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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

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙
資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行って
います。

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。

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

0077-7051（無料）
0800-777-7051（無料）

受付時間：9：00～20：00（年末年始を除く）

電話番号

お問い合わせ先番号
KDDI法人お客さまセンター

2012年1月第2版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

製造元：AAEON Technology Inc.
輸入元：ネットワンパートナーズ株式会社
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ごあいさつ
このたびは、ETBW11AA（以下、「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、誠にありが
とうございました。
ご使用の前に『取扱説明書』（本書）をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった
後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたと
きは、KDDI法人お客さまセンターまでご連絡ください。
取扱説明書ダウンロード
『取扱説明書』PDFファイルをauホームページからダウンロードできます。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
※ご利用条件に同意いただき、「Business」を選択してください。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意
本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」（▶P.4）をお読みのうえ、正しくご使用
ください。
故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」（▶P.29）で症状をご確認ください。

本製品をご利用いただくにあたって
•	サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。ま
た、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場
所へ移動させると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
•	本製品はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通信品質を維持し続け
ます。したがって、通信中にこの極限を超えてしまうと、突然通信が途切れることがありま
す。あらかじめご了承ください。
•	本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えません
ので、ご留意ください。（ただし、CDMA方式は通信上の高い秘匿機能を備えております。）
•	本製品は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
	（This	Product	 is	designed	for	use	 in	Japan	only	and	cannot	be	used	in	any	
other	country.）
•	本製品は内蔵電池の取り外しはできません。
•	本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際
にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
•	「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品の製造番号
情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
•	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。

■	こんな場所では、使用禁止！
•	自動車・原動機付自転車・自転車運転中に本製品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使用は法律で禁止されています。また、自転車運
転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。
•	航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法
律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳
細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

toughness_UG_D.indb   1 2011/12/27   16:56:48



2

同梱品一覧
ご使用いただく前に、下記の同梱物がそろっていることをご確認ください。

■	本体
ETBW11AA（保証書含む）
	 	 	

■	付属品
	取扱説明書（本書）	 ACアダプタ01
	

ACアダプタ01取扱説明書（保証書含む）

以下のものは同梱されていません。
•	microSDメモリカード
•	イヤホン
•	本文中で使用しているイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

本書の表記方法について

■	項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について
◎	本書では、操作手順を以下のように表記しています。

表記 意味
ホーム画面で		

	→「設定」
ホーム画面右上の	 	をタップし、表示されるアプリケーション画面
から	 	をタップします。

◎	本書では「ACアダプタ01」を「ACアダプタ」と表記します。
◎本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」の名称を
「microSDメモリカード」と省略しています。

保証書
（持込み修理）

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

品名

商品名

製造番号※ 販売店※

保証期間

お買い上げ日※

お客様

タブレットPC 本体（注）

ETBW11AA （型式名称 CDMA AAT01）
 

お買い上げ日より1年
　　　年　　月　　日

お名前 様

ご住所

電話番号

店名・住所

電話番号

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認
ください。

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

発売元 KDDI株式会社
 　東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号
 沖縄セルラー電話株式会社
 　沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号
 KDDI法人お客さまセンター

電話番号 0077-7051（無料）
 0800-777-7051（無料）
受付時間：9：00～20：00（年末年始を除く）

輸入元 ネットワンパートナーズ株式会社
製造元 AAEON Technology Inc.

 ETBW11AA 安全上のご注意

目次

ご利用の準備
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■	掲載されているイラスト・画面表示について
◎	本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を
省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■	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（記載内容の変化・消失、事業利益の
損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

◎	『取扱説明書』（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。

◎	大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめしま
す。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因
にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※	本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
　発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
　輸入元：ネットワンパートナーズ株式会社
　製造元：AAEON	Technology	Inc.

◎	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。
◎	本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点が
ございましたら、ご連絡ください。

◎	乱丁、落丁はお取り替えいたします。
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安全上のご注意（必ずお守りください）

■	ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読
みになった後は大切に保管してください。

この「安全上のご注意」には、本製品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

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。

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

この表示は「人が傷害（※2）を負うこと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、および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。

■	図記号の説明
禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

必ず実行していただくこと（強制）を示す記号です。

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。
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■	本体、充電用機器共通

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。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故
障・漏液の原因となります。

火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでくだ
さい。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

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、必ず事前に本製品の電源を
切り、充電をしている場合は中止してください。ガスに引火するおそれがあります。

電子レンジなどの加熱調理機や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原
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。

お客様による分解や改造、修理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、改造などにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負い
かねます。本製品の改造は電波法違反になります。

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。

落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・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。

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。

本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れた
ディスプレイや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場合がありま
す。KDDI法人お客さまセンターまでご連絡ください。

完全防水ではありませんので、水で洗ったり水中に沈めたりしないでください。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。洗う、水中に沈めることによる故障は保証の対象外
となり、修理ができません。万一、水などの液体がかかってしまった場合には、乾いた清潔な布で拭
き取ってください。

