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■ 図記号の説明

行ってはいけない（禁
止）内容を示していま
す。

水に濡らしてはいけな
い（禁止）内容を示して
います。

分解してはいけない
（禁止）内容を示してい
ます。

必ず実行していただく
（強制）内容を示してい
ます。

濡れた手で扱ってはい
けない（禁止）内容を示
しています。

電源プラグをコンセン
トから抜いていただく
（強制）内容を示してい
ます。

■ IS06本体、au ICカード、電池パック、パンテック
microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル、
USB-microUSB変換ケーブル、パンテック
イヤホンジャック変換アダプタ03、充電用機器、
周辺機器共通

危険 必ず 、下記の危険事項をお読みになっ
てからご使用ください。

IS06に使用する電池パック、充電用機器、microUSB
ケーブルや変換アダプタ、イヤホン関連機器は必ず指定
の周辺機器をご用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液
の原因となります。

安全にお使いいただくために必ずお読みください。
● この「安全上のご注意」にはIS06を使用するお客様や他の
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っ
ていただきたい事項を記載しています。

● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

危険
この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険
が差し迫って生じることが想定される内容」を示
しています。

警告 この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う可能
性が想定される内容」を示しています。

注意
この表示は「人が傷害（※2）を負う可能性が想定さ
れる内容や物的損害（※3）の発生が想定される内
容」を示しています。

※1重傷 ：  失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が
残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指しま
す。

※2傷害 ：  治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・
感電などを指します。

※3物的損害 ：  家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指しま
す。
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高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）
での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火
災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発
火・破裂・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子
に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に
入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因
となる場合があります。

指定のACアダプタ（別売）をコンセントに差し込む場合
やパンテックmicroUSB-18芯（充電器）変換ケーブル、
USB-microUSB変換ケーブル（試供品）を接続する場
合、電源プラグや接続端子に金属製のストラップやアク
セサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷
害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないように
してください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災
の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立
ち入る場合は、必ず事前にIS06の電源をお切りくださ
い。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそ
れがあります。

IS06はソフトウェアを含め分解や改造、お客様による
修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の
原因となります。万一、改造などによりIS06またはソフ
トウェアなどに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セル
ラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話
の改造は電波法違反になります。

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになって
からご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでくだ
さい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落
雷・感電のおそれがあります。

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接
かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、また
は濡れた手での使用は絶対にしないでください。感電や
電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意く
ださい。）万一、液体がかかってしまった場合には直ちに
電源プラグ、パンテックmicroUSB-18芯（充電器）変換
ケーブル、USB-microUSB変換ケーブル（試供品）、電池
パックを抜いてください。また、身につけている場合は汗
による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れ
や湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができま
せん。

接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにして
ください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
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所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充
電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となり
ます。

IS06が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場
合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破
損部でけがをすることがあります。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。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きなが
らのゲームや音楽再生、動画の視聴などには使用しないで
ください。安全性を損ない、事故の原因となります。

イヤホンなどをIS06本体に装着し、動画を視聴したり
ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節
してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用
したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、
踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになって
からご使用ください。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる場
所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保
管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因とな
る場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置
かないでください。落下してけがや破損の原因となりま
す。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレー
タ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って
飲み込んで窒息したり、事故・傷害などの原因となる場合
があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けてい
る場合は汗による湿気が故障の原因となる場合がありま
す。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対
象外となり、修理ができません。

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱して
いるなど異常が起きたときは使用しないでください。異
常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器（別
売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、
熱くないことを確認してから電源を切り電池パックを外
して、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。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損
した場合などもそのまま使用せず、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。

本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱
くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌に
触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれが
あります。

外部から電源が供給されている状態のIS06本体・電池
パック・指定の充電用機器（別売）に、長時間触れないでく
ださい。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない
でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱によ
る火災の原因となります。



4

金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場
合は、充電の際に接続端子やコンセントなどに触れない
ように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因
となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置か
ないでください。故障・内部データの消失の原因となりま
す。

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

IS06本体から電池パックを外した状態で指定の充電用
機器（別売）やパンテックmicroUSB-18芯（充電器）変換
ケーブル、USB-microUSB変換ケーブル（試供品）を接
続しないでください。発火・感電の原因となります。

