
主な仕様

標準セット※携帯電話本体も含みます。 （別売） ※在庫状況については店頭にてご確認ください。OPTION COLOR VARIATION

＊連続通話時間および連続待受時間は、　　携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況など
により、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間については　　ホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は
短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

約65×128×8.7（最厚部約11.1）mm
約130g
約420分
約250時間
（Wi-Fi / WiMAX未使用時）
AC時 約150分 / DC時 約220分
Android™ 2.3
RAM：1GB / ROM：4GB
約4.0インチ WVGA有機EL

このカタログは2011年10月現在のものです。

グラファイトブラック オリーブグリーン ブロッサムピンク

約808万画素　720p HD動画対応
約32万画素
IPX5 / IPX7
IEEE802.11b/g/ｎ
ver.2.1+EDR
受信最大2000件 / 送信最大1000件
上限なし（空きメモリーに依存）
上限なし（空きメモリーに依存）
iWnn IME

メインカメラ
サブカメラ
防水
Wi-Fi
Bluetooth®

Eメール（保存数）
Cメール（保存数）
電話帳（保存数）
文字入力

＊別途アプリのダウンロードが必要です。
※グローバルパスポートで国際ローミング中は、ご利用いただけないサービスがあります。
※EZwebサイトはご利用いただけません。

●電池パック
●2GB microSDHC™メモリーカード
　（試供品）

●auキャリングケースFブラック
●共通ACアダプター02＊/03
●共通ACアダプター03
　ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー
●共通DCアダプター01＊/03
●ポータブル充電器01＊/02
●microUSBケーブル01
●microUSBケーブル01
　ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー

＊ご利用の際は、18芯-microUSB変換アダプター01が必要です。

●microUSBモノラルイヤホン01
●microUSBステレオイヤホン変換アダプター01
●平型-microUSB変換アダプター01
●3.5φ-microUSB変換アダプター01
●18芯-microUSB変換アダプター01
●AC Adapter＊ AO/SHIRO/MOMO/REST/
   CHARGY/KiiRoll/WORLD OF ALICE
●AC Adapter JUPITRIS ホワイト/レッド/ブルー/
　ピンク/シャンパンゴールド

※「DIGNO」、「すぐ文字」は、京セラ株式会社の登録商標です。※WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。※「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。※　は、
フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※Fel iCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※Fel iCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、
Google ロゴ、Google 音声検索、Android、Android マーケット、Android マーケット ロゴ、YouTube、YouTube ロゴは、Google Inc.の登録商標または商標です。※本製品は
Adobe Systems IncorporatedのAdobe®Flash®Playerテクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Player Copyr ight©1996-2011 Adobe Systems Incorporated.  
Al l  r ights reserved.Adobe、FlashおよびFlash ロゴは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登録商標または商標です。再生
するコンテンツによってはFlash Playerの最新版が必要になる場合があります。※Wi-Fi®はWi-Fi  Al l iance®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。※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、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※文
字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。 iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co. ,  Ltd .  2009-2011 Al l  Rights Reserved.※枠なし手書き文
字認識は、株式会社東芝のLaLaStrokeを使用しています。 LaLaStrokeは株式会社東芝の商標です。※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用してい
ます。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭
載しています。※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域
における商標または登録商標です。本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。※フィルタカメラアプリは、株式会社ニコンシステムの
Intel l iSight技術を使用しております。Intel l iSightは、株式会社ニコンの登録商標です。※「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。※その他の社名および商品名
は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフト
ウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。（a）ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなっ
てはなりません。（b）法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。（c）ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害など
の黙示の保証を行うものではありません。

【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱、発火の原因になります。■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。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意くださ
い。＊航空機内など、使用を禁止された区域では電源は切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注
意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。＊医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。＊植込み型
心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取
扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。＊混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地
下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了
承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利
用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。＊新幹線の車内やホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。＊通話中の声は大きすぎな
いように。■ご不要になった　　携帯電話については最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為のリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場
合には、　　携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので　　携帯電話を　　ショップ・PiPitまでご持参ください。■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。

