
■ご使用の前に
この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
正しくご使用して頂くために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み頂き、
機能を十分にいかして正しくご愛用ください。お読みになった後は大切に保
管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立てください。

取 扱 説 明 書
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【セット内容の確認】
本製品のパッケージ内には以下のセット内容が含まれます。ご確認ください。
※イラストと実際の形状は、変更になったり、若干異なる場合があります。

※AC電源アダプターは付属しておりません。市販品をご利用ください。
※AC電源アダプター対応電圧：AC 100/ DC 5V 1.0-2.0A
　誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。

□ KT-01 本体

□ USBケーブル

□ SIMカードスロット用ピン □ クイックガイド

□ 取扱説明書
　（保証書添付）

取扱説明書

クイック
ガイド
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【ご使用の前のおことわり】
●お客様、または第三者が本製品のご使用を誤ったことによって生じた故障や不具合、またはそ
れらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を
負いません。あらかじめご了承ください。
●停電や電力線上のノイズなどの外部要因、または天災や原因不明のネットワーク障害、その他
の不可抗力によ ってお客様または第三者が受けられた損害(データの損失、その他の直接的、
間接的な損害)、またはそれらによって生じた故障、もしくは不具合については、法令上の責任
が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。
●お客様または第三者が本製品の使い方を誤った場合や、静電気や電気的ノイズの影響を受け
た場合、または故障、修理の際は、記憶内容が変化したり消失する恐れがあります。
●本製品のUSB端子に、USBケーブル接続をした場合、自動的に電源が入る場合があります。この
ため、航空機内や病院など、使用を禁止された場所ではUSBケーブルを接続しないよう、ご注
意ください。
●本製品は、WCDMA・GSM・無線LAN方式に対応しています。
●本製品は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っています。電波状況の劣悪な
場所へ移動するなどして送信されたデジタル信号が正確に復元することができない場合、実際
の音声とは異なって聞こえてしまう場合もあります。
●本製品は無線を利用しておりますので、地下やトンネル、建物の中などの電波の届かない所、
屋外であっても電波の微弱な所、ご契約された通信サービスの提供エリア外ではご使用にな
ることは出来ません。また、マンションや高層ビルなどの高層の階で、且つ見晴らしの良好な場
所であっても使用することが出来ない場合があります。尚、アンテナマークが良好な状態で電波
が強い場所で移動しない場合であっても、通話が途切れてしまう場合もありますの。予めご了
承ください。
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注意

警告

次の警告表示は、注意事項を守らなかった場合におこりうる事故の程度を表します。

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが
想定されるもの

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定される
もの、または物的損害（※3）の発生が想定されるもの

禁止（してはいけないこと）を表します。
具体的な内容については、記号の中、もしくは付近にイラストや文章にて表します。

指示する行為の強制（必ずしなければならないこと）を表します。
具体的な内容については、記号の中、もしくは付近にイラストや文章にて表します。

注意（警告含む）を表します。
具体的な内容については、記号の中、もしくは付近にイラストや文章にて表します。

※1：重傷とは、失明やケガ、火傷（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および
治療に入院や長期にわたる通院を要するものを指します。

※2：傷害とは、治療に入院や長期にわたる通院を要さないケガや火傷、感電などを指します。
※3：物的損害とは、家屋、家財、および家畜やペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の記号は、その注意事項の内容を表します。

■ 異常や故障したとき

○煙が出たり、変なにおいがする場合は、すぐにUSBケーブルの接続を解除してください。そのまま
使用すると、火災や感電などの原因となります。　

○内部に水や異物が入ってしまった場合は、すぐにUSBケーブルの接続を解除してください。そのま
ま使用すると、火災や感電などの原因となります。

警告

指示
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上記の問題が発生した場合は、USBケーブルを取り外した後、サポートセンター
にご連絡ください。

○本体を落としたり、破損した場合は、すぐにUSBケーブルの接続を解除してください。そのまま使
用すると、火災や感電などの原因となります。

○コードが傷んだり本体が異常に熱くなった場合は、すぐに本体の電源をオフにし、ケーブルの接
続を解除してください。そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

指示

■ ご使用になるとき

指示

○静電気の発生しやすい場所で使用する場合は十分注意してください。本製品の故障や感電、
火災の発生するおそれがあります。静電気防止マットなどを使用して静電気の発生を防ぐ措置
をとるか、静電気の発生しやすい場所への設置を避けてください。