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操作はしないでください。安全性を
損ない、事故の原因となります。

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。
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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。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、故障、傷害の原因とな
ります。

乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下
させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

外部から電源が供給されている状態の本体、ACアダプタ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。

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、低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。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。

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。

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の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、ACアダプタをコンセントから抜き、熱くないことを確認してか
ら電源を切り、KDDI法人お客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合
なども、そのまま使用せず、KDDI法人お客さまセンターまでご連絡ください。

イヤホンなどを本製品に挿入して使用する場合は、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。

イヤホンなどを本製品に挿入し音量を調節する場合は、少しずつ音量を上げて調節してください。
始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに
抜き差ししてください。また、正しい方向で抜き差ししてください。破損・故障の原因となります。
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■	本体について

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・自転車運転中に本製品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使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用
も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で
禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭
乗される航空会社にお問い合わせください。

高精度な電子機器の近くでは、本製品の電源をお切りください。電子機器に影響をあたえる場合が
あります。（影響を与える機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医用電気機器・火災報知
機・自動ドアなど。医用電気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。）

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本製品を使用
する場合は、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、本製品を心
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、本製品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）には本製品を持ち込まないでくだ
さい。

・	病棟内では、本製品の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本製品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。

メール・インターネット・撮影・ゲームなどをするときや、音楽を聴くときなどは周囲の安全を確認
してください。転倒・交通事故の原因となります。

ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれん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、事前に医師とご相談ください。
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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。

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
恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体
調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。本製品で使用している各部品の
材質は以下の通りです。

使用箇所 使用材料

タッチパネル ガラス

外装ケース（正面） PC/ABS+TPR

外装ケース（背面） PC/ABS+TPR
外部接続端子カバー／イヤホン端子カバー／
microSDメモリカードスロットカバー

Silicone	rubber

ゴム脚 Silicone	rubber

カメラカバーレンズ PMMA

※上記使用材料はいずれも表面処理なし

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
ものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

microSDメモリカードスロットに液体、金属体、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。

通常は外部接続端子カバーなどを閉めた状態で使用してください。カバーを閉めずに使用すると、
ほこり・水などが入り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）の設定に注意してください。心臓に悪影響を及ぼす原因とな
ります。

本体の吸着物にご注意ください。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、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。スピーカー部などに砂などが入り音が小さくなったり、
本製品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。

通信中などの使用中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・
布・布団などをかぶせたりしないでください。火災・やけど・故障の原因となる場合があります。
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■	充電用機器について

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。
・	ACアダプタ01：AC100～240V
・	DCアダプタ01（別売）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）

ACアダプタの電源プラグはコンセン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
だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだACアダプタやゆるんだコンセントは
使用しないでください。

DCアダプタ01（別売）のヒューズが切れたときは、指定（定格250V、5A）のヒューズと交換して
ください。指定以外のヒューズと交換すると、発熱・発火の原因となります。（ヒューズの交換は、
DCアダプタ01（別売）の取扱説明書をよくご確認ください。）

ACアダプタの電源コードを傷つけたり、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、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因
となります。

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。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となり
ます。

お手入れをするときは、充電用機器の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、感電や回路のショートの原因となります。また、充電用
機器の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。

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

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。

長時間使用しない場合はACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。感
電・火災・故障の原因となります。

水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路の
ショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちにACアダプ
タの電源プラグを抜いてください。

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。
必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

風呂場などの湿気の多い場所で使用したり、濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでくださ
い。感電や故障の原因となります。

充電は安定した場所で行ってください。傾いたところ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。火災・故障の
原因となります。

充電用機器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、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。

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。
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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。

■	本体、充電用機器共通
●	本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中
で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因と
なります。
また、外部接続器を接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がな
くても保証の対象外となります。

●	本製品の防水性能（IPX4相当）を発揮するために、外部接続端子カバーをしっかりと取り付けた状態で、ご使用く
ださい。
ただし、すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を侵入させたり、充電用機器
やオプション品に水をかけたりしないでください。雨の中や水滴がついたままでの外部接続端子カバーの開閉は
行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。
調査の結果、これらの水濡れの侵入による故障と判明した場合、保証対象外となります。

●	極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
（充電用機器は下記の範囲内でご使用ください。）
・	ACアダプタ01：周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%
・	DCアダプタ01（別売）：周囲温度5℃～35℃、湿度35%～80%

●	極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。
（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃～40℃であれば一時的な使
用は可能です。）
−	ETBW11AA本体

●	ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

●	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。また、このとき強い力を加えて接続端子を変形させないでください。

●	お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプ
レイに傷がつく場合があります。ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになる
ことがあります。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、外装の印刷が消えたり、色があ
せたりすることがあります。