接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故
障の原因となります。

■ IS06本体について

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになって
からご使用ください。

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用
しないでください。交通事故の原因となります。自動車・
原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止さ
れています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律
などで罰せられる場合があります。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されていま
す。電源をお切りください。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動
器や医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合
は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれ
がありますので、次のことをお守りください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動
器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカー
および植え込み型除細動器から22cm以上離して携行お
よび使用してください。

2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペース
メーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方が
いる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心
がけてください。

3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
• 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室
（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
•   病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オート
パワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る
機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除して
から電源をお切りください。

• ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は
携帯電話の電源をお切りください。

• 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定
めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植
え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合
（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用
電気機器メーカーなどにご確認ください。
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高精度な電子機器の近くではIS06の電源をお切りくだ
さい。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を
与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴
器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医
療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売
者に電波による影響についてご確認ください。）

通話・メール･撮影・ゲーム・インターネットなどをすると
きや、動画を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確
認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事
故の原因となります。

撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。ま
た、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにして
ください。同様に撮影ライトを他の人の目に向けて点灯
させないでください。視力低下などの障がいを起こす原
因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しな
いでください。

自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けて
撮影ライトを点灯させないでください。目がくらんで運
転不能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面
を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの
症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前
に必ず医師とご相談ください。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになって
からご使用ください。

改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造
された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合
証明などを受けており、その証として、「技適マーク 」
がau電話本体の銘板シールに表示されております。
au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、
技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合
証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵
触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたし
ます。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を
与える場合があります。安全走行を損なうおそれがあり
ますので、その場合は使用しないでください。



6

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科
専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によって
は、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
本製品で使用している各部品の材質や表面処理は以下の
通りです。

使用箇所 使用材質 表面処理
外装ケース
（ディスプレイ
パネル側）

PA＋GF強化樹脂 アクリル系UV
硬化塗装処理

外装ケース（外側） PC＋GF強化樹脂 アクリル系UV
硬化塗装処理

外装ケース
（電池パック
カバー側）

PC＋GF強化樹脂 アクリル系UV
硬化塗装処理

カメラレンズ部 アクリル樹脂 化学硬化処理
ウィンドウパネル部 強化ガラス 強化熱処理および

耐指紋コーティング
操作キー
（ホーム、検索、
電源、音量）

PC樹脂 アクリル系UV
硬化塗装処理

microUSB接続
端子カバー

ABS樹脂＋非塩化
ビニール

―

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカー
ド・テレホンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、
挟んだりしないでください。記録内容が消失する場合が
あります。

通常はmicroUSB接続端子カバーなどをはめた状態で
ご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこ
り、水などが入り、故障の原因となります。

microUSB接続端子に液体、金属片、燃えやすいものな
どの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因
となります。microUSB接続端子を使用しないときは、
ほこりなどが入らないようカバーをお閉めください。

ハンドストラップなどを持ってIS06本体を振り回さな
いでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となる
ことがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだ
ストラップは取り付けないでください。

IS06本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピー
カー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・
カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけ
がをすることがあります。ご使用の際、受話口やスピー
カー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話
口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、
ヒンジ部などからIS06本体内に砂などが混入すると発
熱や故障の原因となります。

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設
定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があり
ます。

Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。IS06の
Bluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認
定を取得しています。海外で使用すると罰せられること
があります。
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無線LAN（Wi-Fi®）機能は日本国内でご使用ください。
IS06の無線LAN機能（Wi-Fi®）は日本国内での無線規格
に準拠し、認定を取得しています。海外でご利用になると
罰せられることがあります。

■ 電池パックについて
（IS06の電池パックはリチウムイオン電池です）
電池パックはお買い上げ時には、十分充電され
ていません。充電してからお使いください。
なお、リチウムイオン電池の取り扱いにつ
いては、『取扱説明書』または電池パック
（PTI06UAA）（別売）の取扱説明書をご参照く
ださい。

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破
裂のおそれがあり危険です。
必ず、下記の危険事項をお読みになって
からご使用ください。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせ
ないでください。

