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 周辺機器のご紹介
■  電池パック（PTI06UAA） ■  パンテックイヤホン

ジャック変換アダプタ03
（03PTQJA）

■  パンテックmicroUSB-
18芯（充電器）変換
ケーブル（01PTIHVA）

■  共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
 共通ACアダプタ02（0203PQA）（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。

※ 共通ACアダプタ01は日本国内専用です。
共通ACアダプタ02はAC100V～240V
対応ですが、IS06においては、日本国内で
のみご利用いただけます。

※ 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DCアダプタ01
（0201PEA）（別売）

■ ポータブル充電器01
（0201PDA）（別売）

■ 本製品に同梱されているUSB-microUSB変換ケーブル（試
供品）は、単品での販売を行っていません。紛失や故障などの
際は、市販のmicro-USBケーブルをご購入ください。本製品
のmicroUSB接続端子は、USB micro-B端子です。

■ 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。

■ 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
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  ソフトウェアアップデートをする

 アップデートの前に
■ ソフトウェアアップデートを行うには、次の2つの方法があ
ります。
・ 無線LAN接続環境（▶P.164「Wi-Fiを利用する」）で、アッ
プデートファイルを直接、サーバーからダウンロードして
アップデートする。

・ アップデートファイルを、IS06やパソコンなどで事前に
ダウンロードし、microSDメモリカード内に保存しておく。

■ 「アップデートの自動確認」をON（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を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。

■ ディスプレイ上部のステータスバーに  が表示された場合
は、速やかにソフトウェアアップデートを実行して、常に最
新の状態にすることをおすすめします。

■ 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（Wi-Fi利用時も含む）。

■ microSDメモリカード内に用意するアップデートファイル
は、下記のPANTECH SUPPORTページからダウンロード
できます。

 http://jp.pantech.com/support/download.html
■ IS06でアップデートファイルをmicroSDメモリカードに
ダウンロードする場合は、「ファイルをダウンロードする」
（▶P.169）を参照してください。なお、パケット通信料定
額サービスにご加入の場合でも、パケット通信料が上限に達
することがありますのでご注意ください。

■ パソコンを使ってアップデートファイルをmicroSDメモリ
カードに保存する方法は、同梱の『ソフトウェアアップデート
ガイド』やPANTECH SUPPORTページをご参照ください。

■ アップデートファイルをmicroSDメモリカード内に用意す
る場合、バージョンの異なる複数のアップデートファイルを
収納しないでください。複数のアップデートファイルがある
と、ご希望のバージョンにアップデートされない場合があり
ます。

■ ソフトウェアのバージョンによっては、microSDメモリカード
を利用したアップデートでは対応できない場合があります。

■ 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。

■ Wi-Fiご利用時は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、IS06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IS06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中断中または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。
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アップデートが正常にできなかった場合
■ 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、もう一度、ソフトウェア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に失敗すると、IS06が使用でき
なくなる場合があります。IS06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。

ソフトウェアアップデートを実行する

 ［メニュー］ ▶  ［設定］ 
▶  ［システム］ ▶  ［端末情報］ 
▶ ［ソフトウェアアップデート］ 
▶ ［アップデート実行（Wi-Fi）］／
［アップデート実行（microSD）］ 
▶ ［実行］ ▶ ［はい］ ▶ ［OK］ 
▶ （自動的に再起動します） 
▶ （ホーム画面）

■ 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。

■ microSDメモリカードにアップデートファイルが入ってい
ない場合は、「アップデート実行（microSD）」をタップして
も、アップデートは実行できません。

■ 「最新バージョンです。」と表示されたときは、ソフトウェア
アップデートは不要です。  （戻る）をタップして、ソフト
ウェアアップデートを終了してください。

■ アップデート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。

■ アップデート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。

■ アップデート中は、移動しないでください。
■ 「アップデート実行（microSD）」が完了すると、microSDメ
モリカード内のアップデートファイルは自動的に削除され
ます。
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▶ ▶ ▶

▶ ▶▶

※ 画面は「アップデート実行（Wi-Fi）」を実行した場合の画面です。
「アップデート実行（microSD）」時は、画面の一部が異なります
が、全体の流れは変わりません。