AMK0117 ISW11Kメーカーカタログ

サイズ（幅×高さ×奥行き）
重量（電池パック含む）
連続通話時間＊

連続待受時間＊

充電時間
プラットフォーム
メモリー
ディスプレー

【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

オールインワンの
充実機能

使いやすい
デザイン&機能

テザリング

Eメール（～@ezweb.ne.jp）

赤外線通信

GSM / CDMA

持ちやすい
デザイン

 すぐ文字®

手書き入力

省電力ナビ

その他、便利機能

microSDHC™メモリーカード約 GB2.0約 インチ4.0約 万画素（メイン）808
約 万画素（サブ）32



DIGNO（有機EL）

K002（TFT液晶）

※画面はイメージです。

■ 強化ガラス
傷がつきにくく、耐久性の高い
強化ガラスの採用で、安心して
使用できます。

約4.0インチの大画面には、高精彩な有機E L
「ルミナスディスプレー」を採用。従来の液晶とは
違う映像体験をお届けします。

■ 優れた動画表現力
動画のブレやぼやけを少なく
できるので、スポーツやゲーム
などのスピーディーな動画も、
なめらかで自然に表現でき
ます。

■ 広い視野角
斜めから見ても、正面から
見た時と同じように色鮮や
かでクリアな映像を楽しめ
ます。

サブカメラ（約32万画素）を搭載
しているので、自分撮りなども簡単
に行えます。

1280×720ドットのHDサイズの動画撮影に対応。VGAサイ
ズ（640×480ドット）と比べて約3倍の高精細な動画を撮影
できます。

■ 豊かな色再現性
微妙な色の違いをリアルに
再現。自然の色をありのま
まに、豊かな色彩で鮮やか
に描き出します。

■ 高コントラスト
従来の液晶では表現できな
かった陰影や色彩をはっきり表
示でき、深みのある色で、奥行
きを感じられる映像になります。

約4.0インチ有機EL
「ルミナスディスプレー」

さまざまな撮影シーンを強力サポート
■ 約808万画素オートフォーカスカメラ
顔を認識して自動でフォーカスを合わせる顔認識対応の約
808万画素オートフォーカスカメラ搭載。手振れ補正にも
対応し、きれいな写真を撮影できます。

■ サブカメラ

■ ハイビジョン動画撮影

漢字、ひらがな、カタカナ、英数字などを手書きで入力できます。
予測変換にも連動し、スムーズな入力が可能です。その他、音声
入力にも対応するなど、幅広いニーズにお応えします。

■ 手書き入力

【複数の文字もスムーズに入力可能】

指で入力。複数の
文字の認識も可能。

文字認識後、予測
変換候補を表示。

京セラオリジナル

従来のケータイでも好評の「すぐ文字」を搭載。ロック画面から
すぐに起動でき、メモ帳への保存やSNSなどへの投稿をスムーズ
に行えます。

■ すぐ文字®

【ロック画面からすぐ起動】

アイコンをフリック
して起動。

文字を入力して連
携アプリを選択。

例えば、メモ帳に
すぐに保存可能。

連携先は
追加可能

消費電力を抑える省電
力モードへの切り替えや、
起動中のアプリの管理
を簡単に行えます。

【省電力設定】
省電力モードをONにすると、
消費電力を抑えられ、電池を
長持ちさせられます。電池
残量が少なくなると通知する
設定や、自動で省電力モードに
切り替わる設定もできるので
便利です。

【アプリケーション管理】
スマートフォンはスリープモード
時でもアプリが起動したままで、
電力を消費することがあります。
管理画面で起動中のアプリ
を確認でき、不要なアプリを
すぐに終了できます。