●	一般電話・テレビ・ラジオをお使いになって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。

●	充電中など、ご使用状況によっては本製品が温かくなることがありますが異常ではありません。

●	お子様がお使いになるときは、保護者のかたが「取扱説明書」（本書）をよくお読みになり、正しい使いかた
をご指導ください。

■	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
る場合があります。

●	ボタンやディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷の発生や破
損の原因となります。
タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先の尖ったもの（爪／ボー
ルペン／ピンなど）を押し付けたりしないでください。
以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご
注意ください。
•	手袋をしたままでの操作
•	爪の先での操作
•	異物を操作面に乗せたままでの操作
•	保護シートやシールなどを貼っての操作
•	ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
•	濡れた指または汗で湿った指での操作
•	水中での操作
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●	改造された本製品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。
本製品は電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合し、「技適マーク	 	」を画面に表示する
ことができます。表示の操作方法については、本書の「技術基準適合の電磁的表示について」（▶P.20）を
ご参照ください。
本製品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。

●	本製品は不正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。

●	本製品に登録された連絡先・メール・お気に入りなどの内容は、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。

●	本製品に保存されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引
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。

●	本製品は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。

●	本製品で使用しているディスプレイは、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。

●	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にご注意ください。

●	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、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控
えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

●	磁気カードやスピーカー、テレビなど磁力を有する機器を本製品に近づ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。
強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

●	カバン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。

●	寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温
度が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品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ご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

●	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。濡らした布やガラスクリーナーなどを使
うと故障の原因となります。

●	USBコネクタにUSBケーブルを接続するときは、USBコネクタに対してUSBケーブルのコネクタが平
行になるように抜き差ししてください。

●	USBコネクタにUSBケーブル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。

●	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、不要となった本製品
の回収にご協力ください。詳しくは、KDDI法人お客さまセンターまでお問い合わせください。

●	本製品のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでくだ
さい。

●	microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付
ける場合があります。

●	microSDメモリカードのデータ書き込み中や読み出し中に、振動や衝撃を与えたり、電源を切ったりし
ないでください。データの消失・故障の原因となります。

●	照度センサーを指でふさいだり、照度センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に照度センサーが
反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
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■	タッチパネルについて
●	タッチ操作は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、ディスプレイへの傷の発生や、破損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（市販の保護フィルム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。

●	爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、けがの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、汗や水で濡れていると、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。

●	カバン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づいた場合、タッチパネル
が誤動作する場合がありますのでご注意ください。

■	内蔵電池について
●	夏期、閉めきった（自動車）車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では内蔵電池の容量が低下し、ご利
用できる時間が短くなります。また、内蔵電池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。

●	初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。

●	内蔵電池には寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、KDDI法人お客さまセ
ンターまでご連絡ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

■	充電用機器について
●	ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

●	ACアダプタの電源コードをアダプタ本体に巻きつけないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

●	充電用機器のプラグやコネクタと電源コードの接続部を無理に曲げたりしないでください。感電、発熱、
火災の原因となります。

■	カメラ機能について
●	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。

●	本製品の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データが変化または消失することがあり、
この場合、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、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確
認ください。

●	販売されている書籍や、撮影の許可されていない情報の記録には使用しないでください。

●	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。

■	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
自転車運転中の使用は法律で禁止されています（自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があ
ります）。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
れ交通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場合がありますのでご
注意ください。

●	電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホンなどからの音漏れにご注意ください。
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■	著作権・肖像権について
●	お客様が本製品で撮影・録音したデータの複製・改変・編集などをする場合、個人で楽しむなどの他は、著
作権上、権利者に無断でデータを使用できません。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おそれがありますので、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、個人で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。

●	撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、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などを転送することはできま
せん。

■	本製品の記録内容の控え作成のお願い
●	ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に取り込んだ内容で、重要なものは控えをお取りく
ださい。本製品のメモリは、静電気・故障などの不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消
えたり変化する場合があります。
※	控え作成の手段：電話帳のデータや音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、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、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。
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生活防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意
本製品は外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバー
が完全に装着された状態でIPX4（旧JIS保護等級4）※1相当の生活防水性能およびIP5X（JIS
保護等級5）※2相当の防塵性能を有しております（当社試験方法による）。また、本製品は耐衝撃
性能を実現しております（AAEON	Technology	Inc.試験方法※3による）。
具体的には、弱い雨の中で使用したり濡れた手で触ったり、水しぶきがかか
る程度は問題ありませんが、水で洗ったり、水中に沈めたりすることはでき
ません。
（常温の真水・水道水以外の液体（洗剤やアルコールなど）がゴムパッキンに
付着すると、生活防水性能を維持できなくなる場合があります。）
正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくため
に」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用
になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあ
ります。

※1	IPX4相当とは、JIS指定のノズルを利用し、約30～50cmの距離から約10リットル／分の水を5分以上注水しても有
害な影響がないことを意味します。

※2	IP5X相当とは、直径75μm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に電話機を8時間入れて攪拌（かくはん）させ、取り出し
たときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。

※3	AAEON	Technology	Inc.試験方法
	 高さ76ｃｍからコンクリート材に製品を落下させる試験を実施しています。
	 ※投げつけたり、無理な落とし方をする等、すべての衝撃を保証するものではありません。