  IS06を リセットする
 ［メニュー］ ▶  ［設定］ 

▶  ［システム］ ▶  ［プライバシー］ 
▶ ［ データの 初期化］ ▶ ［携帯電話を
リセット］ ▶ ［すべて消去］
■ 各機能の設定をお買い上げ時の設定に戻し、本体内蔵メモリ
に保存されているすべてのデータを削除します。

■ Androidマーケットなどで入手しインストールしたウィ
ジェット／アプリケーションも削除されます。

■ microSDメモリカード内のデータは削除されません。
■ 「データの初期化」を実行する前に、本体内のデータをバック
アップすることをおすすめします。

■ 「すべて消去」をタップすると、IS06が再起動し、Androidの
ロボットのイラストが表示されます。以降の操作は、
「Androidを使う」（▶P.62）をご参照ください。

■ 画面ロックが設定されている場合は、「携帯電話をリセット」
をタップすると、ロック解除画面が表示されます。パターン
／PINコード／パスワードを入力してロックを解除してくだ
さい。
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 故障とお考えになる前に
▶  （電源）を押しても電源が入らない
・  （電源）を長押ししていますか？（▶P.42）
・ 電池パックは充電されていますか？（▶P.37）
・ 電池パックは正しく取り付けられていますか？
 （▶P.36）
・ 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.37）

▶ 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?（▶P.37）

▶ 電話がかけられない
・ 電源は入っていますか？（▶P.42）
・ au ICカードは挿入されていますか？（▶P.39）
・ 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、  （発信）をタップしていますか？
 （▶P.72）
・ au国際電話サービスを取り扱わないように申し込み後
に、海外にかけようとしていませんか？（▶P.74）

・ 「航空機モード」が設定されていませんか？（▶P.229）

▶ 電話がかかってこない
・ 電波は十分に届いていますか？（▶P.31）
・ サービスエリア外にいませんか？（▶P.31）
・ 電源は入っていますか？（▶P.42）
・ au ICカードは挿入されていますか？（▶P.39）
・ 「着信拒否」が設定されていませんか？（▶P.227）

・ 「航空機モード」が設定されていませんか？（▶P.229）
・ 着信転送サービス（フル転送）が設定されていませんか？
 （▶P.220）

▶  （圏外）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.31）
・ 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？
 （▶P.33）

▶ 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？
・ Wi-Fiの設定はしましたか？（▶P.164）

▶ LEDランプは点滅するが着信音が鳴らない
・ 着信音量が0に設定されていませんか？（▶P.224）
・ マナーモードが設定されていませんか？（▶P.42）

▶ 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.37）
・ 電池パックは正しく取り付けられていますか？
 （▶P.36）
・ USB-microUSB変換ケーブル（試供品）での充電はでき
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.42）
・ 画面ロックの解除はしましたか？（▶P.52）

▶ au ICカード（UIM）エラーと表示される
・ au ICカードは挿入されていますか？（▶P.39）
・ au ICカード以外のカードを挿入していませんか？
（▶P.39）
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▶ 充電してください、などと表示された
・ 電池残量がほとんどありません。充電してください。
 （▶P.37）

▶ 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.227）

▶ 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.16）
・ 電波が届きにくい場所での使用が多くありませんか？
・ 各機能を使用する設定にすると、電池を消耗します。利用
しない機能はOFFにしてください。（▶P.38）

▶ 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.31）
・ 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。

▶ ディスプレイの照明がすぐ消える
・ 「照明時間」または「バックライト消灯」が短く設定されて
いませんか？（▶P.225、P.231）

▶ 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.78）
・ 受話口を耳でふさいでいませんか？　受話口が耳に当た
るようにしてください。（▶P.34）

▶ 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.41）

・ microSDメモリカードのマウントが解除されていません
か？（▶P.241）

■ 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IS06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。
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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）



256

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
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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。
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主な 仕様
ディスプレイ 3.7インチ、480×800ドット、