■ とるデコ

撮影した画像を使って、オリジナル
のデコレーション絵文字を作成
できます。絵文字に動きをつける
ことも可能です。

■ 省電力ナビ

■ ファイル管理

ミニチュア風

「ミニチュア風」「線画風」「一眼レフカメラ風」
などのフィルター効果をつけた撮影が
楽しめます。

■ フィルターカメラ

※画面はイメージです。

■ ライブ壁紙「KAMISHIBAI」

撮影やダウンロードし
た画像をランダムに
表示できるので、画面
を見るたびに違う壁紙
を楽しめます（順番の
指定も可能）。

ゆっくり入れ替わる「フェード」、折り重なって入れ替わる
「スナップショット」など3パターン。

フェード スナップショット タイル京セラ独自のファイル
マネージャーをプリセット。
タブの切り替えで、画像、
動画、音楽、TVの録画
データなどを一覧で表示
できるので、目的のデータ
を簡単に探し出せます。

ビジネスでもプライベートでも
使える機能が充実

インターネット接続を快適にするWiMAX＆テザリング

WiMAX搭載で高速モバイル通信を実現し、
インターネット接続を快適にします。単体で
の利用はもちろん、本体をWi-Fi®ルーター
として利用することも可能です。

■ WiMAX搭載 ■ テザリング

IPX5/IPX7等級の防水に対応しているので、
急な雨の時などでも安心して利用できます。
【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっ
かりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・
温泉の中に浸けないでください。［雨の中での利用時］※強い雨の
中では使用できません（1時間当たりの雨量が20mm以上）。

従来のケータイで必須の便利機能も
しっかり搭載。今までの便利さは変わらず、
そのままの使い心地でスマートフォンを
利用できます。

グローバルパスポートCDMAに加え、グローバルパスポートGSM
にも対応。海外でも、より広いエリアで利用できます。

     ケータイで使っていたメールアカウント（～@ezweb.ne.jp）を
そのまま使用可能。もちろんCメールにも対応しています。

［ゲーム機］

［音楽プレイヤー］

［インターネット］

［パソコン］

［タブレット］

高画質動画の
ストリーミングも快適

［インターネット］

＊ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の
最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や
混雑状況などにより低下する場合があります。※WiMAXエリア内の
場合、自動でWiMAX通信を行います。ご利用にならない場合は
設定をOFFにしてください。利用した月のみ請求いたします（525円
/月）。※別途パケット通信料がかかります。WiMAX対応エリアに
ついては、　 ホームページにてご確認ください。

下り最大40Mbps＊/上り最大10Mbps＊の高速インターネット
サービス「WiMAX」搭載。WEB閲覧はもちろん、大容量
ファイルの送受信や動画ストリーミングもスムーズで、家でも
外でもストレスなく高速通信を行えます。

Wi-Fi対応機器を最大5台まで接続できるテザリング機能を
搭載。DIGNOを経由して、パソコンやゲーム機など、さまざまな
機器をインターネット接続できます。

ケータイの定番機能にもしっかり対応
■ 防水 ■ おサイフケータイ®・ワンセグ・赤外線通信

■ グローバルパスポート（GSM/CDMA対応） ■ Eメール［～@ezweb.ne.jp］・Cメール

40Mbps下り最大

10Mbps上り最大

美しく「見る」、きれいに「撮る」 もっと使いやすく、もっと楽しくなる

DISPLAY & CAMERA USEFUL FUNCTIONSALL IN ONE SLIM

必要な機能を搭載した

“オールインワンスリム”モデル

■ ドキュメントビューアー
■ フェイススタジオ

■ 6種類のフォント切り替え機能

（撮影した顔をきれいに
デコレーション）

■ お知らせLED
（メールや不在着信
をお知らせ）

■ 伝言メモ
（簡易留守メモ）

■ 安心セキュリティパック（3LM Security/ウイルスバスター モバイル for au/リモートサポート）
■ KDDIビジネスコールダイレクト■ CPA（cdma Packet Access）
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■ 手書き入力