上記条件で確認しておりますが、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客
様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

■	ご使用にあたっての重要事項
●	外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモ
リカードスロットカバーをしっかり閉じてください。

 •	完全に閉まっていることで生活防水性能が発揮されます。
 •	接触面に微細なゴミ（繊維クズ、土、砂、髪の毛1本など）が
わずかでも挟まると浸水の原因となります。

 •	手や本体が濡れている状態での外部接続端子カバーや
イヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカ
バーの開閉は絶対にしないでください。

●	外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーを開閉
するときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付
着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバーに挟まるなどして、故障
や浸水の原因となります。わずかでも付着している場合は、本体や手の水滴・砂・汚れなど
を乾いた清潔な布で拭き取ってから作業を行ってください。

●	石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
●	海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
●	アルコールなどの液体に浸けないでください。
●	砂浜などの上に直に置かないでください。スピーカーなどに砂な
どが入り音が小さくなったり、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。

●	本体に水をかけて洗ったり、水の中に浸けて洗ったりしないでく
ださい。

●	本体を水の中に落とさないでください。

石けん／
洗剤／入浴剤

海水

温泉 砂／泥
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●	落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。生活防水性能が維持できなくなる
場合があります。

●	お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

■	快適にお使いいただくために
 •	水濡れ後は本体の隙間に水がたまっている場合があります。	 	
よく振って水を抜いてください。（水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて服やかばんの
中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる場合があり
ます。）

 •	水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れては困るもの
のそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡らすおそれがありますの
でご注意ください。

 •	 ETBW11AA本体以外の付属品は、生活防水性能を備えておりません。また、生活防水性能
は常温（5℃～35℃）の真水・水道水にのみ対応しており、塩水、洗剤、薬品、汗などの飛まつ
には対応しておりません。常温の真水・水道水以外の飛まつがかかった場合は、すみやかに
ふき取ってください。

■	利用シーン別注意事項

『弱い雨の中』：弱い雨の中で、傘をささずにお使いいただけます。
 •	弱い雨とは、1時間雨量が3mm未満の強さの雨のことを指します。（「弱い雨」は「小雨」を
含む。）

 •	ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。 
 •	雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバーやイヤホン端
子カバー、microSDメモリカードスロットカバーの開閉は絶対にしないでください。

 •	耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

『キッチン』：キッチンなど水を使う場所でも使用できます。
 •	石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでくださ
い。

 •	熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
 •	コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。

■	共通注意事項
 •	外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーにつ
いて

	 外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーは
しっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本など）がわずかでも挟まると
浸水の原因となります。	 	
外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーを開
閉する際は手袋などをしたまま操作しないでください。カバーを閉じる際、わずかでも水
滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。	 	
外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーに劣
化・破損があるときは、生活防水性能を維持できません。これらのときは、KDDI法人お客さ
まセンターまでご連絡ください。

 •	水に濡れた後は
	 水濡れ後は水抜きをし、本体を乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。	 	
寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用
すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。
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 •	ゴムパッキンについて
	 外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモ
リカードスロットカバー周囲のゴムパッキンは、生活防水
性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、
はがしたりしないでください。	 	
外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモ
リカードスロットカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み
込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉め
ようとすると、ゴムパッキンが傷付き、生活防水性能が維持できなくなる場合があります。
接触面に微細なゴミ（繊維クズ、土、砂、髪の毛1本など）がわずかでも挟まると浸水の原因
となります。	 	
水以外の液体（アルコールなど）が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があ
ります。	 	
外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーの隙
間に、先の尖ったものを差し込まないでください。本製品が破損・変形したり、ゴムパッキ
ンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。	

 •	充電について
	 本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。	 	
付属品、オプション品は生活防水性能を有しておりません。

 •	耐熱性について
	 熱湯・サウナ・熱風（ドライヤーなど）は使用しないでください。本製品は耐熱設計ではあり
ません。

 •	結露について
•		急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かい場所に本製品を持ち込
むときは、本製品が常温になってから持ち込んでください。
•		ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
•		本製品は、結露に関しては特別な対策を実施しておりません。

■	充電のときは
付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご
確認ください。
 •	本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなど
による火災・故障の原因となります。

 •	本体が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをし
て乾いた清潔な布などで拭き取ってから、外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、
microSDメモリカードスロットカバーを開いたりしてください。

 •	外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーを開
いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。

 •	濡れた手で指定の充電用機器に触れないでください。感電の原因となります。
 •	指定の充電用機器は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所な
どの水回りでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しな
いときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。
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■	水に濡れたときの水抜きについて
ETBW11AA本体に水滴が付着したままご使用になると、衣服やかばんなどを濡らしてしま
うことがあります。また、わずかな隙間から水分が入り込んでいる場合があります。下記手順
で水抜きを行ってください。
 •	水抜きの際のご注意
	 本製品は約575gあります。水抜きを行うときは必ず本製品を両手で持ち、振り落とした
り、衝撃を与えたりしないよう十分ご注意ください。落下または衝撃によるけがなどの事
故、故障や破損の原因となる場合があります。
	本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
	本体を両手でしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。
※	本製品を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないように両手でしっかり持ってください。

