
はじめに
お読みください

KZ001999XX－ 0113SZ

安全上のご注意

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、本機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あります。
●●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
負う可能性が想定される内容」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」とは、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」とは、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」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ
る拡大損害を指します。

●■図記号の説明

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

　 　

●■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、当社は一切の責任を負いません。
●●本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害
（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失
など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
●●取扱説明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、当社は一切の責任を負いません。
●●当社が関与していない接続機器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、当社は一切の責任を
負いません。
●●大切なデータは、控えを取ることをお勧めします。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、故障や障害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。

はじめに
このたびは、「STOLA（WX08K）」（以降は「本機」と記載）
をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いくだ
さい。お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手
元に大切に保管してください。

●●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はおりますが、万一ご不審な点や
記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

次のものがそろっているか確認してください

●●本体（WX08K） ●●バッテリーカバー

●●リチウムイオンバッテ
リー（LB05KC）

●●かんたんマニュアル
●●はじめにお読みください（保証書）（本書）

本機／バッテリー／充電用機器共通
本機・バッテリー・充電用機器のそれぞれにも注意事項の記
載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機
器以外を使用すると破裂・発火・火災・漏液の原因と
なります。
STOLA（WX08K）周辺機器
・ACアダプタ＜オプション品＞
・バッテリー＜LB05KC＞

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、保管をしないでください。破
裂・発火・火災・発熱の原因となります。

本機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。熱く
なった状態で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。

引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでく
ださい。ガスに引火し、破裂・発火・火災の原因とな
ります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガ
スが発生する場所では電源を切り、充電もしないでく
ださい。

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

加熱用機器（電子レンジなど）や高圧容器に入れない
でください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・
火災・発熱・感電・けがの原因となります。PHSの
改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、
ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサー
ビスセンターまでご連絡ください。

導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）を、充電端子に
接触させたり内部に入れたりして充電端子をショート
させないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電
の原因となります。

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強
い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発
熱の原因となります。

使用中に煙が出る、異臭がする、異常な音がする、過
剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中
止してください。異常が起きた場合は、充電中であれ
ばまず充電用機器をコンセントから抜き、冷めたこと
を確認してから、電源を切り、バッテリーをはずして
ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサー
ビスセンターまでご連絡ください。そのまま使用する
と破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

ACアダプタ（オプション品）は、指定以外の電源電圧
は使用しないでください。また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。火災や感電など
の原因となります。

通電状態で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・けがの原因となります。

本機が濡れている状態で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故障・火災の原因と
なります。水濡れ時の充電による故障は保証の対象外
となり修理ができません。

水などの液体が充電端子、バッテリーカバーなどから
本体内部に入った場合には、使用をおやめください。
そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となり
ます。

落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用
せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカ
ルサービスセンターまでご連絡ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品
やバッテリーなどの誤飲で窒息による事故やけがなど
の原因となります。

直射日光のあたる場所（自動車内など）、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。発火・火災の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置
かないでください。落下してけがの原因となります。
また、本機がバイブレータ設定になっている場合、振
動により落下する可能性があるため特にご注意くださ
い。

外部から電源が供給されている状態の本機・バッテ
リー・充電用機器に長時間、触れないでください。低
温やけどの原因となります。

本機について
共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）について
も記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守り
ください。

自動車・バイク・自転車などの運転中は使用しないで
ください。交通事故の原因となります。自動車・バイ
ク運転中のPHSの使用は危険なため法律で禁止され
ています。また、自転車運転中の使用も法律等で罰せ
られる場合があります。

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。

航空機に搭乗される場合は、運航の安全に支障をきた
すおそれがありますので、電源をお切りください。航
空機内でのPHSの使用は法律で禁止されています。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動
器、その他医用電気機器の近くでPHS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
るおそれがあるため、次のことを守ってください。

1.●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、PHSを心臓ペースメー
カーなど装着部から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、植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、PHSの電源を切るよう
にしてください。

3.●医療機関の屋内では以下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PHSを持ち込まない。
●・病棟内では、PHSの電源を切る。
●・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、PHSの電源を切る。
●・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う。