最大1677万色、TFT液晶、
静電容量方式タッチパネル

質量 約109g（電池パック含む）
サイズ
（幅×高さ×厚さ）

約60mm× 116mm× 11.7mm
最厚部約12.1mm

連続通話時間 約300分
連続待受時間 約200時間
充電時間 約190分（AC）、約250分（DC）
無線LAN Wi-Fi、　IEEE802.11b/g

WEP、WPA/WPA2
Bluetooth® 2.1 EDR
OS Android 2.2
本体内部メモリ ROM 8Gbit、 RAM 4Gbit
ユーザーメモリ 約500MB
外部メモリ microSD™／microSDHC™メモリ

カード（最大32GB）

カメラ CMOSイメージセンサー、約500万画
素（有効画素数2,608×1,960）、
静止画サイズ（2560×1920、
W2560×1536、2048×1536、
W2000×1200、1600×1200、
W1600×960、1280×960、
W800×480、640×480）、
録画サイズ（1280×720、800×
480、480×272、640×480、320
×240）

外部端子 micro USB Bタイプ端子
（USB 2.0対応）

センサー 近接センサー、3軸加速度センサー、
3軸地磁気センサー

■ 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。



259

付
録
／
索
引

携帯電話機の比吸収率（SAR）について
この機種IS06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0.801W/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「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

ArcSoftエンドユーザライセンス契約
本エンドユーザライセンス契約は、ソフトウェアのエンドユー
ザであるお客様とArcSoft, Incとの間に締結される法的なソフ
トウェアライセンス契約です。本ArcSoftソフトウェア（以下
「本ソフトウェア」と称します）を使用する前に、本契約をよくお
読みください。携帯機器に本ソフトウェアをインストールして
使用すると、本契約を読んだ上で契約条件に同意したものとみ
なされます。

1. ライセンスの許諾　本ライセンスにより、お客様は、本パッ
ケージまたは製品に含まれる本ソフトウェアを1台の携帯機器
で使用することができます。ソフトウェアの被許諾者はそれぞ
れ、プログラムを一度に1台の携帯機器でのみ「使用」すること
ができます。本ソフトウェアは、RAMに読み込まれたとき、また
は携帯機器のメモリーカードもしくはその他の固定記憶装置に
インストールされたときに「使用」されたものとみなされます。
お客様は、改変、変換、リバースアセンブル、逆コンパイル、逆ア
センブルを行ってはならず、（i）本ソフトウェアのソフトウェア
保護メカニズム（本ソフトウェアの機能を制限もしくは制御す
るために使用されるメカニズムを含みますがこれに限定されま
せん）の無効化、迂回、除去、解除もしくは回避、または、（ii）本ソ
フトウェアのソースコードもしくは基本となるアイデア、アル
ゴリズム、構造もしくは構成の抽出を試みてはならないものと
します（適用法により当該行動を禁止できない場合は除きま
す）。

2. 著作権　本パッケージまたはデバイスに含まれるソフト
ウェアは、米国著作権法、国際協定の各規定、および適用される
他のあらゆる国内法によって保護されています。本ソフトウェ
アについては、他のあらゆる著作物（書籍、音楽録音など）と同様
に扱う必要があります。本ライセンスは本ソフトウェアの貸与
または賃貸を許可するものではなく、また、本ソフトウェアに添
付資料がある場合にはその資料のコピーは禁止されています。

3. 所有権　本ソフトウェアおよび添付ドキュメンテーション
ならびに上記のコピーに関する権利、所有権、およびあらゆる知
的財産権は、ArcSoftまたはその第三許諾者にのみ帰属するも
のとします。お客様は、著作権法その他あらゆる準拠法に従うこ
とに同意するものとします。お客様は、本ソフトウェアに、
ArcSoftまたはその第三許諾者の貴重な機密情報およびトレー
ドシークレットが含まれていることを認めるものとします。