	電源ボタンをタオル・布などでおおい、2〜3回押します。
	本体内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。
	乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。（30分程度）
※	乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。
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Bluetooth®／無線LAN機能に関するご注意
周波数帯について

本製品の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
	 本製品は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。
•	無線LAN機能：2.4DS/OF4
	 本製品は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。

	 2.402GHz～2.480GHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域
を回避可能であることを意味します。

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。本製品の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
本製品の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
どの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、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.	本製品を使用する前に、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、本製品と「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、すみやかに
本製品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、KDDI法人お客さまセンターまでご連
絡ください。
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無線LAN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。本製品の無線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機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使
用しないでください。
•	磁気や電気雑音の影響を受けると通信速度が遅くなったり、通信ができなくなることがあり
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。
•	近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正し
く検索できない場合があります。
•	航空機内での使用はできません。無線LAN対応の航空機内であっても、必ず電源をお切りく
ださい。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗され
る航空会社にお問い合わせください。

■	無線LANご使用上の注意
本製品の無線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
家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、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.	本製品を使用する前に、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、本製品と「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、すみやかに
本製品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、KDDI法人お客さまセンターまでご連
絡ください。

◎	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洩につきましては、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。
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Androidアプリについてのご注意
•	アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任において実施し
てください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の
位置情報や利用履歴、本製品内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外
部に送信される可能性があります。
•	万一、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不具合が生じた場合、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がありま
すので、あらかじめご了承ください。
•	お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様ご自身または第三者へ
の不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
•	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モード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。
•	本製品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。

技術基準適合の電磁的表示について
本製品は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを証明する
技適マーク	 	を、以下の操作方法で画面に表示することができます。

1	ホーム画面で	 	→「設定」→「タブレット情報」

2	「法的情報」→「認証情報」
登録されている認証情報が表示されます。
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ご利用の準備

各部の名称と機能

①	照度センサー
	 周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを自動調節します。
②	ディスプレイ（タッチパネル）
	 指でなぞって画面をスクロールしたり、項目を指で軽く叩いて選択します。
③	マイク
	 音声を入力するときに使います。
④	イヤホン端子
	 市販のイヤホンを接続します。
⑤	microSDメモリカードスロット
	 microSDメモリカードを挿入します。
⑥	電源ボタン	
	 長く押して電源のON／OFFを切り替えます（▶P.25）。
	 電源を入れているときに短く押してスリープモードを設定／解除します。
⑦	外部接続端子
	 付属のACアダプタや市販のmini	USBケーブルなどを接続します。
⑧	スピーカー
	 通知音や音声、音楽や動画の再生音などが聞こえます。
⑨	カメラ
	 写真や動画の撮影などに使います。

⑦

⑧

①

②

③ ④

⑨

⑤⑥
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外部接続端子カバー、イヤホン端子カバー、	
microSDメモリカードスロットカバーを開く／閉じる

ここでは外部接続端子カバーを例に説明しています。イヤホン端子カバー、microSDメモリ
カードスロットカバーも基本操作は同じです。

外部接続端子カバーを開く
1	ミゾに指をかけ、矢印の方向に開く

外部接続端子カバーを閉じる
1	カバーのヒンジを収納してから外部接
続端子カバー全体を指の腹で押し込む

◎	外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーはしっかりと閉め
てください。カバーが外れていたり浮いたりしていると、本体内部に水が浸入するおそれがあります。

◎	外部接続端子カバーやイヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーが本体から浮いて
いる場合は指で押し込み、しっかり閉じてください。

ミゾ

ヒンジ
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充電する
お買い上げ時は、内蔵電池は十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

■	充電時間（目安）
ETBW11AAの電源を切って、内蔵電池が空の状態から充電したときの時間です。電源を入れ
たまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

ACアダプタ01（付属） 約180分
DCアダプタ01（別売） 約180分

ACアダプタを使って充電する
付属のACアダプタを使って充電します。
図の①、②、③の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。

◎	ACアダプタは付属のACアダプタ01以外は使用しないでください。本製品の故障の原因となります。
◎	初めて充電するとき、または電池の残量が少なくなった場合は、完全に充電してからご使用ください。
電池の寿命を延ばすことに繋がります。

◎	充電後は水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーなどをしっかり閉じてください。
（▶P.23「外部接続端子カバーを閉じる」）