4.●医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび
植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
個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波
の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関す
る指針」（平成9年3月「不要電波問題対策協議会」｛現
電波環境協議会｝）に準拠し、また「電波の医用機器
等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月
「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12〜13年度に調査が行われ、
平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であるこ
とが総務省より公表されています。

高精度な電子機器の近くでは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・その他医用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。
医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・メールなどするときは周囲の安全を確認してく
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。

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使用を中
止してください。落雷・感電の原因となります。本機
の電源を切って、安全な場所へ移動してください。

雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用する場合の水
ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気に
ご注意ください。感電や電子回路のショートの原因
となります。

本機が破損したり、電話機内部が露出したりした場
合、破損部および露出部に手を触れないでくださ
い。感電したり、けがをすることがあります。その
まま使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セ
ラテクニカルサービスセンターまでご連絡くださ
い。

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。

赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わない
でください。視力障害を起こす原因となります。ま
た、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作す
るなどの影響を与える可能性があります。

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめない
でください。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、ごくまれに、筋肉のまひや意
識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした
経験のある方は、事前に必ず医師と相談してくださ
い。

通常はバッテリーカバーをはめた状態で使用して
ください。カバーをはめずに使用していると、ほこ
り・水などが入り感電や電子回路のショートの原因
となります。

受話口部の吸着物にご注意ください。受話口部には
磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの
刃、ホチキスの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、受話口部に異
物がないか必ず確かめてください。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでく
ださい。けがの原因となります。

キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気
を帯びた記憶媒体や電子機器、金属製品を近づけた
りしないでください。磁気データの消失の原因とな
ります。

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・湿疹などを生じる場合
があります。

（使用箇所）
・（使用材料）
・（表面処理）
外装ケース（Front側）
・PC樹脂（ガラス繊維含有）
・�アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（Rear側）
・PC樹脂
・アクリル系UV硬化塗装処理
ウィンドウパネル部
・アクリル樹脂
・�化学硬化処理
フロントジョグキー、アドレス帳キー、メールキー、
メモキー、アクセサリキー、発信・通話キー、
電源・終話キー、クリア／マナーキー、センターキー、
ダイヤルキー
・�PC樹脂
・アクリル系UV硬化塗装処理
赤外線ポート窓部
・アクリル樹脂
・化学硬化処理

耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かな
いでください。聴力に悪い影響を与えることがあり
ます。

保証書（お客様用）

品 名 STOLA（WX08K）

お 買 い 上 げ 日 　　　　年　　月　　日

保 証 期 間
（お買い上げ日より）

1年間�
（バッテリーを除く）

製 造 番 号

お●

客●

様

お名前

ご住所　〒

電話番号 （　　　）　　　－

販●

売●

店

店名・住所・電話番号

●�本保証書は、日本国内に限り有効です。
This�warranty�is�valid�only�in�Japan.

本保証書は、本保証書記載内容に基づき、無償修理をお約
束するものです。万一保証期間内に故障した場合は、ウィ
ルコムサービスセンターにお問い合わせいただくか、保証
書をお手元にご準備のうえ京セラテクニカルサービスセン
ターまでお申し出ください。

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頂く場合がご
ざいますので、ご了承ください。
●●ウィルコムサービスセンター
　総合窓口（通話料有料）
● ウィルコムの電話／通信機器から　局番無しの151（有料）
● 一般加入電話・携帯電話などから　0570-039-151（有料）
● ・●オペレーター対応時間：9:00〜20:00（年中無休）
　※「誰とでも定額」の無料対象になります。

　各種お手続き（通話料無料）
● ウィルコムの電話／通信機器から　局番無しの116（無料）
● 一般加入電話・携帯電話などから　0120-921-156（無料）
● ・●受付時間：●
自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

●●京セラテクニカルサービスセンター
● ウィルコム電話・一般電話・携帯電話などから
● 0120-994-723（無料）
● ・●受付時間：●
9:00〜12:00　13:00〜17:00（土・日・祝日定休）