警告

○本体内部に水が入ったり、濡れたりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。雨
天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

○風呂場、シャワー室等では使用しないでください。感電や回路のショートなどによる火災や故障
の原因となります。

禁止

分解禁止

○修理、改造、分解をしないでください。火災や感電の原因となります。
　点検や調整、修理はサポートセンターにご依頼ください。

○雷が鳴りだしたら、本製品には一切触れないでください。感電の原因となります。

○本体内部に異物を入れたり、端子部に接触させないでください。
　金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入ったり、端子部に接触した場合、火災や感電などの
原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。異物挿入禁止

接触禁止
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■ ご使用になるとき注意

禁止

○濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
○本製品から異音が出た際は使用を中止してください。聴力に悪い影響を与えるおそれや、本製
品の故障の原因となるおそれがあります。

○音量を上げすぎないようにご注意ください。大きな音量で長時間続けて音声を聞くと、聴力に
悪い影響を与えることがあります。

○ご使用になるとき本製品やUSBケーブルなどを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱した
りしないでください。火災や感電などの原因になることがあります。
○本製品に衝撃を与えないでください。本製品の故障の原因となるおそれがあります。

注意

○他の電気機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くに
テレビやラジオなどの機器がある場合、雑音が入ることがあります。 
○その場合は下記のように対処してください。 
・  他の電気機器からできるだけ離してください。
・  テレビやラジオ機器などのアンテナの向きを変えてください。
○本製品をお手入れする場合には接続しているものを全て取り外し、電源をオフにしてから行っ
てください。

禁止

○温度の高い場所に置かないでください。
　直射日光の当たる場所やストーブのそばなどに置くと、火災などの原因となります。また、部品の
劣化や破損の原因となります。

○高温多湿の環境や、油煙、ホコリの多い場所に置かないでください。
　本製品の故障や、感電や火災の発生するおそれがあります。
○換気の悪い場所に置かないでください。熱がこもり、本製品の変形や故障、火災の発生するおそ
れがあります。

■ 保管されるとき注意
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警告 ■ 本体の取り扱いについて

禁止

○自動車やバイク、自転車などの運転中や歩行中は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。

○心臓の弱い方は、音量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。
○本体を金属などでこすったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあり故障や破損の原因
となります。指示

○皮膚に異状が生じた場合は直ちに使用をやめ、医師の診断を受けてください。体質や体調に
よっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などの原因となることがあります。
○本製品を長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがありますので注意してくださ
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ことがあります。
○本製品に磁気を帯びたものを近づけないでください。強い磁気を近づけると誤作動の原因とな
ります。
○磁気カードなどを本製品に近づけないでください。キャッシュカード、クレジットカード、テレホン
カード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
○引っ越しなどで遠くへ運ぶ場合は、傷がつかないように本製品の外装箱などをご使用ください。
○殺虫剤や揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接
触させないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。

○長時間ご使用になっていると本体が多少熱くなりますが、故障ではありません。
○普段使用しない時は、必ず電源をオフにしておいてください。 
○長時間使用しない場合は、機能に支障をきたす場合がありますので、時々電源をオンにして使用
してください。
○心臓が弱い方は、着信バイブレーター（振動）や着信音量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。

○本製品をデコレーションしたり、ペインティングしたりしないでください。故障や誤動作の原因と
なります。

指示
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その他 ■ 非吸収率（SAR）について

この機種【FIGURINE KT-01】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。

この指針は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人
間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、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）につい
て、これが2W/kgの指針値を超えないこととしています。この指針値は、使用者の年齢や身体の
大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、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）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.327W/kg、身体に装着した場合のSARの
最大値は0.215W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大に
して測定された最大の値です。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、いずれも指針値を満足しています。また、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。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の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
○社団法人電波産業会のホームページ：http://www.arib-emf.org/index02.html
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指示

注意 ■ 医療用電気機器付近について

○医療用電気機器を装着している場合は、医療用電気機器メーカもしくは販売業者に、使用上の注意
をご確認の上、十分注意してご使用ください。不用意に扱うと、電波などで医療用電気機器に悪影響
を及ぼす原因となります。
○手術室、集中治療室（ICU）などには本製品を持ち込まないでください。
○植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器などの医療用電気機器を装着している場合は、装
着部から十分に距離を置いてお取り扱いください。本製品の電波により医療用電気機器の動作に悪
影響を及ぼす原因となります。