電池の状態を確認する
1	ホーム面右下の	 	（電池アイコン）をタップする

電池残量が表示されます。
	：フル充電アイコン
	：充電中アイコン

外部接続端子カバー
DC-INプラグ

電源プラグ
電源コード2穴プラグ

ACアダプタ

②

①

③
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電源を入れる／切る
電源を入れる

1	 	を長押しする（約2秒）
しばらくすると、ロック画面が表示されます。

2	 	を外側の円にドラッグする
ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。

■	電源を切る

1	「シャットダウンしますか？」と表示されるまで	 	を押したままにする

2	「OK」をタップする

初期設定を行う
本製品の電源を初めて入れたときは、初期設定の画面が表示されます。画面の指示に従って初
期設定を行ってください。

◎	初期設定中に本製品を一定時間操作しなかったときは、自動的にディスプレイの表示が消えます（ス
リープモード）。	 	を押すとディスプレイを表示できます。

1	「本端末のオンライン登録開始」画面で「OK」→「OK」
本製品のオンライン登録が自動的に開始されます。

2	「本端末のオンライン登録完了」画面で「OK」をタップする
ようこそ画面が表示されます。

3	「開始」をタップする
インターネット接続画面が表示されます。

4	「モバイルネットワークとWi-Fi」または「Wi-Fi接続のみ」→「次へ」
Wi-Fi設定画面が表示されます。

◎	3G開通済みの端末では、操作	1	の本端末のオンライン登録開始画面および操作	2	の本端末のオンラ
イン登録完了画面は表示されません。
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■	無線LAN機器が起動している場合
・	すでに無線LAN機器を起動している場合は、リストに無線LAN機器の名前が表示されます。
・	ネットワーク設定は後からでも行えます。後で設定を行う場合は「スキップ」をタップし、手
順	9	（▶P.27）へお進みください。

5	リストから接続したい無線LAN機器の名前をタップする

6	「パスワード」を入力→「接続」
無線LANネットワークに接続します。

7	「次へ」をタップする

■	無線LAN機器が起動していない、または手動で設定する場合

5	「ネットワークを追加」をタップする

6	「ネットワークSSID」欄をタップ→無線LANのネットワークSSIDを入力する
7	「セキュリティ」をタップして表示されるリストからセキュリティを選択し、
パスワードなど接続に必要な設定を入力→「保存」をタップする
無線LANネットワークに接続します。

8	「次へ」をタップする
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9	 Google位置情報サービスの設定を確認→「次へ」

・	Googleの位置情報サービスを使用しない場合は、タップしてチェックを外します。
・	現在地の情報をGoogle検索で利用しない場合は、タップしてチェックを外します。

�	「Googleアカウントでログイン」画面が表示されるので、「次へ」をタップする

・	後でGoogleアカウントの作成、またはログインする場合は「スキップ」をタップします。

�	「メール」と「パスワード」を入力し、「ログイン」をタップする
Googleサーバーに接続し、バックアップと復元画面が表示されます。
・	Googleアカウントを持っていない場合は「アカウントを作成」をタップし、Gmailのユーザー
名（任意）とお客様の「名」、「姓」を登録します。画面の指示に従って入力してください。

�	バックアップと復元の設定を行い、「完了」をタップする
初期設定が完了し、ホーム画面が表示されます。
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microSDメモリカードを取り付ける／取り外す
microSDメモリカードを取り付ける

1	microSDメモリカードスロットカバーを開ける
2	microSDメモリカードの金属端子面を上にして、カチッと音がするまでゆっ
くり差し込む

3	microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

◎	microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。
	 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
◎	microSDメモリカードをセットした後は、水分やほこりなどの侵入を防ぐために、microSDメモリ
カードスロットカバーをしっかり閉じてください。（▶P.23「外部接続端子カバー、イヤホン端子カ
バー、microSDメモリカードスロットカバーを開く／閉じる」）

microSDメモリカードを取り外す

1	microSDメモリカードスロットカバーを開ける
2	microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込んでか
ら離す（①）
microSDメモリカードが少し飛び出します。
強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3	microSDメモリカードをまっすぐ引き出す（②）

4	microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

microSDメモリカード
スロット

microSDメモリカード
スロットカバー

microSDメモリカード
スロット

microSDメモリカード
スロットカバー

① ②
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付録

周辺機器のご紹介

■	ACアダプタ01（AAT01PQM） ■	DCアダプタ01
（AAT01PLM）（別売）

◎	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、KDDI法人お客さまセンターにお問い合わせください。

故障とお考えになる前に
故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

症状 チェックする箇所 参照先
電源が入らない •	電池切れになっていませんか？充電は完了していますか？

•	 	を長押ししていますか？
P.24
P.25

充電ができない •	ACアダプタの電源プラグをコンセントに正しく差し込ん
でいますか？
•	ACアダプタのプラグをETBW11AA本体のDC-INに正し
く接続していますか？
•	画面右下の電池アイコンを確認してください。

P.24

画面照明が暗い •	「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？
設定方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「画面」→「画面の

明るさ」をタップし、画面の明るさを調整します。
※	「明るさを自動調整」がONになっているときは、周囲の明
るさに合わせて画面の明るさが自動調整されます。OFF
にすると任意の明るさに設定できます。