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店に
ご連絡ください。
本体以外の付属品については、別売にてお買い求めになれ
ます。お買い求めについては、京セラホームページをご覧
いただくか、京セラテクニカルサービスセンターへご相談
ください。
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お問い合わせ先一覧

京セラへのお問い合わせ

●■京セラ通信お客様相談室
●■●通信機器・操作方法に関するご相談、お問い合わせ
●・商品に関するお問い合わせ

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話などから
    0120-500-349（無料）

●● 受付時間：
平日●9:00〜19:00　土曜・日曜・祝日●9:00〜17:30

●■京セラテクニカルサービスセンター
●■電話機の修理、オプション品に関するお問い合わせ
●・オプション品購入のご相談について
●・修理のご相談について

ウィルコム電話・一般電話・携帯電話などから
    0120-994-723（無料）

●● 受付時間：
9:00〜12:00　13:00〜17:00（土・日・祝日定休）

●■京セラホームページ
●■ホームページからのお問い合わせ
●・機器に関するご相談、お問い合わせ

http://www.kyocera.co.jp/

ウィルコムへのお問い合わせ

●■ウィルコムサービスセンター
●■ウィルコムの総合サービスに関するお問い合わせ
●・ご契約内容（加入・変更・引越等）
●・月額基本料金・通話料等
●・オプションサービス・修理のご相談について
●・サービスエリア
●・電話機の紛失
●・その他、通信サービスについて

総合窓口（通話料有料）

ウィルコムの電話／通信機器から
    局番無しの151（有料）

一般加入電話・携帯電話などから
    0570-039-151（有料）

●● オペレーター対応時間：9:00〜20:00（年中無休）
※「誰とでも定額」の無料対象になります。

各種お手続き（通話料無料）

ウィルコムの電話／通信機器から
    局番無しの116（無料）

一般加入電話・携帯電話などから
    0120-921-156（無料）

●● 受付時間：
自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

＜保証規定＞
1.�取扱説明書、本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示などに
従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り無償
修理いたします。

2.�保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。（または、
修理ができない場合があります。）
(イ)�取扱説明書・本体ラベル等の注意書、ACアダプタの警告表示な

どに従った正しい使用がなされなかった場合
(ロ)�使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合
(ハ)�不当な修理や改造による故障や損傷の場合
(ニ)�落としたり、ぶつけてしまったことによる故障や損傷、または

その痕跡がある場合
(ホ)�雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡

らしてしまったり、水やお湯などの中に落としてしまったこと
による故障や損傷、または水濡れや湿気等の痕跡がある場合

(ヘ)�火災・地震・落雷・風水害・異常電圧・公害・塩害・ガス害・
指定外の使用電源（電圧・周波数）及びその他天災地変などに
よる故障や損傷の場合

(ト)�車両・船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷の場合
(チ)�本保証書のご提示がない場合
(リ)�本保証書に、お買い上げ日（年月日）・製造番号・お客様名・販

売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
(ヌ)�消耗品（バッテリー等）の交換の場合

3.�機器の損傷状況によっては、修理ができない場合もあります。
4.�出張による修理対応はお受けできません。
5.�本商品の故障に起因する付随的損害（事業利益の損失・事業の中断・
記憶内容の変化・消失など）に関して、一切の責任を負いません。

6.�当社が関与していない接続機器との組み合わせによる誤動作などか
ら生じた損害や事故については責任を負いかねます。

7.�本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
●�本保証書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された記憶内容（ア
ドレス帳、メールなどの内容）や各種設定情報（壁紙設定、着信音設定、
アラーム設定など）が変化・消失するおそれがあります。記憶内容
や各種設定情報は別にメモに取るなど必ずお控えください。記憶内
容や各種設定情報が変化・消失したことによる損害や損失などの請
求につきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承くださ
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。したがって、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等についてご不明の場合はウィルコムサー
ビスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターにお問
い合わせください。

●�補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の保有期間は、
製造終了後7年間です。

バッテリーについて
共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）につい
ても記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお
守りください。