○病院内では本製品の電源をオフにしてください。また、病院内のロビーなどであっても、近くに医療用
電気機器がある場合は本製品の電源をオフにしてください。

○医療機関それぞれに、使用や持ち込みを禁止している場所がある場合は、その医療機関の指示に
従ってください。

○満員電車や人が密集した混雑した場所では、近くに植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器
を装着している方がいる可能性がありますので、そのような場所では本製品の電源をオフにしてくだ
さい。電波により植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器の動作に悪影響を及ぼす原因とな
ります。
○自宅療養などで、医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカや植込み型除細動器以外の医療用電
気機器を使用される場合は、医療用電気機器メーカもしくは販売業者に、使用上の注意をご確認の
上、十分注意してご使用ください。

○電波により医療用電気機器の動作に悪影響を及ぼす原因となります。



10

警告 ■ ディスプレイについて

禁止

○ディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけないでください。失明
や皮膚に傷害を起こす原因となります。液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな水で
洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにア
ルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。
○ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先のとがったもので操作しない
でください。破損する原因となります。
○ディスプレイの表面にある、強化ガラスパネルを無理にはがしたり傷つけたりしないでくださ
い。ディスプレイが破損したときに破片が飛散し、けがの原因となることがあります。

○健康のために以下のことを守ってください。
・  連続して使用する場合は、1時間ごとに10分～15分の休憩を取り、目を休めてください。
・  新聞が楽に読める程度の明るさの場所で使用してください。
・  画面からある程度の距離をとって使用してください。 
・  明暗の差の大きい所では使用しないでください。 
・  日光が画面に直接当たる所では使用しないでください。 
・  本製品を使用しているときに身体に疲労感、痛みなどを感じたときは、すぐに使用を中止してく
ださい。使用を中止しても疲労感、痛みなどが続く場合は、医師の診断を受けてください。

・  お使いになる方によっては、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
いる際に、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場合があります。このよ
うな経験のある方は、本製品を使用される前に必ず医師と相談してください。また本製品を使
用しているときにこのような症状が起きたときは、すぐに使用を中止して医師の診断を受けてく
ださい。

指示
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警告 ■ USBケーブルについて

○USBケーブルは誤った使い方をしないでください。以下は火災や感電の原因となります。
・  ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでくださ
い。

・  ケーブルを結んだり、束ねたりしないでください。
・  ケーブルの上に重い物をのせないでください。
○USBケーブルを抜き差しするときは、金属製のストラップなどの金属類を接触させないでくだ
さい。火災や感電の原因となります。
○USBケーブルを抜くときは、ケーブルを無理に引っ張らないでください。ケーブルが傷つき、火
災や感電の原因となります。

禁止

○端子に付いたほこりは、乾いた布で拭きとってください。火災や感電の原因となります。
○お手入れのときや長期間使用しないときは、USBケーブルを抜いてください。火災や感電の原
因となります。

○端子がうまく差し込めないときは、端子の形や向きを確認してから差し込んでください。無理に
差し込むと故障や破損の原因となります。

○USBケーブルは、パソコンのUSB端子に直接接続してください。市販のUSBハブなどを使って接
続すると、正しく動作しない原因となります。

指示

注意 ■ Bluetoothについて

○Bluetooth機能を使用した際の通信によって、データや情報の漏洩が発生したとしても、当社
では責任は負い兼ねますので予めご了承ください。
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警告 ■ バッテリーについて