電池パックをIS06本体に接続するときは、正しい向きで
接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、
発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは
無理をせず接続部を十分にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしな
いでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレス・ヘア
ピン）などと接続端子が触れないように専用ケースに入
れてください。電子回路のショートによる火災や故障の
原因となる場合があります。（専用ケースは予備電池パッ
クに付属しています。）

お客様による分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをした
りしないでください。また、電池パックのラベルをはがさ
ないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったり
して失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となり
ます。

落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使
用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないで
ください。また、濡れた電池パックは充電しないでくださ
い。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となり
ます。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切
り、電池パックを外して、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。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそ
れがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に
入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で
洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。

漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけて
ください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因とな
ります。
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電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が
極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですの
でご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお
買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となりま
す。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意くださ
い。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因
となります。

■ 充電用機器について

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感
電などのおそれがあります。
必ず、下記の警告事項をお読みになって
からご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火
災・発熱・感電などの原因となります。
共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）では日本国内
家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充
電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わな
いでください。
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）／AC Adapt-
er MIDORI（0205PGA）（ 別 売 ）／AC Adapter AO
（0204PLA）（ 別 売 ）／AC Adapter SHIRO（0204
PWA）（ 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
（LO1P005A）（別売）はAC100VからAC240Vまで対
応しておりますが、IS06においては、日本国内でのみご利
用いただけます。
共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）はDC12Vまた
はDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。
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指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントまた
はシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでく
ださい。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火によ
る火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器（別
売）や緩んだコンセントまたはシガーライタソケットは
使用しないでください。

共通DCアダプタ01（別売）はヒューズを使用していま
す。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ
（定格1.0A、250V）と交換してください。発熱・発火の原
因となります。（ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01
（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）

指定の充電用機器（別売）の電源コードを傷付けたり、加
工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり
しないでください。また、傷んだコードは使用しないで
ください。感電・電子回路のショート・火災の原因となり
ます。

充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにして
ください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落
雷による感電の原因となります。

お手入れをするときには、指定の充電用機器（別売）の電
源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから
抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や電
子回路のショートの原因となります。また、指定の充電用
機器（別売）の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってく
ださい。そのまま放置すると火災の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装
置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通
事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って
設置してください。

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してく
ださい。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障
などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場
合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

濡れた手での使用は絶対にしないでください。

充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じた
ときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談くださ
い。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ･湿疹
などを生じる場合があります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまた
はシガーライタソケットから抜いてください。感電・火
災・故障の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感
電・故障・物的損害などのおそれがあり
ます。必ず、下記の注意事項をお読みに
なってからご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐら
ついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因とな
ります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでく
ださい。IS06本体が外れたり、火災や故障の原因となり
ます。
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指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントまた
はシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源プラ
グを持って抜いてください。コードを引っ張るとコード
が損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったま
ま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因と
なります。

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでく
ださい。感電や故障の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。

IS06本体から電池パックを外した状態で指定の充電用
機器（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感
電の原因となります。

■ パンテックmicroUSB-18芯（充電器）変換
ケーブルについて

警告
誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感
電などのおそれがあります。必ず、下記
の警告事項をお読みになってからご使
用ください。

長時間使用しない場合は、パンテックmicroUSB-18
芯（充電器）変換ケーブルをIS06本体から抜いてく
ださい。また、指定の充電用機器（別売）をパンテック
microUSB-18芯（充電器）変換ケーブルから抜いてくだ
さい。感電・火災・故障の原因となります。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感
電・故障・物的損害などのおそれがあり
ます。必ず、下記の注意事項をお読みに
なってからご使用ください。

パンテックmicroUSB-18芯（充電器）変換ケーブルの接
続端子に液体・金属片・燃えやすいのもが触れたり、内部
に入ったりしないようにしてください。火災・感電・故障
の原因となります。

ケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ
張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、
痛んだケーブルは使用しないでください。感電・電子回路
のショート・火災の原因となります。

ケーブルを抜き差しするときは必ずUSBコネクタを
持ってください。ケーブル部分を引っ張るとケーブルの
破損や故障の原因となります。

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科
専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によって
は、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
使用している各部品の材質や表面処理は以下の通りです。

使用箇所 使用材質 表面処理
ケーブル部 非塩化ビニール ―
コネクタ部 SUS ―
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■ USB-microUSB変換ケーブルについて