4. ソフトウェアのアップデート　本ソフトウェアは、ArcSoft
のサーバと同期化して、バグ修正、パッチ、拡張機能、補足プラグ
イン、新規バージョンなど、本ソフトウェアで利用可能なアップ
デート（以下「アップデート」と総称します）がないかどうかを確
認することがあります。本ソフトウェアから、本ソフトウェアの
最新版に関する情報のリクエストがArcSoftのサーバに送信さ
れます。アップデートが利用可能な場合は、お客様はダウンロー
ドするかどうかを選択することができます。アップデートをダ
ウンロードする前に、本ソフトウェアがお客様の許諾を求めま
す。本ソフトウェアをインストールし、アップデートの自動確認
を無効にしない場合は、ArcSoftのサーバにリクエストを自動
送信してアップデートを受信することに同意したものとみなさ
れます。
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5. 保証の否認　ArcSoftは、商品性および特定目的適合性に関
する黙示保証、知的財産の非侵害に関する保証などを含め（これ
に限定されません）、明示、黙示を問わず、本ソフトウェアについ
て一切の保証を行わず、本契約に明記されていないすべての保
証を明示的に否認します。お客様は、本ソフトウェアの品質およ
び性能に関する全リスクを負担するものとします。本ソフト
ウェアに欠陥があることが判明した場合、必要なサービス、修理
または修正の全費用を負担するのは、ArcSoftまたは指定再販
業者ではなく、お客様です。但し、ArcSoftに故意または重過失
がある場合を除きます。

6. 限定責任　お客様の唯一の救済手段として、ArcSoftおよび
そのライセンサがお客様に保証する責任範囲は､第5条に定め
る内容に限定されます。本ソフトウェアの使用または使用不能
から生じる結果的もしくは付随的損害、出費、利益もしくは財産
の逸失、またはその他の損害に関しては、たとえArcSoftまたは
そのライセンサが損害の可能性を予見していた場合にも、
ArcSoftおよびそのライセンサがお客様や第三者に対して責任
を負うことはありません。法域によっては結果的または付随的
損害に対する免責や責任制限を認めていないため、上記の制限
がお客様に適用されない場合があります。

7. 輸出　お客様は、米国またはその他の国の政府から適切な
許可を得ることなく、本ソフトウェアを組み込んだ製品を輸出
または再輸出しないこととします。

8. 米国政府の権利の制限　お客様が米国政府の部署または機
関である場合、本ソフトウェアおよび関連ドキュメンテーション
はそれぞれ、適宜、DFAR Section 227.7202およびFAR 
Section 12.212(b)に定められた「商用コンピュータソフト
ウェア」「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」

とみなされます。米国政府による本ソフトウェアまたは関連ド
キュメンテーションの使用、改変、複製、発表、実行、表示または
開示については、本契約の諸条件のみが適用されるものとし、本
契約の条件によって明示的に許可されていない限り、禁止され
るものとします。提供された技術データのうち、上記の規定が適
用されないものについては、DFAR Section 227.7015(a)に
定められた「技術データ商用品目」とみなされます。当該技術
データの使用、改変、複製、発表、実行、表示または開示には、
DFAR Section 227.7015(b)の条件が適用されるものとし
ます。

9. 高リスク行為　本ソフトウェアはフォールトトレラントで
はなく、フェールセーフ機能を必要とする危険な環境下におけ
る使用には適していません｡また、本ソフトウェアの障害が、死
亡、傷害または深刻な物的損害にただちにつながる恐れがある
他の用途（以下「高リスク行為」と総称します）にも適していませ
ん。ArcSoftは、高リスク行為への適用性に関する明示または黙
示の保証を明確に否認します。

10. プライバシーポリシー　本ソフトウェアの登録およびア
クティベーションのプロセスにおいて、お客様の氏名、電話番
号、住所、Eメールアドレスなどの個人情報の提供をお願いする
ことがあります。ArcSoftは、お求めの製品をお届けするために
必要な場合を除いては、お客様の個人情報をいかなる第三者と
も共有することはなく、また、いかなる第三者に売却することも
ありません。

11. 使用状況の追跡　ArcSoftは、製品の使いやすさを高める
ために、特定の製品機能の使用状況に関する情報を記録するこ
とがあります。匿名性を維持するため、収集する使用状況の情報
には、対応する個人情報は一切含まれません。
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12. ライセンスの終了　お客様が本ソフトウェアを無断で複
製した場合、または本ライセンス契約の条件に従わなかった場
合には、お客様の本ソフトウェアに関する権利は、直ちに、また
は30日以内の通知をもって終了します。本ライセンスが終了し
た場合、お客様は、本ソフトウェアのすべてのコピーを本ソフト
ウェアの入手先へ返却しなければなりません。