○本製品を火中や水中に投入したり、加熱したりしないでください。電池の液漏れ、発熱、発火、
破裂により、大ケガや火災の原因になります。

○本製品を車の空調吹き出し口などの温度、湿度が特に高い場所、直射日光があたる場所には
放置しないでください。特に夏の車内は非常に高温になる場合がありますのでご注意くださ
い。充電池の液漏れ、発熱、破裂、感電、故障の原因となります。また本体の変形や故障の原因
にもなります。
○電池が液漏れしたり、変色、変形その他の異常があった場合は、直ちに使用を中止してくださ
い。 
○電池の充電が所定充電時間を超えても完了しない場合は、充電を中止してください。 
○本製品を乱暴に扱ったり、強い衝撃を与えないでください。
　以上は、電池の液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となり、大けがや火災の原因になります。
○電池から漏れた液体が皮膚や服についた場合は、すぐに水で洗浄してください。万一、液体が
目に入ってしまった場合には、すぐに大量の水で洗浄し、直ちに医師に相談してください。 
○万一、製品が異常に熱くなる、異臭や煙りが出た場合や、機器の内部に異物や水などが入って
しまった場合は、直ちに使用を中止してください。使用を中止しないと、火災や感電の原因とな
ります。使用中止後、弊社サポートセンターにお問い合わせください。 
○湿気、ほこり、振動の多い場所や、テレビ、ラジオの近くでは充電を行わないでください。故障の
原因となります。

指示

禁止



使用上のご注意
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■ 電波法に基づく適合証明について
●本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。
したがって本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
●下記のことはしないでください。法律により罰せられることがあります。
・  本製品に内蔵の無線LANモジュールを分解、改造すること。

■ 電波干渉に関するご注意
●本製品の使用する周波数帯では電子レンジ等の産業、科学、医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造
ライン等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
チュア無線局などが運用されています。
●本製品の使用前には、近くに上記に該当する「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
●万が一、本製品と上記に該当する他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使
用場所を変えるか、または本製品の使用を停止してください。

■ 電波障害に関するご注意
●本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビに近接して使用されると、
受信障害を引き起こすことがあります。

●正しく取り扱っても、電波の状況によりラジオ、テレビの受信に影響を及ぼすことがあります。そのような場合
は、本製品をラジオ、テレビから十分に離し、また使用するケーブルは付属のものを使用してください。
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●本製品を使用できるのは日本国内のみです。 外国では電源電圧等が異なりますので使用することができませ
ん。

●結露は本製品を傷めます。下記をよくお読みください。
●結露は以下の状況などでよく生じます。
・  本製品を寒いところから、急に暖かいところに移動した時。 
・  暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなど冷風が直接あたる場所で使用した時。 
・  夏季に、冷房のきいた部屋、車内などから急に温度、湿度の高いところに移動して使用した時。 
・  湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋で使用した時。 
※結露が生じそうな場合は、本製品をすぐにご使用にならないでください。

■ お手入れに関して

■ 結露(露付き)に関して

■ 日本国内専用

●本体の汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。 
●汚れがひどい場合は、布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取り、乾いた布で仕上げてくださ
い。ベンジンやシンナーは絶対使用しないでください。変色したり、塗装がはげたりするなどの原因となります。 
●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。



各部の名称
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【本体正面】

【本体底面】

① ②

③ ④

① 送話口/マイク

② ランプ

③ SIMカードスロット

④ microUSBポート

USBケーブルを接続して充電を
始めるとリボンが赤く点灯しま
す。充電が終了すると消灯しま
す。
点灯：充電中。充電が終了する
と消灯します。
点滅(遅い)：未読通知があると
点滅します。通知を確認すると
消灯します。
点滅(早い)：電話が着信中に点
滅します。

ご使用になるSIMカードを挿入
します。

充電するときに付属のUSB
ケーブルを接続します。
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【本体内側】
⑤

⑥⑥

⑦
⑨ ⑩

⑧

⑫

⑭

⑪

⑬

⑤ 受話口
⑥ ディスプレイ
⑦ 強制終了ボタン

⑧ マルチファンクションボタン

⑨ 左セレクトボタン

▲▼：表示内容を上下に移動。
◀▶：表示内容を左右に移動。
○：表示内容を決定します。
文字入力中はかな・英数字の切り
替えを行います。

画面メニューの左を選択したり、戻
るときに押します。

細い針金などで穴の中のスイッチ
を押すと強制終了します。

⑩ 右セレクトボタン
画面メニューの右を選択します。

電源のオン/オフ、スリープ状態を解
除する場合に使用します。

⑪ 通話開始ボタン
⑫ 通話終了ボタン

電話番号や文字を入力します。

長押しでマナーモードの切り替えを
行います。

⑬ ダイヤルボタン

⑭ マナーモードボタン



SIMカードについて
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【SIMカードの取り付け方】

① SIMカードスロットを開く。
底面のカードスロットの穴の部
分に付属のピンを差し込み、
カードトレイを手前に引き出しま
す。
※ピンは底面に垂直にして穴に
差し込みしてください。