危険
誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破
裂のおそれがあり危険です。必ず、下記
の危険事項をお読みになってからご使
用ください。

ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警
告・注意表示を厳守し、各取扱説明書の記載内容に従って
正しくお使いください。

注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感
電・故障・物的損害などのおそれがあり
ます。必ず、下記の注意事項をお読みに
なってからご使用ください。

USB-microUSB変換ケーブル（試供品）の接続端子に液
体・金属片・燃えやすいのもが触れたり、内部に入ったり
しないようにしてください。火災・感電・故障の原因とな
ります。

ケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ
張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、
痛んだケーブルは使用しないでください。感電・電子回路
のショート・火災の原因となります。

ケーブルを抜き差しするときは必ずUSBコネクタを
持ってください。ケーブル部分を引っ張るとケーブルの
破損や故障の原因となります。

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科
専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によって
は、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
使用している各部品の材質や表面処理は以下の通りです。

使用箇所 使用材質 表面処理
ケーブル部 ABS樹脂＋

非塩化ビニール
―

18ピン連結部 ABS樹脂 ―
コネクタ部 SUS ―
ラベル部 U4 PAPER ―

■ パンテックイヤホンジャック変換アダプタ03
について

注意
必ず、下記の注意事項をお読みになって
からご使用ください。

ケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ
張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、
痛んだケーブルは使用しないでください。感電・電子回路
のショート・火災の原因となります。

ケーブルを抜き差しするときは必ずコネクタ部分を持っ
てください。ケーブル部分を引っ張るとケーブルの破損
や故障の原因となります。
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皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科
専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によって
は、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。
使用している各部品の材質や表面処理は以下の通りです。

使用箇所 使用材質 表面処理
外装ケース PC樹脂 ―
操作ボタン PC樹脂 ―
ケーブル部 非塩化ビニール ―
コネクタ部 SUS ―

■ au ICカードについて

警告 必ず、下記の警告事項をお読みになって
からご使用ください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカー
ドを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消
失・故障の原因となります。

注意 必ず、下記の注意事項をお読みになって
からご使用ください。

au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意くださ
い。手や指を傷付ける可能性があります。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご
使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデー
タの消失や故障の原因となります。
指定品については、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。

au ICカードを分解、改造しないでください。
データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場
所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・デー
タの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないで
ください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因と
なります。

au ICカードのIC（金属）部分を不用意に触れたり、
ショートさせたりしないでください。データの消失・故障
の原因となります。

au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでく
ださい。故障の原因となります。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりし
ないでください。故障の原因となります。

au ICカードを濡らさないでください。故障の原因とな
ります。
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au ICカードのIC（金属）部分を傷付けないでください。
故障の原因となります。

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでくだ
さい。故障の原因となります。

au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高
温多湿な場所には置かないでください。故障の原因とな
ります。

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管して
ください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害など
の原因となります。

取扱上のお願い
性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ IS06本体、au ICカード、電池パック、パンテック
microUSB-18芯（充電器）変換ケーブル、
USB-microUSB変換ケーブル、パンテック
イヤホンジャック変換アダプタ03、充電用機器、
周辺機器共通

● 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損
し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケッ
トに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になっ
たりしないよう、ご注意ください。

 外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

● 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度 5℃～
35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）

● ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障
の原因となります。

● 接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の

際は強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

● 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・
シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変
質するおそれがありますので使用しないでください。

 また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってか
らご使用ください。



14

● 家庭用電化製品（テレビ、スピーカーなど）をお使いになっ
ている近くで使用すると影響を与える場合がありますの
で、なるべく離れてご使用ください。

● 音声通話中、カメラ機能動作中および充電中など、ご使用状
況によってはIS06本体が温かくなることがありますが異
常ではありません。

● 音声通話中、カメラ機能動作中および充電中など、ご使用状
況によってはIS06本体が温かくなることがありますので、
手や顔などが触れる場合はご注意ください。

● 電池パックはIS06の電源を切ってから取り外してください。
 電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデー

タが変化・消失するおそれがあります。

● お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないよう
に保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中
においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

■ IS06本体について

● 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与
えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあ
ります。

● ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつ
けないでください。傷の発生や破損の原因となります。