バッテリーの（＋）と（－）をショートさせないで
ください。破裂・発火・発熱の原因となります。

バッテリーを本機に装着するときは、（＋）（－）を
逆にしないでください。破裂・発火・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せ
ず接続部を十分にご確認ください。

釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたり
しないでください。破裂・発火・発熱の原因となり
ます。

直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしな
いでください。バッテリー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、破裂・発火・発熱
の原因となります。

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し
てください。また万一近くに火気がある場合は、火
気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、
破裂・発火の原因となります。

内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな
水で十分洗ったあと直ちに医師の治療を受けてく
ださい。放置すると失明するおそれがあります。

バッテリーを水やペットの尿などの液体で濡らさ
ないでください。また、濡れたバッテリーは使用や
充電をしないでください。破裂・発火・発熱の原因
となります。誤って水などに濡れた場合はそのまま
使用せず、ウィルコムサービスセンター、京セラテ
クニカルサービスセンターまでご連絡ください。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにき
れいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶ
れたりする原因となります。

不要なバッテリーは、一般のゴミといっしょに捨て
ないでください。不要になったバッテリーは端子
にテープなどを貼り絶縁してから、ウィルコムプラ
ザ・ウィルコムカウンターなどにお持ちください。
バッテリーを分別回収している市町村の場合は、そ
の条例に従って処理してください。

バッテリーの取り付け／取りはずしの際に無理な
力を加えたり、無理に挿入しないでください。バッ
テリーまたはバッテリーカバーが破損するなどし、
けがの原因となります。

充電用機器について
共通の注意事項（本機・バッテリー・充電用機器）について
も記載がありますので、必ずお読みになり記載事項をお守り
ください。

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電
を止めてください。バッテリーの液もれ・破裂・発火・
火災・発熱の原因となります。ウィルコムサービスセ
ンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連
絡ください。

雷が鳴り出したらACアダプタ（オプション品）に触
れないでください。落雷による感電などの原因となり
ます。

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アダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラ
グ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。発火・火災・感電・けがの原因と
なります。

充電時以外は、ACアダプタの電源プラグをコンセン
トから抜いてください。発火・火災・感電の原因とな
ります。

ACアダプタの電源プラグはコンセントの根元まで確
実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、
発火・火災・発熱・感電の原因となります。

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・発火・火災・感電・ショートの原因
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コンセントから抜
いてください。

充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでく
ださい。発火・火災の原因となります。

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
火・火災・発熱の原因となります。

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、束ねたまま使用
しないでください。また、傷んだ電源コードは使用し
ないでください。発火・火災・感電・ショートの原因
となります。

お手入れをするときには、ACアダプタの電源プラグを
コンセントから抜いてください。抜かないでお手入れ
をすると感電やショートの原因となります。

ACアダプタの電源プラグに付いたほこりはふき取って
ください。そのまま放置すると発火・火災の原因とな
ります。

ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くとき
は、必ずプラグを持って抜いてください。電源コード
を引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電
の原因となります。

ACアダプタを本機に差し込むとき、またUSBケーブ
ル（別売）を本機に差し込むときは、向きに注意して、
必ずコネクタ部分を持ってまっすぐ差し込んでくださ
い。また、取りはずすときも必ずコネクタ部分を持っ
て抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷
し、発火・火災・感電の原因となります。

取扱上のお願い

本機／バッテリー／充電用機器共通
●●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、カバンの中で重いものの下になっ
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。
●●充電端子部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、
このとき充電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。
●●一般電話／テレビ／ラジオ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。
●●通話中、メールなどの利用中や充電中など、温かくなるこ
とがありますが異常ではありません。
●●バッテリーは、電源を切ってから取りはずしてください。

本機について
●●本機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）または、
常時点灯するドットが存在する場合があります。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
ご注意ください。振り回したりそらしたりして本体に無理
な力が加わると故障や破損の原因となりますので取扱には
十分ご注意ください。
●●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。キズの発生や、破損の原因となることが
あります。
●●ディスプレイを硬いものでこすったりして傷付けないよう
ご注意ください。
●●ポケットおよびバッグ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あたらないようにしてください。
また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイ
のキズ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。
●●イヤースピーカー、マイクなどに先の尖ったものを差し込
んだり、傷つけたりしないでください。故障の原因となり
ますのでご注意ください。
●●受話音声をお聞きになるときは、受話口部が耳の中央にあ
たるようにしてお使いください。受話口部（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、本機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。
●●データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止
するなど通常と異なる動作をする場合があります。