【複数の文字もスムーズに入力可能】

指で入力。複数の
文字の認識も可能。

文字認識後、予測
変換候補を表示。

京セラオリジナル

従来のケータイでも好評の「すぐ文字」を搭載。ロック画面から
すぐに起動でき、メモ帳への保存やSNSなどへの投稿をスムーズ
に行えます。

■ すぐ文字®

【ロック画面からすぐ起動】

アイコンをフリック
して起動。

文字を入力して連
携アプリを選択。

例えば、メモ帳に
すぐに保存可能。

連携先は
追加可能

消費電力を抑える省電
力モードへの切り替えや、
起動中のアプリの管理
を簡単に行えます。

【省電力設定】
省電力モードをONにすると、
消費電力を抑えられ、電池を
長持ちさせられます。電池
残量が少なくなると通知する
設定や、自動で省電力モードに
切り替わる設定もできるので
便利です。

【アプリケーション管理】
スマートフォンはスリープモード
時でもアプリが起動したままで、
電力を消費することがあります。
管理画面で起動中のアプリ
を確認でき、不要なアプリを
すぐに終了できます。

■ とるデコ

撮影した画像を使って、オリジナル
のデコレーション絵文字を作成
できます。絵文字に動きをつける
ことも可能です。

■ 省電力ナビ

■ ファイル管理

ミニチュア風

「ミニチュア風」「線画風」「一眼レフカメラ風」
などのフィルター効果をつけた撮影が
楽しめます。

■ フィルターカメラ

※画面はイメージです。

■ ライブ壁紙「KAMISHIBAI」

撮影やダウンロードし
た画像をランダムに
表示できるので、画面
を見るたびに違う壁紙
を楽しめます（順番の
指定も可能）。

ゆっくり入れ替わる「フェード」、折り重なって入れ替わる
「スナップショット」など3パターン。

フェード スナップショット タイル京セラ独自のファイル
マネージャーをプリセット。
タブの切り替えで、画像、
動画、音楽、TVの録画
データなどを一覧で表示
できるので、目的のデータ
を簡単に探し出せます。

ビジネスでもプライベートでも
使える機能が充実

インターネット接続を快適にするWiMAX＆テザリング

WiMAX搭載で高速モバイル通信を実現し、
インターネット接続を快適にします。単体で
の利用はもちろん、本体をWi-Fi®ルーター
として利用することも可能です。

■ WiMAX搭載 ■ テザリング

IPX5/IPX7等級の防水に対応しているので、
急な雨の時などでも安心して利用できます。
【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっ
かりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・
温泉の中に浸けないでください。［雨の中での利用時］※強い雨の
中では使用できません（1時間当たりの雨量が20mm以上）。

従来のケータイで必須の便利機能も
しっかり搭載。今までの便利さは変わらず、
そのままの使い心地でスマートフォンを
利用できます。

グローバルパスポートCDMAに加え、グローバルパスポートGSM
にも対応。海外でも、より広いエリアで利用できます。

     ケータイで使っていたメールアカウント（～@ezweb.ne.jp）を
そのまま使用可能。もちろんCメールにも対応しています。

［ゲーム機］

［音楽プレイヤー］

［インターネット］

［パソコン］

［タブレット］

高画質動画の
ストリーミングも快適

［インターネット］

＊ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の
最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や
混雑状況などにより低下する場合があります。※WiMAXエリア内の
場合、自動でWiMAX通信を行います。ご利用にならない場合は
設定をOFFにしてください。利用した月のみ請求いたします（525円
/月）。※別途パケット通信料がかかります。WiMAX対応エリアに
ついては、　 ホームページにてご確認ください。

下り最大40Mbps＊/上り最大10Mbps＊の高速インターネット
サービス「WiMAX」搭載。WEB閲覧はもちろん、大容量
ファイルの送受信や動画ストリーミングもスムーズで、家でも
外でもストレスなく高速通信を行えます。