● IS06はメインディスプレイに液晶を使用しております。低
温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の
性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常
に戻ります。

● IS06で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な
技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や
常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これ
らは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

● ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレ
イが金属などの硬い部材に当たらないようにしてくださ
い。傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い
部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破
損の原因となることがありますのでご注意ください。

● ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでく
ださい。誤動作の原因となります。

● ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてくださ
い。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。

● IS06本体（電池パックを取り外した側面）に貼ってある製
造番号の印刷されたシールは、お客様のIS06が電波法およ
び電気通信事業法により許可されたものであることを証明
するものですので、はがさないでください。

● IS06に登録された電話帳・メール・ブックマーク・お客様が
作成、保存されたデータなどの内容は、事故や故障・修理、そ
の他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切
な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消
失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI
（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。

● IS06に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有
料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによる
au電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あら
かじめご了承ください。
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● microUSB接続端子に外部機器を接続するときは、
microUSB接続端子に対して外部機器のコネクタが平行に
なるように抜き差ししてください。

● microUSB接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力
を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

● microUSB接続端子カバーを強く引っ張ったり、無理な力
を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

● 写真撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場
合や、カメラ機能・マルチメディアコンテンツの再生・ブラ
ウザを繰り返し長時間連続動作させた場合、IS06本体の一
部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因
となる場合がありますのでご注意ください。

● 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないよう
ご注意ください。

● 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当た
るようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲に
ふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

● 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高
い場所で使用された場合、IS06内部に水滴が付くことがあ
ります（結露といいます）。このような条件下での使用は故
障の原因となりますのでご注意ください。

● エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。
急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原
因となります。

● 撮影などした写真／動画データや音楽データは、メール添
付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくこ
とをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など
上記の手段でも控えができないものもありますのであらか
じめご了承ください。

● IS06は不法改造を防止するために容易に分解できない構
造になっています。また、改造することは電波法で禁止され
ています。

● 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフ
リーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラな
ど）の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されていま
す。

● 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付け
ると故障の原因となる場合がありますのでご注意くださ
い。

● 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにして
も、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。

● ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音
が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご
使用ください。

● microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要
以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性
があります。

● データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えた
り、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切った
り、電池パックを取り外したりしないでください。データの
消失や故障の原因となります。
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● カメラ機能などをご利用の際は、光センサーに指がかから
ないようにご注意ください。

■ タッチパネルについて

● ポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネ
ルに金属などの伝導性物質が近付いた場合、タッチパネル
が誤作動することがありますのでご注意ください。

● タッチ操作は1本の指（ピンチアウト／ピンチインの場合
のみ2本の指）で行ってください。ボールペンや鉛筆など先
が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだ
けでなく、ディスプレイの損傷や破損の原因となる場合が
あります。

● 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き
指などのけがの原因となる場合があります。

● ディスプレイにシールやシート類（市販の保護シートや覗
き見防止シートなど）を貼らないでください。タッチパネル
が正しく動作しない原因となる場合があります。

● ディスプレイ表面が汚れていたり、ほこりなどが付着して
いると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布で
ディスプレイ表面を乾拭きしてください。

■ 電池パックについて

●  電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極
端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご
使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求
めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

● 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低
温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間
が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。
できるだけ常温でお使いください。

● 長期間使用しない場合には、IS06本体から外し専用ケース
に入れて高温多湿を避けて保管してください。（専用ケース
は予備電池パックに付属しています。）

● 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使
用前に必ず充電してください。（充電中、電池パックが温か
くなることがありますが異常ではありません。）

● 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源
の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収
にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パック
の回収を行っております。

● 電池パックは、ご使用条件により寿命が近付くにつれて膨
れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性で
あり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

● ご使用にならないときは、指定の充電用機器（別売）の電源
プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外し
てください。

● 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電
できない場合があります。周囲温度が5℃～35℃の場所に
置いてください。充電を開始します。

● 指定の充電用機器（別売）の電源コードを、電源プラグに巻
きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。
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■ パンテックmicroUSB-18芯（充電器）変換
ケーブルについて

