EIS01PTの側面にある外部接続端子カバーを開け、microUSBモノラ
ルイヤホン01（別売）または変換アダプタのコネクタを、先端の形状を
確認して平行になるように差し込みます。

◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に
microUSBモノラルイヤホン01（別売）やアダプタを取り外す際にカバー
を一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、EIS01PT本
体から抜けてしまったり破損の原因となります。

◎ イヤホンによってはアダプタに接続できない場合があります。
◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）および平型ステレオイヤホンマイク
（別売）のスイッチは使用できません。
◎ イヤホン接続後に、NASHサウンド効果（▶P.188）が設定できます。

  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.36
P.242

電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.240

電池パックの端子が汚れていませんか？ ―
pを1秒以上長押ししていますか？ P.38

電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか？ P.36
P.242

電源起動時の画面表示
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、電源起動
時画面が表示され、しばらくすると画面が消えま
す。

P.36
P.242

電話がかけられない 電源は入っていますか？ P.38
au ICカードが挿入されていますか？ P.40
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.72

電話番号入力後、「  」をタップしています
か？

P.72

「エリア設定」が間違っていませんか？ P.232
「航空機モード」が設定されていませんか？ P.185

電話がかかってこない 電波は十分に届いていますか？ P.49
サービスエリア外にいませんか？ P.49
電源は入っていますか？ P.38
au ICカードが挿入されていますか？ P.40
「エリア設定」が間違っていませんか？ P.232
「着信拒否」が設定されていませんか？ P.186
「航空機モード」が設定されていませんか？ P.185
着信転送サービスが設定されていませんか？ P.221

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.49

内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませ
んか？

P.34

「エリア設定」が間違っていませんか？ P.232
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こんなときは ご確認ください 参照
Wi-Fiがつながらない アクセスポイントからの電波は届いていますか？ P.49

Wi-Fiの設定はしましたか？ P.202
着信音が鳴らない 音量が0に設定されていませんか？ P.187

マナーモードが設定されていませんか？ P.164
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.36

P.242
電池パックは正しく取り付けられています
か？

P.240

卓上ホルダや本体の充電端子などが汚れてい
ませんか？ ―

microUSBケーブルによるパソコンからの
充電はできません。 ―

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.38

画面ロックの解除はしましたか？ P.38
スリープモードになっていませんか？ P.38

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.40
au ICカード以外のカードを挿入していませ
んか？

P.40

充電してくださいなど
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.36
P.39
P.242

イヤホン接続時、電話
が勝手に応答する

「イヤホンマイク自動着信」が設定されていま
せんか？

P.186

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？ P.17
電波が届きにくい場所での使用が多くありま
せんか？

P.49

Wi-Fi、3Gデータ通信、GPS機能、Bluetooth®、
自動同期などを使用する設定にすると、電池
を消耗します。使用していない機能をこまめ
にOFFにすることで電池の消耗を抑えます。
かんたん設定アイコンで各機能のON／OFF
を切り替えることができます。

P.50

使用していないアプリケーションを終了する
ことで電池の消耗を抑えます。

P.58

画面の明るさを暗く、バックライト点灯時間
を短く設定すると、電池の消耗を抑えます。

P.189

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.49

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

「バックライト消灯」の時間が短く設定されて
いませんか？

P.189

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.72
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.34

画面が動かなくなり、
どのキーを押しても
操作できない

pを長押ししても電源をOFFにできない
場合は、一度電池パックを取り外し、数秒待っ
てから電池パックを入れ直してください。そ
の場合、編集中のデータはすべて消失します。

ー

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.42

microSDメモリカードのマウントが解除さ
れていませんか？

P.196

カメラが動作しない 電池残量が少なくなっていませんか？ P.127
本体の温度が高かったり、極端に低くなって
いませんか？

P.127

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EIS01PT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

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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  主な 仕様

ディスプレイ 3.7インチ、最大1677万色、TFT、
静電容量方式タッチパネル
480×800ドット（WVGA）

質量 約123g（電池パック含む）

 連続通話
時間

国内 約500分
海外
（GSM） 約400分

海外
（CDMA）

約600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／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8月時点

 連続待受
時間

国内 約260時間
海外
（GSM） 約380時間

海外
（CDMA）

約320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470時間： ニュージーランド／タイ／マカオ／
バミューダ諸島／ベネズエラ