ー

ディスプレイの照明
がすぐ消える

•	照明が消えるまでの時間が短く設定されていませんか？
設定方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「画面」→「タイ

ムアウト」をタップし、照明が消えるまでの時間
を選択します。

※	時間を長く設定すると電池の持ちが悪くなります。

ー
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症状 チェックする箇所 参照先
タッチパネルの操作
ができない

•	手袋をしたままで操作していませんか？
•	爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりして
いませんか？
•	ディスプレイに保護シートを貼っていませんか？
	 保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合が
あります。
•	本製品のディスプレイには、静電式タッチパネルを採用し
ています。指で直接画面に触れて操作してください。タッチ
ペンなどでは操作できません。
•	ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作した
りしていませんか？
•	画面ロックが設定されていませんか？
※	パターン、PIN、またはパスワードを入力して、画面ロック
を解除してください。

解除方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「現在地情報と
セキュリティ」→「画面ロックの設定」をタップ
し、パターン、PIN、またはパスワードを入力した
あと、「OFF」をタップします。

P.10
P.12

画面が正常に表示さ
れない／画面が動か
ない

•	動作が不安定になったり、操作できなくなったりした場合
は、電源を入れ直してください。
※	電源を入れ直しても、保存されているデータやアプリ
ケーションは削除されません。

P.25

電池の消耗が激しい
／電池の持ちが悪い

•	圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありません
か？
※	圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、
より多くの電力を消費しています。

•	無線LANネットワークを常に接続状態にしていませんか？
※	常に接続している状態だと電池使用量が多くなります。
設定方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「無線とネット

ワーク」→「Wi-Fi設定」→「Wi-Fiの切断ポリシー」
→「画面がOFFになったとき」をタップします。

•	画面を自動的にOFFにするタイムアウトを設定しています
か？
設定方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「画面」→「タイ

ムアウト」をタップし、照明が消えるまでの時間
を選択します。

※	タイムアウトを短く設定することで電池消費量を抑える
ことができます。

•	「GPS機能を使用」をONにしていませんか？
設定方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「現在地情報と

セキュリティ」→「GPS機能を使用」をタップし
てチェックマークを外します。

•	十分に充電されていますか？
※	電池アイコンは	 	（フル充電アイコン）になっていますか？
•	付属のACアダプタを使用していますか？
	 付属以外のACアダプタを使用した場合には、充電できな
かったり、充電できたように見えても十分に充電できてい
ないために、電池の持ちが悪くなる場合があります。故障の
原因にもなりますのでおやめください。
•	十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短く
なった場合は、KDDI法人お客さまセンターまでご連絡くだ
さい。

ー

アラームが鳴らない •	アラームを設定した時刻に本体の電源が切れている場合
は、アラームが鳴りません。

ー
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症状 チェックする箇所 参照先
音量を変更できな
い／音が聞こえない

設定方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「音」→「音量」を
タップし、スピーカー、通知音、アラームの音量を
調整します。

※	アプリケーションによっては、アプリケーションの画面上
で音量を操作する場合があります。

•	イヤホンを挿入したときは、イヤホンが正しく挿入されて
いるかご確認ください。

ー

画面ロックの解除パ
ターンを忘れてしま
い、画面ロックを解
除できない

•	解除パターンを5回連続で間違えた場合、30秒間は解除パ
ターンを入力できません。30秒間待ってからやり直して
ください。「パターンを忘れた場合」が表示された場合は、
タップして画面の指示に従って操作すると画面ロックを解
除できます。
	 それでも解除できないときは、KDDI法人お客さまセンター
までお問い合わせください。保証の対象外となり有償修理
となります。

ー

無線LAN機能が利用
できない／無線LAN
アクセスポイントに
接続できない

•	無線LANの電波は十分に届いていますか？
•	無線LAN機能の設定はしましたか？
無線LANをご利用いただくにあたり、以下の内容をご確
認ください。
•	ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、アクセ
スポイントの取扱説明書や設定をご確認ください。
•	公衆無線LANサービスを利用する場合は、サービス提供者
のホームページなどをご確認ください。
•	接続可能な無線LAN親機の規格は「IEEE802.11b」または
「g」「n」です。
※	「IEEE802.11a」には対応していません。
※	5GHz帯の周波数には対応していません。

ー

公衆無線LANサービ
スが利用できない

•	公衆無線LANサービスによっては利用できない場合があり
ます。詳しくは、サービス提供者のホームページなどをご確
認ください。
•	接続可能な無線LANアクセスポイントの電波は十分に届い
ていますか？
設定方法：	ホーム画面で	 	→「設定」→「無線とネット

ワーク」→「Wi-Fi」をタップしてONにしたあと、
「Wi-Fi設定」→「ネットワークの通知」をタップし
てチェックを付けます。

※	接続可能な無線LANネットワーク（ワイヤレスアクセス
ポイント）と電波状態が確認できます。

ー

保存した写真や動画、
音楽が見つからない

操作方法：	ホーム画面で	 	→「ファイルマネージャー」
→	 	をタップして本体内部のストレージ、または
microSDメモリカードやUSBデバイスなど外付
けストレージ内のデータにアクセスできます。