Wi-Fi対応機器を最大5台まで接続できるテザリング機能を
搭載。DIGNOを経由して、パソコンやゲーム機など、さまざまな
機器をインターネット接続できます。

ケータイの定番機能にもしっかり対応
■ 防水 ■ おサイフケータイ®・ワンセグ・赤外線通信

■ グローバルパスポート（GSM/CDMA対応） ■ Eメール［～@ezweb.ne.jp］・Cメール

40Mbps下り最大

10Mbps上り最大

美しく「見る」、きれいに「撮る」 もっと使いやすく、もっと楽しくなる

DISPLAY & CAMERA USEFUL FUNCTIONSALL IN ONE SLIM

必要な機能を搭載した

“オールインワンスリム”モデル

■ ドキュメントビューアー
■ フェイススタジオ

■ 6種類のフォント切り替え機能

（撮影した顔をきれいに
デコレーション）

■ お知らせLED
（メールや不在着信
をお知らせ）

■ 伝言メモ
（簡易留守メモ）

■ 安心セキュリティパック（3LM Security/ウイルスバスター モバイル for au/リモートサポート）
■ KDDIビジネスコールダイレクト■ CPA（cdma Packet Access）

主な仕様

標準セット※携帯電話本体も含みます。 （別売） ※在庫状況については店頭にてご確認ください。OPTION COLOR VARIATION

＊連続通話時間および連続待受時間は、　　携帯電話の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用になる地域や使用状況など
により、短くなります。海外ご使用時の連続通話時間・連続待受時間については　　ホームページをご覧ください。また、通話と待受を組み合わせると、それぞれの利用時間は
短くなります。連続通話時間および連続待受時間は、本カタログ作成時であり、KDDIグループ各社のシステムの仕様変更等により、予告なく変更される場合があります。

約65×128×8.7（最厚部約11.1）mm
約130g
約420分
約250時間
（Wi-Fi / WiMAX未使用時）
AC時 約150分 / DC時 約220分
Android™ 2.3
RAM：1GB / ROM：4GB
約4.0インチ WVGA有機EL

このカタログは2011年10月現在のものです。

グラファイトブラック オリーブグリーン ブロッサムピンク

約808万画素　720p HD動画対応
約32万画素
IPX5 / IPX7
IEEE802.11b/g/ｎ
ver.2.1+EDR
受信最大2000件 / 送信最大1000件
上限なし（空きメモリーに依存）
上限なし（空きメモリーに依存）
iWnn IME

メインカメラ
サブカメラ
防水
Wi-Fi
Bluetooth®

Eメール（保存数）
Cメール（保存数）
電話帳（保存数）
文字入力

＊別途アプリのダウンロードが必要です。
※グローバルパスポートで国際ローミング中は、ご利用いただけないサービスがあります。
※EZwebサイトはご利用いただけません。

●電池パック
●2GB microSDHC™メモリーカード
　（試供品）

●auキャリングケースFブラック
●共通ACアダプター02＊/03
●共通ACアダプター03
　ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー
●共通DCアダプター01＊/03
●ポータブル充電器01＊/02
●microUSBケーブル01
●microUSBケーブル01
　ネイビー/グリーン/ピンク/ブルー

＊ご利用の際は、18芯-microUSB変換アダプター01が必要です。

●microUSBモノラルイヤホン01
●microUSBステレオイヤホン変換アダプター01
●平型-microUSB変換アダプター01
●3.5φ-microUSB変換アダプター01
●18芯-microUSB変換アダプター01
●AC Adapter＊ AO/SHIRO/MOMO/REST/
   CHARGY/KiiRoll/WORLD OF ALICE
●AC Adapter JUPITRIS ホワイト/レッド/ブルー/
　ピンク/シャンパンゴールド