バッテリーについて
●●本機のバッテリーは、リチウムイオンバッテリーです。
●●バッテリーの「PULLタブ」を引っ張り、バッテリーのシー
ルを剥がさないでください。
●●夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温
環境でのご使用は、バッテリーが膨らんだり、バッテリー
の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、
バッテリー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、本体からはずし、ケース等
に入れて高温多湿を避けて保管してください。
●●はじめてご使用になるときや、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。（充電中、
バッテリーが温かくなることがありますが異常ではあり
ません。）
●●バッテリーには寿命があります。著しく膨らんだり、充
電しても機能が回復しない場合は、寿命ですので、指
定の新しいバッテリー（LB05KC）をご購入ください。
なお、寿命は使用状態などにより異なります。

環境保護のため、寿命がきたバッテリーは普
通のゴミと一緒に捨てずにウィルコムプラザ・
ウィルコムカウンター、またはリサイクル協
力店にお持ちください。
充電式バッテリーの収集・リサイクルおよび
リサイクル協力店に関する問い合わせ先：
社団法人電池工業会
TEL：03-3434-0261
ホームページ：http://www.baj.or.jp

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（オプション品）
の電源プラグをコンセントからはずしてください。
●●本機の充電端子部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。

暗証番号について
●●暗証番号を必ずご確認ください。お買
い上げ時には「1234」が設定され
ていますが、お客様が必要に応じて暗
証番号を変更することができます。
●●暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使用さ
れる大切な番号です。番号をお忘れにならないようにご
注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィ
ルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分
証明書（顔写真の入ったもの）をご用意のうえ、ウィル
コムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセン
ターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意くだ
さい。（預かり修理・有償）

暗証番号

●●暗証番号は、セキュリティ（タイマーロック／着信拒否
／操作ロック／シークレットモード／暗証番号変更／本
体リセット／リモートロック）、赤外線通信、全件削除
等の機能をご利用いただく際に必要となります。

お買い上げ時：
「1234」

●■リモートロックのパスワードについて
●●リモートロックのパスワードは、本
機の4桁の暗証番号とは異なり、お客
様の必要に応じて4〜8桁の数字で設
定することができます。番号をお忘れにならないように
ご注意ください。万一お忘れになった場合は、本機とウィ
ルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分
証明書（顔写真の入ったもの）をご用意のうえ、ウィル
コムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセン
ターまでご連絡いただくことになりますのでご注意くだ
さい。（預かり修理・有償）

パス
ワード

●■管理者用暗証番号について
●●管理者用暗証番号は、管理者ロック
の機能をご利用いただく際に必要と
なります。
●●管理者用暗証番号を必ずご確認ください。お買い上げ時
には「12345678」が設定されていますが、お客様が
必要に応じて管理者用暗証番号を変更することができま
す。
●●管理者用暗証番号は、本機の4桁の暗証番号とは異なり、
お客様の必要に応じて4〜8桁の数字で設定することが
できます。番号をお忘れにならないようにご注意くださ
い。万一お忘れになった場合は、本機とウィルコムの申
込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書（顔
写真の入ったもの）をご用意のうえ、ウィルコムサービ
スセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご
連絡いただくことになりますのでご注意ください。（預
かり修理・有償）

暗証番号

お買い上げ時：
未登録

お買い上げ時：
「12345678」

携帯電話／PHS電話機のリサイクルについて
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、バッテ
リー、充電用機器をブランド／メーカーを
問わず左記マークのあるお店で回収し、リ
サイクルを行っています。

●●回収した電話機、バッテリー、充電用機器はリサイクルするためご返
却できません。
●●プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報（ア
ドレス帳、通信履歴、メールなど）は事前に消去してください。
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