② SIMカードをセットします。
お手持ちのSIMカードのIC面を
下にしてSIMカードトレイにセッ
トします。トレイを固定されるまで
奥に押し込みます。

SIMカードスロットの端子部は非
常にデリケートです。端子が折れ
たり、破損しないように、取り扱い
には十分ご注意ください。

ご注意

micro
SIMカード
をセットする

ピンを差し込み
カードトレイを
引き出す

初めにSIMカードを取り付けま
す。セットでお求めになった専
用SIMカードは自動的にAPN
設定されます。

②

①
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SIMカードを取り出す場合。
【SIMカードの取り出し方】① SIMカードを取り外します。

ピンを利用してカードトレイを手
前に引き出します。トレイの中の
SIMカードをていねいに取り出し
ます。

② カードスロットを閉めます。
取り出した後は、カードトレイを奥
までしっかり差し込み閉じます。

他のフリーSIMを利用する場合

セットで契約した専用のSIMカード以
外のカードを利用する場合には、設定
の「無線とネットワーク」→「モバイル
ネットワーク」からAPN設定が必要に
なります。
詳しくは、P.34をご覧ください。

micro
SIMカード
を取り出す

カードトレイを
しっかり閉じる

①

②



充電する
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【初めに充電してお使いください】
① 底面のUSBポートを開きます。
ポートカバーを引き上げて外します。

USBケーブルの大きい端子をパソ
コンのUSB端子に差し込むと充電
を開始します。

④ ランプが点灯します。
本体リボン部分が赤く点灯します。
充電が終了すると消灯します。充電
終了後はUSBケーブルを抜いてくだ
さい。

② USBケーブルを接続します。
本体のUSBポートに、USBケーブル
の小さい端子を接続します。

③ USBケーブルを接続します。

USBケーブルの大きい端子をAC電
源アダプターのUSB端子に差し込
みます。次に家庭用電源コンセント
に差し込むと充電を開始します。

AC電源アダプターを使う場合

パソコンを使う場合

AC電源
アダプター
（市販品）

USBケーブル
(付属品)

USBポート

家庭用電源
コンセント

パソコンの
USB端子

ランプ

※AC電源アダプター
対応電圧：
AC 100/ DC 5V 1.0-2.0A



電源のオン/オフ/スリープ
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【本製品を開いて使いはじめます】