※「DIGNO」、「すぐ文字」は、京セラ株式会社の登録商標です。※WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。※「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。※　は、
フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※Fel iCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※Fel iCaは、ソニー株式会社の登録商標です。※Google、
Google ロゴ、Google 音声検索、Android、Android マーケット、Android マーケット ロゴ、YouTube、YouTube ロゴは、Google Inc.の登録商標または商標です。※本製品は
Adobe Systems IncorporatedのAdobe®Flash®Playerテクノロジーを搭載しています。Adobe Flash Player Copyr ight©1996-2011 Adobe Systems Incorporated.  
Al l  r ights reserved.Adobe、FlashおよびFlash ロゴは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登録商標または商標です。再生
するコンテンツによってはFlash Playerの最新版が必要になる場合があります。※Wi-Fi®はWi-Fi  Al l iance®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。※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、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※文
字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnn IMEを使用しています。 iWnn IME©OMRON SOFTWARE Co. ,  Ltd .  2009-2011 Al l  Rights Reserved.※枠なし手書き文
字認識は、株式会社東芝のLaLaStrokeを使用しています。 LaLaStrokeは株式会社東芝の商標です。※書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用してい
ます。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。※本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。※本製品には、株式会社モリサワの書体を搭
載しています。※本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域
における商標または登録商標です。本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。※フィルタカメラアプリは、株式会社ニコンシステムの
Intel l iSight技術を使用しております。Intel l iSightは、株式会社ニコンの登録商標です。※「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。※その他の社名および商品名
は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※このカタログで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフト
ウェアのご使用に際しては、以下の点にご注意ください。（a）ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなっ
てはなりません。（b）法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。（c）ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害など
の黙示の保証を行うものではありません。

【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

■専用のオプション品をご使用ください。指定以外の電池パックなどを使用すると、発熱、発火の原因になります。■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。■運転者が使用になる場合は、車を安全な場所に停めてからご使用ください。■電波が電気機器に影響を及ぼす恐れがありますので、次の点にご注意くださ
い。＊航空機内など、使用を禁止された区域では電源は切ってください。■自動車内で使用される場合、車種によってはまれに車両電気機器に影響を与えることがございますのでご注
意ください。■電波による医用電気機器への影響を防ぐために、次のことを守ってください。＊医療機関の使用禁止場所や医用電気機器の近くでは電源を切ってください。＊植込み型
心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、装着部位から22cm以上離して携行、使用してください。なお、ペースメーカーには多数の機種がありますので、取
扱いについての詳細は関係医療機関やその機種の供給元などへご相談ください。＊混雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。■サービスエリア内であっても、トンネル・地
下・屋内・ビルの陰・山間部など電波の届きにくい場所ではご使用になれないことがあります。また、通話中に電波の悪い場所に移動されると、通話が切れることがありますので、ご了
承ください。■映画館や劇場、美術館、図書館などの場所では、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲に迷惑をかけないように、電源を切っておきましょう。メッセージサービスのご利
用が便利です。街中では、通行の邪魔にならない場所で使用しましょう。＊新幹線の車内やホテルのロビーなどでは迷惑のかからない場所へ移動しましょう。＊通話中の声は大きすぎな
いように。■ご不要になった　　携帯電話については最寄りの取扱い店までご持参ください。環境資源保護の為のリサイクルにご協力をお願い申し上げます。■万一解約等される場
合には、　　携帯電話に書込まれた電話番号を消去する必要がありますので　　携帯電話を　　ショップ・PiPitまでご持参ください。■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。

AMK0117 ISW11Kメーカーカタログ

サイズ（幅×高さ×奥行き）
重量（電池パック含む）
連続通話時間＊

連続待受時間＊

充電時間
プラットフォーム
メモリー
ディスプレー

【防水について】※IPX5/IPX7等級の防水性能。※キャップ類はしっかりと閉じ、電池フタは確実に取り付けてください。※海水・プール・温泉の中に浸けないでください。

オールインワンの
充実機能

使いやすい
デザイン&機能

テザリング

Eメール（～@ezweb.ne.jp）

赤外線通信

GSM / CDMA

持ちやすい
デザイン

 すぐ文字®

手書き入力

省電力ナビ

その他、便利機能

microSDHC™メモリーカード約 GB2.0約 インチ4.0約 万画素（メイン）808
約 万画素（サブ）32
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