※ 対象国は2011年8月時点
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

約62mm×121mm×11.8mm 
（最厚部12.8mm）

本体内部メモリ ROM 8Gbit、RAM 4Gbit
ユーザーメモリ 約400MB
外部メモリ microSD™／microSDHC™メモリカード（最大

32GB）
外部端子 micro USB Bタイプ端子（USB 2.0対応）
無線LAN Wi-Fi、IEEE802.11b/g/n

WEP、WPA/WPA2 PSK、802.1x EAP
Bluetooth® 3.0＋EDR
赤外線 IrDA ver.1.4

カメラ CMOSイメージセンサー、
約500万画素（記録画素数2560×1920）、
静止画サイズ（2560×1920、2240×1680、
2048×1536、1600×1200、1280×960、
800×480、640×480）、
録画サイズ（1280×720、800×480、640×480、
320×240）
デジタルズーム方式、10cm接写・ソフト処理

◎ 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。

■ 携帯電話機の比吸収率（ SAR）について
　この機種EIS01PT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0.553W/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
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の「auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）」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「auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）」
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
○ 一般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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 利用許諾契約

Aplixエンドユーザライセンス契約
ソフトウェアについて
この携帯電話機には当社以外の第三者が所有するソフトウェアが含まれていま
す。ご利用のお客様には、この携帯電話機を使用する限りにおいて、インストール
されているソフトウェアの非独占的で譲渡を禁止した使用権が許諾されていま
す。この使用権の許諾をもって、お客様へのソフトウェアの販売と解釈されるもの
ではありません。お客様はソフトウェアの一部または全部の複製・変更・頒布・公衆
送信可能化・模倣・改変・リバースエンジニアリングをしたり、ソースコードを明ら
かにしてはいけません。ソフトウェアの所有者である第三者は、唯一独占的にソフ
トウェアを所有し、全ての権利を保持しており、利益を享受します。
この携帯電話機にインストールされているソフトウェアは、現状有姿でお客様に
使用権を許諾されています。明示・黙示を問わず、すべてのソフトウェアに関して
第三者知的財産権の不侵害、商品性、特定目的への適合性等は何ら保証するもので
はありません。更に、ソフトウェアが連続的に正しく動作することも保証するもの
ではありません。黙示の保証の排除を許さない法域では、黙示の保証は排除されず
限定されます。

オープンソースソフトウェアについて
本製品には、Google社が開発したAndroidのソフトウェアに基づいたオープン
ソースソフトウェアが含まれています。詳細については、以下のサイトの本製品に
関する情報をご覧ください。
http://opensource.pantech.com/

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。

■ 輸出管理規制
本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」および
その関連法令）の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制（Export 
Administration Regulations）の適用を受ける場合があります。本製品および付
属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要
となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国
商務省へお問い合わせください。

microSD、microSDHCは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載
しています。
Adobe、 Adobe Acrobat、 Flash、 FlashLiteおよびMacromedia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、Pantech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。

DIVXビデオについて: DivX®は、Rovi Corporationの子会社であるDivX, LLC-
が開発したデジタルビデオフォーマットです。本製品は、DivXビデオの再生に対
応した正規のDivX Certified® （DivX認証）デバイスです。詳細情報およびビデオ
ファイルをDivX形式に変換するためのソフトウェアについては、divx.comをご覧
ください。
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DIVXビデオオンデマンドについて: DivXビデオオンデマンド（VOD）コンテンツ
を再生するには、このDivX Certified® （DivX認証）デバイスを登録する必要があ
ります。登録コードは、デバイスセットアップメニューのDivX VODセクションで
確認できます。詳細情報と登録方法については、vod.divx.comをご覧ください。
DivX®、DivX Certified®、およびこれらの関連ロゴは、Rovi Corporationおよび
その子会社 の登録商標であり、ライセンス許諾に基づき使用しています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
DOLBY、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

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ⓒ OMRON SOFTWARE Co, Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.
iWnnIMEⓒ OMRON SOFTWARE Co, Ltd. 2009-2011 Al l Rights 
Reserved.

InnoPath, the InnoPath Logo, and iMDM are registered trademarks of 
Innopath Software, Inc.
All other trademarks are properties of their respective owners.
Copyrightⓒ 2011 Innopath Software, Inc All Rights Reserved.