ボタンを長押しします。
起動中にシャットダウンする場合は
ボタンをしばらく押し続けます。

電源をオフにする

ボタンを短く押します。
一定の時間操作しないと画面が消
えてスリープ状態になります。画面
を表示させるときは、ボタンを短く
押します。

スリープ状態になるまでの時間は
設定することができます。
詳しくはP.35をご覧ください。

スリープを解除する

ボタンを長押しします。
起動画面が表示されたあと、待ち受
け画面が表示されます。

電源をオンにする

※



画面（ディスプレイ）の説明
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①

②

③

【待ち受け画面】

①ディスプレイアイコン
画面上部のステータスバーに端末の
状態を示すアイコンが表示されます。
主なアイコンは…

③ セレクトメニュー
画面下部のタスクバーに2つの選択
メニューが表示されます。

② 日付と時刻
現在の日付と時刻が表示されます。
日付と時刻の調整に関しては、取扱
説明書のP.37をご覧ください。

電波状態表示
本数で強さを示します
電池残量表示
内側の濃さで量を示します

Wi-Fi通信表示
通信の強度を示します

バイブレーター表示
音量設定も表示されます

着信あり表示

Bluetooth通信表示
Bluttooth設定状態を示します

SMS受信あり表示

※初期設定で「画面ロック」はなしに
なっています。セキュリティロックを
かける場合は、取扱説明書のP.36
をご覧ください。



メニューを選択すると、以下の機能
を実行できます。
●電話帳
●SMS
●設定
●ダイヤル

① メニュー

② 電話帳
登録された連絡先を表示します。

画面操作

22

左右のセレクトボタンを押して、
画面に表示される機能を選択します。

「◀ボタン」で「通話履歴」に移動します。

「▶ボタン」で「SMS」画面に移動します。
ダイヤル入力画面に移動します。

「▼▲ボタン」で音量設定ができます。
押し続けることで「バイブレーター」や
「消音」に設定することができます。

① ②

※詳しくはP. 23をご覧ください。

※詳しくはP. 24をご覧ください。



電話帳
「電話帳」画面に移動します。

SMS
SMS（ショートメッセージサービス）の
画面に移動します。詳しくは「SMSを
利用する」のP.30をご覧ください。

設定
本製品の様々な設定をする画面が開
きます。Wi-FiやBluetoothの設定や
端末やシステムに関する設定をする
ことができます。詳しくは「設定」の
P.31をご覧ください。

ダイヤル
電話番号を入力する画面が開きま
す。詳しくは「電話を利用する」のP.27
をご覧ください。

23

メニュー

【メニューを開くと以下の機能を実行することができます】

マルチファンクションボタンの「▼▲」
を押して選択します。「○決定ボタン」
を押して各機能画面に移動します。
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電話帳

【電話帳画面】 すべての連絡先

連絡先を家族や友人などのグループ
ごとに管理することができます。

オプションを選択すると、以下の機能
を実行できます。
●グループを追加
●Bluetooth連絡先共有

グループ

オプションを選択すると、以下の機能
を実行できます。
●検索
●連絡先を追加
●連絡先を削除
●Bluetooth連絡先共有

登録された連絡先をリスト表示で確
認することができます。

「連絡先を検索」欄に入力するとすば
やく連絡先を探すことができます。

マルチファンクションボタンの「▼▲」を押し
て連絡先を選択します。「　ボタン」を押すと
通話を開始します。また、「○決定ボタン」を
押すと連絡先の詳細情報が表示されます。



【文字入力欄が表示されたら各ボタンを押して文字を入力します】

入力モードの切り替え

文字の入力

初期設定は、かな入力です。
入力文字種は、かな/英字/数字の
切り替えが可能です。切り替える場
合は「○決定ボタン」を押します。ス
テータスバーに「あ」等、文字種を
表すアイコンが表示されます。

各ダイヤルボタンを繰り返して押し
て、割り当てられている文字を入力
します。
【例】
押すごとに「か→き→く→け→こ」
同じ文字を入力する場合は「▶ボ
タン」を押してから入力を続けま
す。
数字の場合はそのままダイヤルボ
タンを1回押して入力します。
記号は「#ボタン」を長押しすること
で記号一覧が表示されます。マル
チファンクションボタンで選択して、
決定ボタンで確定します。

25

文字入力
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文字の変換

【漢字やカナ変換】…文字を入力して、
漢字やカナに変換する場合は、画面下
部に変換候補が一覧で表示されます。
「▼ボタン」を押して、変換する文字を
選択します。「○決定ボタン」を押して
確定します。
【予測変換の候補】…一定の文字を入
力すると、次に入力する文字の候補が
表示されます。候補に目的の文字があ
る場合は、選択して確定するとすばやく
入力することができます。