● ケーブルを持ってIS06本体をぶら下げたり、引っ張った
り、振り回したりしないでください。断線や故障の原因とな
ります。

● 持ち運びや保管の際は袋などに入れて、接続端子へのゴミ
の付着や接続端子の変型にご注意ください。

■ USB-microUSB変換ケーブルについて

● USB-microUSB変換ケーブル（試供品）をIS06本体に巻
きつけて使用しないでください。

● ケーブルを持ってIS06本体をぶら下げたり、引っ張った
り、振り回したりしないでください。断線や故障の原因とな
ります。

● USB-microUSB変換ケーブル（試供品）のUSBコネクタを
IS06やパソコンなどに接続するときは、奥まで完全に差し
込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発
火による火災の原因となります。また、接続端子に対して平
行になるように抜き差ししてください。故障や動作不具合
の原因となります。

● 持ち運びや保管の際は袋などに入れて、接続端子へのゴミ
の付着や接続端子の変型にご注意ください。

■ パンテックイヤホンジャック変換アダプタ03に
ついて

● パンテックイヤホンジャック変換アダプタ03をIS06本体
に巻きつけて使用しないでください。

● ケーブルを持ってIS06本体をぶら下げたり、引っ張った
り、振り回したりしないでください。断線や故障の原因とな
ります。

● 持ち運びや保管の際は袋などに入れて、接続端子へのゴミ
の付着や接続端子の変型にご注意ください。

■ カメラ機能について

● カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでく
ださい。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

● カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのう
えご使用ください。

● IS06の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画
像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失す
ることがあり、その場合、当社は、変化または消失したデー
タの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、
逸失利益について一切の責任を負いません。

● 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、
画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく
音声が録音されているかをご確認ください。

● 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の
肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意く
ださい。

● 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報
の記録には、使用しないでください。
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● IS06には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のため
のシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使
いください。はがさずにお使いになると画面の確認などの
ご使用に支障があります。

■ 音楽／動画機能について

● 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動
画を視聴しないでください。自動車、原動機付自転車などの
運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、
歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。周囲の音が
聞こえにくく表示に気を取られ事故の原因となります。特
に踏切や横断歩道ではご注意ください。

● 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力
に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。

● 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン（別売）か
らの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

● お客様がIS06で撮影・録音したものを複製・改変・編集など
をする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利
者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断
で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合があり
ますので、そのようなご利用もお控えください。

 なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなど
の目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありま
すのでご注意ください。

● 撮影したものをインターネットホームページなどで公開す
る場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

● 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的と
なっている画像を転送することはできません。

● 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特
許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的
を条件に下記使用が許可されています。
• MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、
MPEG-4映像およびAVC映像）を録画すること

• 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およ
びAVC映像を再生すること 

• MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提
供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生する
こと

 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社に
お問い合わせください。（http://www.mpegla.com参照）

■ 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。

 また、解約などを行って不要になったau ICカードは、au
ショップもしくはPiPitまでお持ちください。

● au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入
れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入
には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
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● au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC（金属）部分に触
れないようにご注意ください。

● 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常
ではありませんので、そのままご使用ください。

● 他のICカードリーダー／ライターなどにau ICカードを挿
入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注
意ください。

● IC（金属）部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。

● au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

Bluetooth®／無線LAN（Wi-Fi®）機能を
ご使用の場合のお願い

■ 周波数帯について
IS06のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の
2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

• Bluetooth®機能：2.4FH1 
au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変
調方式としてFH-SS変調方式を採用し、
与干渉距離は約10m以下です。 
移動体識別装置の帯域を回避することは
できません。

• 無線LAN機能：2.4DS4/OF4 
au電話本体は2.4GHz帯を使用します。
変調方式としてDS-SS方式およびOFDM
方式を採用しています。与干渉距離は約
40m以下です。 
移動体識別装置の帯域を回避することが
可能です。

■ Bluetooth®についてのお願い
• Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話の
Bluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取
得しています。海外でご利用になると罰せられることがあり
ます。

• 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さ
まざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、
Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を
最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっ

2.4FH1

2.4DS4/OF4
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ては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下する
ことや、通信が切断することがあります。

• 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速
度や通信距離は異なります。

Bluetooth®ご使用上の注意
IS06のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この
周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他
の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要す
る移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線
局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用
されています。
1.  IS06を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されて