13. 準拠法　本製品を米国内で購入された場合は、本契約はカ
リフォルニア州法に準拠します。それ以外の場合は、お客様が本
製品を購入された各国法または各地域法に準拠します。

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/
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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®、DivX Certified®、およびこれらの関連ロゴは、DivX, 
Inc.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。
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。
DTS 2.0 ChannelとDTSロゴはDTS Inc.の登録商標です。
QSound®はQSound Labs. Inc.の登録商標です。
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. 2008-2009 All 
Rights Reserved.
iWnn IMEⓒ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2010 
All Rights Reserved.
Microsoft®、Microsoft® Excel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。
Copyright 2010 Google Inc. 使用許可取得済
「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」ロゴ、
「Androidマーケット」、「Androidマーケット」ロゴ、「Gmail」、
「Goog l e A p p s」、「Goog l e C a l e n d e r」、「Goog l e 
Checkout」、「Google Earth」、「Google Latitude」、「Google 
Maps」、「Google Talk」、「Google News」、「Picasa」および
「YouTube」は、Google Inc.の商標です。
「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。
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Powered by emblendTM 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。
ArcSoft and the ArcSoft logo are registered trade-
marks of ArcSoft, Inc. in the United States, P. R. 
China, EU, and Japan.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual 
Patent Portfolio License for the personal and non-
commercial use of a consumer to (i) encode video in 
compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-
4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was 
encoded by a consumer engaged in a personal and 
non-commercial activity and/or was obtained from a 
licensed video provider. No license is granted or 
implied for any other use. Additional information may 
be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.
com.
This product is licensed under the MPEG-4 Systems 
Patent Portfolio License for encoding in compliance 
with the MPEG-4 Systems Standard, except that an 
additional l icense and payment of royalties are 
necessary for encoding in connection with (i) data 
stored or replicated in physical media which is paid for 
on a title by title basis and/or (ii) data which is paid 
for on a title by title basis and is transmitted to an 
end user for permanent storage and/or use. Such 
additional license may be obtained from MPEG LA, 
LLC. See http://www.mpegla.com for additional 
details.
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。



IS06取扱説明書 第1版のお詫びと訂正
このたびは、IS06をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
取扱説明書 第1版の内容に一部誤りがございましたので、お詫びするとともに、ここに訂正いたします。
なお、取扱説明書 第2版には、2011年10月に追加・拡張された次の機能についての説明が追加・修正されています。
　● 緊急地震速報　　● Cメールの機能拡張
取扱説明書 第3版には、2011年11月に変更された次の機能についての説明が追加・修正されています。
　● 本体電話帳とEメールアドレス帳の統合

 

第1版訂正箇所 誤 正

96ページ
　Eメールの初期設定を行う
　　操作手順

 （メニュー） ▶  ［設定］ 
▶ ［Eメール設定］ 
▶ ［設定更新］ ▶ ［OK］

［OK］

96ページ
　Eメールの初期設定を行う
　　■ 3項目目

■ au電話からの機種変更の場合、初期設定は
不要です。

■ au電話からの機種変更で、以前ご使用の機
種でEメールを利用していた場合は、初期設
定は不要です。



第1版訂正箇所 誤 正

257ページ
　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、及びApache License, Version 
2.0（http://www.apache.org/licenses/）
に基づいた下記のオープンソースソフトウェ
アが含まれています。
・ httpmime-4.0.1.jar
・ httpmime-4.1-alpha2.jar
・ apache-mime4j-0.6.jar
・ signpost-commonshttp4-1.2.1.1.jar
・ signpost-core-1.2.1.1.jar
本製品にはGNU General Public License
(GPL)、GNU Lesser General Publ ic 
License(LGPL)、その他のライセンスに基づ
く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://www.fmworld.net/product/phone/
sp/android/develop/

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/



この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：Pantech Co., Ltd.

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。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として
再利用します。お近くのauショップへお持ちください。

２０11 年 11月 第3版

お問い合わせ先番号 お客さまセンター

一般電話からは

       0077-7-111
au電話からは

局番なしの157 番

総合・料金について（通話料無料）

au電話からは

局番なしの113 番
一般電話からは

       0077-7-113

紛失・盗難・故障・操作方法について
（通話料無料）

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）
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