電話を利用する
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電話番号を入力して電話をかける

　　ボタンを押すか、「メニュー」から
「ダイヤル」を選択して、ダイヤル入力
画面を開きます。

①

送信履歴と受信履歴を確認できます。
連絡先を選んで通話を開始できます。

新しい連絡先の登録を「SIM」か「電話
帳」を選んだうえで登録していきます。

「電話帳」の画面が開きます。

○ 通話履歴

○ 連絡先を新規登録

○ 連絡先

市外局番から番号を入力します。②
　　ボタンを押して通話を開始します。③
通話が終了したら　　ボタンを押します。④

【オプションを使う】

ダイヤル入力画面に表示される通
話履歴を「▼ボタン」で選択して、
「　ボタン」を押すと通話を開始す
ることができます。

【履歴を使う】
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電話帳から電話をかける

待ち受け画面の「電話帳」、あるいは
「メニュー」から「電話帳」を選択して、
連絡先一覧画面を開きます。

連絡先で「○決定ボタン」を押して連絡
先詳細を表示させると、以下のオプショ
ンを利用することができます。

①

連絡先を「▼▲ボタン」で選択するか、
検索を利用して探します。

②

　　ボタンを押して通話を開始します。③
通話が終了したら　　ボタンを押します。④

登録した連絡先の情報を変更や追加
することができます。

連絡先を削除できます。

通話を開始します。

○ 編集

○ 削除

○ 直接発信

【連絡先詳細のオプションを使う】
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電話を受ける

電話がかかってくると、リボンのライト
が点滅し着信音が鳴り、画面に発信者
の電話番号が表示されます。（非通知
の場合は発信者番号が表示されませ
ん）

「右セレクトボタン」を押して「ミュート」
を選択します。

①

　　ボタンを押して通話を開始します。②
通話が終了したら　　ボタンを押します。③

【消音したいとき】

「左セレクトボタン」を押して「通常通
話」か「スピーカー」を選択できます。

【スピーカー】

「右セレクトボタン」を2度押して「終了」
を選択します。

【着信を拒否したいとき】



SMS（ショートメッセージサービス）を利用する
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スレッド画面から送る
相手先のスレッドを「○決定ボタン」で開い
てからメッセージを送ることができます。

SMSを開くと、スレッド一覧が表示され
ます。

SMSの初期画面

【オプションを使う】
○ 新規作成
○ メッセージを削除
○ すべてのスレッドを削除

新規作成でSMSを送る
SMSの初期画面のオプションから「新
規作成」を選択すると、メッセージの入
力画面が表示されます。
送信先の名前や電話番号を入力し、次
にメッセージ欄に入力します。入力が
終わったらオプションから「送信」を選
択して確定します。



モバイルネットワークの代わりに イン
ターネット回線（Wi-Fiやデータ回線）
を使用して通話することができます。

【IP電話設定】

「IP電話番号」を選択して設定画
面に入ります。

次に「IP電話を使用」のチェック
ボックスをチェック入れます。

①

②

設定 【無線とネットワーク】
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電話番号

ここからは、設定に関する説明を表示順に説明していきます。
【メニュー→設定を選択すると、本製品の各種設定を実行できます】

SIMがセットされている場合は、本端
末の電話番号が表示されます。

【電話番号（SMS番号）】

IP通話設定がされている場合は、IP電
話番号が表示されます。
※専用SIM以外では、IP電話はご利用
　になれません。

【IP電話番号】

次に「アカウント」に入り「着信を許
可」にチェックを入れます。

「オプション」を押して「アカウント
を追加」からユーザー名、パス
ワード、サーバーなど必要情報を
入力して保存します。　

③

④

通話に利用する電話番号を、SIMかIP
電話番号かを選択します。

【発信番号選択】
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Wi-Fi
Wi-Fiを選択して「○決定ボタン」を
押して設定画面に入ります。

①

「決定ボタン」を押してWi-Fiのス
イッチを「ON」にします。

②

画面に表示されているリストの中か
ら接続するアクセスポイントを選択
し、確定します。

スキャン…再度アクセスポイントを探します。
WPSの設定…WPSの設定ができます。
詳細設定…「ネットワークへの通知」、「スリープ時に
Wi-Fi接続を維持」、「スキャンを常に実行する」の設定
や「MACアドレス」、「IPv6 address」、「IPv4 address」
の表示ができます。とができます。

③

パスワードを入力して、「接続」を選
択します。正常に接続されるとス
テータスバーにWi-Fiのアイコンが
表示されます。
※パスワードについてはご利用の無線LAN
　ルーターの取扱説明書をご覧ください。

④

※Wi-Fi対応機器が使用する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Wi-Fi対応
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、それらの
影響よって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断する場合があります。
※外出先でWi-Fiを使用する場合、Wi-Fi接続サービスを提供する会社との契約が必要となる場合があります。
※電波状況によっては、通信が切断される場合があります。

【オプションを使う】
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設定 【無線とネットワーク】

Bluetooth その他

機内モード…飛行機内などデータ
通信を行なうことができない場所に
合わせて、通信を制限します。
「○決定ボタン」を押すと、チェック
が入り通信ができなくなります。ス
テータスバーに「飛行機のアイコン」
が表示されます。
解除する場合は、「○決定ボタン」を
長押しします。