MAVEN is a trademark of Emersys, Inc.

重ね書き手書き文字認識は、株式会社東芝のLaLa Strokeを使用しています。
LaLa Strokeは株式会社東芝の商標です。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Microsoft® Excel®、Windows 
Media®、Exchange®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。

「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、「Android マーケット」、
「Android マーケット」ロゴ、「Gmail」、「Google Apps」、「Google カレンダー」、
「Google Checkout」、「Google Earth」、「Google Latitude」、「Google マップ」、
「Google トーク」、「Google ニュース」、「Picasa」および「YouTube」は、Google 
Inc.の商標または登録商標です。

「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。

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

「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。

Powered by emblend™ Copyright 2009-2011 Aplix Corporation. All 
rights reserved.
emblendは、日本および他の国における株式会社アプリックスの商標です。

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、及び／又は（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、及び／又は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。更に詳し
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。

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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Safety Information

CE Declaration of Conformity

In some countries/regions, such as France, there are restrictions on the 
use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on the handset abroad, check the 
local laws and regulations beforehand.

■ Operation Temperature
0 - 45 °C (without adaptor),  0 - 45 °C (with adaptor)

■ Battery
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT 
TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERY ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

■ Sound pressure- CAUTION
Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

■ AC Adapter
The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall 
remain readily operable.

Any AC adapter used with this handset must be suitably approved with a 
5Vdc SELV output which meets limited power source requirements as 
specified in EN/IEC 60950-1 clause 2.5.

■ USB
“The USB port has to be connected to USB interfaces USB 2.0 versions or 
higher.”

FCC Notice
■ SAFETY INFORMATION FOR FIXED WIRELESS 

TERMINALS
POTENTIALLY EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive 
atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could 
cauls e an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.
INTERFERENCE TO MEDICAL DIVICES
Certain electronic equipment may be shielded against RF signal from you 
wireless phone. (pacemakers, Hearing Aids, and so on) Turn your phone 
OFF in health c are
facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. RF 
signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic 
system in motor vehicles.
EXPOSURE TO RF ENERGY
Use only the supplied or an approved replacement antenna. Do not touch the 
antenna unnecessarily when the phone is in use. Do not move the antenna 
close to, or couching any exposed part of the body when making a call.

SAFETY INFORMATION FOR RF EXPOSURE
■ Body worm operation
This device was tested for typical body-worn operations with the back of the 
phone kept 1 cm. from the body. To maintain compliance requirements, use 
only belt-clips, holsters or similar accessories that maintain a 1 cm separation 
distance between the user’s Body and the back of the phone, including the 
antenna. The use of belt-clips, holsters and similar accessories should not 
contain metallic components in its assembly. The use of accessories that 
do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure 
requirements, and should be avoided.
For more information about RF exposure, please visit the FCC website at 
www.fcc.gov.
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SAR INFORMATION
THIS MODEL PHONE MEETS THE GOVERNMENT’S
REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed 
and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to 
radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission 
of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines 
and establish permitted levels of RF energy for the general population. 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 mobile phones 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. *
Tests for SAR are conducted 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 
wireless base station antenna, the lower the power output. Before a phone 
model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the 
FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted 
requirement for safe exposure. 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 highest SAR value for this model phone when tested for use 
at the ear is 0.617 W/Kg and when worn on the body , as described in this 
user guide, is 1.02 W/Kg . (Body-worn measurements differ among phone 
models, depending upon available accessories and FCC requirements). 
While there may be differences between the SAR levels of various phones 
and at various positions, they all meet the government requirement for safe 
exposure. 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/fccid after searching on FCC ID: JYCCDMAPTI11. 
Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on 
the Cellular Telecommunications Industry Asso-ciation (CTIA) web-site at 
http://www.wow-com.com. * In the United States and Canada, the SAR 
limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged 
over one gram of tissue. The standard incorporates a sub-stantial margin 
of safety to give additional protection for the public and to account for any 
variations in measurements.

U.S.FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION 
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

■ INFORMATION TO THE USER
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 of a circuit different from that to which 

the receiver is connected.
* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible 
for Compliance  could void the user’s authority to operate the equipment. 
Connecting of peripherals requires   the use of grounded shielded signal 
cables.
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FCC Compliance Information
This device complies with Part 15 of 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.
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