いないことを確認してください。
2.  万一、IS06と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発

生した場合には、速やかにIS06の使用場所を変えるか、ま
たは機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3.  ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、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。

■ 無線LAN（Wi-Fi®）についてのお願い
• 無線LAN機能は日本国内でご使用ください。IS06の無線
LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得して
います。海外でご利用になると罰せられることがあります。

• 電気製品・AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで
使用しないでください。

• 近所に複数のアクセスポイントがあったり、電気雑音の影響
を受けると、通信などが阻害されることがあります。（特に電
子レンジ使用時には影響を受けることがあります。）

• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因と
なったり、テレビ画面が乱れることがあります。

• Wi-Fi対応の航空機内であってもIS06は使用できません。電
源をお切りください。

無線LANご使用上の注意
IS06の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周
波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の
同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する
移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、
アマチュア無線局など（以下「ほかの無線局」と略す）が運用され
ています。
1. IS06を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されて

いないことを確認してください。
2.  万一、IS06と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発

生した場合には、速やかにIS06の使用場所を変えるか、ま
たは機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

3.  ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、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。

Wi-Fi通信時のパケット通信料について
Wi-Fi経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。
（Wi-Fi接続時には、画面上部に  が表示されます。）ただし、以
下のような場合はパケット通信料がかかりますのでご注意くだ
さい。
• Wi-Fiエリア外で通信した場合（CDMA 1X WIN経由で接続
します。）

• Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した
場合
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■ お知らせ
• 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との
接続動作を確認したものではありません。したがって、
すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保
証するものではありません。

• 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無
線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対
応しておりますが、使用環境および設定内容によって
はセキュリティが十分でない場合が考えられます。
Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご
注意ください。

• 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うた
め、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点
があります。その反面、セキュリティの設定を行ってい
ないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるな
どの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判
断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用す
ることを推奨します。

• Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび
情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかね
ますのであらかじめご了承ください。

• Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用する
ため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の
低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断され
る場合があります。接続に支障がある場合は、今お使い
のBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止して
ください。

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（記録
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。

 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめし
ます。

◎ 本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。

◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像
データやダウンロード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。

■ パケット通信料についてのご注意
• IS06は常時インターネットに接続される仕様であるため、ア
プリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる
場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高
額になる場合がありますので、パケット通信料割引サービス
へのご加入をおすすめします。

• IS06でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウ
ンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、
各種設定などを行う場合に発生する通信はインターネット経
由での接続となり、パケット通信料は有料となります。（「au
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からの重要なお知らせメール」、「WEB de 請求書お知らせ
メール」などのEメール受信も有料となります。）

 また、プランEシンプル／プランEにご加入された場合で
あっても、Eメール（XXX@ezweb.ne.jp）の送受信は無料に
はならず、パケット通信料が発生します。（「Eメール（XXX@
ezweb.ne.jp）」をご利用いただくにはIS NETへのご加入が
必要です。）
※ Wi-Fi接続の場合はパケット通信料はかかりません。
 （Eメール（XXX@ezweb.ne.jp）はWi-Fi接続でのご利用は
できません。）

• IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの使用料（利
用月のみ月額525円（税込））と別途通信料がかかります。

■ Androidマーケット／アプリケーションについて
• アプリケーションのインストールは、安全であることをご確認
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、ウィ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、携帯電話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
により各種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、お客様本人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。

• アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセッ
トしていないと利用できない場合があります。

• アプリケーションの中には動作中スリープ状態に入らなく
なったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しく
なるものがあります。

• IS06に搭載されているアプリケーションやインストールし
たアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップ
によって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があ
ります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますので
あらかじめご了承ください。

＜IS06の記録内容の控え作成のお願い＞
● ご自分でIS06に登録された内容や、外部からIS06に受

信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取り
ください。

 IS06のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・
誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化すること
があります。
※ 控え作成の手段
• 電話帳や、音楽データ、撮影した写真や動画など、重要なデータは
microSDメモリカードに保存しておいてください。または、メール
に添付して送信したりすることで、パソコンに転送しておいてく
ださい。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあり
ます。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ
• 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。

• 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。

• 本書の内容につい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付きの点がありました
らご連絡ください。

• 乱丁、落丁はお取り替えいたします。
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