•	対応するアプリケーションを起動してください。

ー

本体が温かくなる •	充電中、アプリケーション動作中、ブラウザ接続中、メール
中、カメラ使用中、動画・音楽再生中などは待受中より本体
が温かくなることがありますが、故障ではありません。
	 なお、過剰に発熱している場合は故障の可能性があります
ので使用を中止し、KDDI法人お客さまセンターまでご連絡
ください。

ー

さらに詳しい内容については、KDDI法人お客さまセンターにお問い合わせください。
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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KDDI法人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。

■	補修用性能部品について
本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は、製造打ち切り後から下
記の期間保有しております。

ETBW11AA本体 6年間
周辺機器 4年間

■	保証書について
保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容
をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■	アフターサービスについて
アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記KDDI法人お客さまセンターへ
お問い合わせください。

KDDI法人お客さまセンター（紛失・盗難・故障・操作方法について）
電話番号	 	0077-7051（無料）

	0800-777-7051（無料）
受付時間：9：00～20：00（年末年始を除く）
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主な仕様

ディスプレイ 種類 TFT
サイズ 7インチ
発色数 最大約26万色
解像度 横1280ドット×縦800ドット

質量 約575g
サイズ（幅×高さ×厚さ） 幅215mm	×	高さ132mm	×	厚さ19.98mm（最厚部	

約22.2mm）
CPU Dual-core	NVIDIA®	Tegra™	2	processor	1GHz
ストレージ 約16GB
メモリ DDR2	1GB
ご利用時間の目安 約440分（約7時間20分）

※無線LANで動画をストリーミング再生した場合
充電時間 ACアダプタ使用時　約180分

DCアダプタ使用時　約180分
カメラ 撮像素子 CMOS

有効画素数 約500万画素
デジタルズーム 最大約8倍

ネットワーク環境 無線LAN（IEEE802.11b/g/n準拠）
WiMAX

Bluetooth®
機能

通信方式 Bluetooth®標準規格Ver.2.1＋EDR準拠
対応
Bluetooth® 
プロファイル※

SPP	(Serial	Port	Profile)
OPP	(Object	Push	Profile)
AVRCP	(Audio／Video	Remote	Control	Profile)	
A2DP	(Advanced	Audio	Distribution	Profile)
HID	(Human	Interface	Device	Profile)
PAN	(Personal	Area	Network	Profile)

※	Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

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。
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知的財産権について

■	商標について
•	microSD™、microSDHC™はSD	Card	Associationの商標です。
•	microSDHCロゴはSD-3C,	LLCの商標です。	

•	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、AAEON	Technology	Inc.は、これら商標を使用する
許可を受けています。	
•	WiMAXは、WiMAX	Forumの商標または登録商標です。
•	NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、米国およびその他の国におけるNVIDIA	
Corporationの登録商標または商標です。	
•	「Google」、「Google」	ロゴ、「Android」、「Android」	ロゴ、および「Gmail」は、Google	 Inc.
の商標です。
その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■	Open	SSL	License
【OpenSSL	License】
Copyright	©	1998-2011	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	L IMITED	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.
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■	その他
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。
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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

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、紙
資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行って
います。

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。

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

0077-7051（無料）
0800-777-7051（無料）

受付時間：9：00～20：00（年末年始を除く）

電話番号

お問い合わせ先番号
KDDI法人お客さまセンター

2012年1月第2版

発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

製造元：AAEON Technology Inc.
輸入元：ネットワンパートナーズ株式会社

お問い合わせ先番号

toughness_UG_D.indb   37 2011/12/27   16:57:17


	ごあいさつ
	安全上のご注意
	本製品をご利用いただくにあたって
	同梱品一覧
	本書の表記方法について
	安全上のご注意（必ずお守りください）
	取扱上のお願い
	生活防水／防塵／耐衝撃性能に関するご注意
	Bluetooth(R)／無線LAN機能に関するご注意
	周波数帯について
	Bluetooth(R)についてのお願い
	無線LANについてのお願い

	Androidアプリについてのご注意
	技術基準適合の電磁的表示について

	目次
	ご利用の準備
	各部の名称と機能
	外部接続端子カバー、イヤホン端子カバー、microSDメモリカードスロットカバーを開く／閉じる
	外部接続端子カバーを開く
	外部接続端子カバーを閉じる

	充電する
	ACアダプタを使って充電する
	電池の状態を確認する

	電源を入れる／切る
	電源を入れる

	初期設定を行う
	microSDメモリカードを取り付ける／取り外す
	microSDメモリカードを取り付ける
	microSDメモリカードを取り外す


	付録
	周辺機器のご紹介
	故障とお考えになる前に
	アフターサービスについて
	主な仕様
	輸出管理規制
	知的財産権について

	お問い合わせ先番号