Bluetoothを選択して「○決定ボタ
ン」を押して設定画面に入ります。

①

「決定ボタン」を押してBluetoothの
スイッチを「ON」にします。

②

画面に表示されているリストの中か
ら接続するデバイスを選択し、ペア
リングを実施します。

③

デバイスの検索…周囲のデバイスを
探します。
端末の名前を変更…本端末の名前を
変更することができます。
表示のタイムアウト…表示が消えるま
での時間を【2分】 【5分】 【1時間】 【タ
イムアウトしない】から選択することが
できます。

【オプションを使う】
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モバイルネットワーク

新しくセットしたSIMカードのアクセス
ポイント名がリストに表示されない場
合は、「オプション」を押して「新しい
APN」を選択します。

【アクセスポイント名】

データローミング時にデータサービス
に接続するかのチェックボックスの有/
無を決定します。
※データローミングを許可すると料金
　が発生する場合があります。

【データローミング】

専用SIMカード以外をご利用になる場合
は設定が必要になります。

そのSIMカードの取扱説明書に記載
されている「アクセスポイント名」の必
要事項に従って、各項目を入力してい
きます。
入力が完了したら「保存」を実行しま
す。
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設定 【端末】

音

通話着信音の音量を調整できます。
「○決定ボタン」でレベル設定画面が
開くので「◀▶ボタン」でボリュームを
調整します。音量を０にすると、バイブ
レーション設定になります。

【音量】
画面の明るさを調整できます。「○決定
ボタン」でレベル設定画面が開くので
「◀▶ボタン」で明るさを調整します。

【画面の明るさ】

操作が行われないとき画面がスリー
プ状態に入るまでの時間を設定する
ことができます。
【15秒】 【30秒】 【1分】 【2分】 【5分】 
【10分】 【30分】 の長さから選択する
ことができます。

【スリープ】

着信音を選択することができます。
【着信音】

着信時にバイブレーション機能を有
効にするか選択します。有効にする場
合は「○決定ボタン」を押してチェック
を入れます。解除する場合は「○決定
ボタン」を押してチェックを外します。

【着信時のバイブレーション】

通知音を選択することができます。
【通知音】

ディスプレイ
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設定 【端末】

セキュリティ 言語と入力

初期設定では画面のロックが設定さ
れていません。暗証番号の入力がなく
すぐに使うことができますが、セキュリ
ティ機能はありません。

【なし】
本製品の表示で使用する言語を設定
します。初期設定では「日本語」に設定
されています。他に「中文」「English」
が設定できます。

【言語】

本製品で使用するキーボードと入力
方法を選択します。
初期設定では「日本語_Japanese 
IME」に設定されています。他に「英語
（English IME）」「讯飞输入法(中国語 
IME）」が設定できます。

データの初期化
本製品内のすべてのデータを消去し
ます。初期化を実行すると元には戻り
ませんので、注意してください。

【デフォルト】
4ケタの数字の暗証番号を入力しま
す。
設定すると、起動時やスリープ解除時
に画面がロック状態になります。「決
定ボタン」を押して暗証番号を入力す
る必要があります。

【パスコード】

※設定前のご注意
パスコードを忘れると画面ロッ
クを解錠できません。暗証番号
は必ずメモにとるなど、忘れな
いようにしてください。

設定 【ユーザー設定】
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設定 【システム】

日付と時刻 端末情報

ネットワーク経由で日付と時刻を自動
的に取得します。

【日付と時刻の自動設定】
今後、本製品のアップデートがある場
合、こちらからソフトウェア更新をする
ことができます。

【ソフトウェア更新】

本製品の以下の状態を確認すること
ができます。
電池残量
ネットワーク
モバイルネットワークの種類
サービスの状態
ローミング
モバイルネットワークの状態
電話番号
IMEI
IMEISV
IPアドレス
シリアル番号
稼働時間

【端末の状態】ネットワーク経由でタイムゾーンを自
動的に取得します。初期設定では有
効になっています。チェックを外すと以
下の設定を手動で設定できます。

【タイムゾーンの自動設定】

手動で日付を設定します。
【日付設定】

手動で時刻を設定します。
【時刻設定】

手動でタイムゾーンを選択します。
【タイムゾーンの選択】

日付形式の表示を選択できます。
【日付形式の選択】



本製品のモデル番号を表示します。
【モデル番号】

本製品のビルド番号を表示します。
【ビルド番号】
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端末情報

オープンソースライセンス
オープンソースライセンスを読み込み
表示します。

【法的情報】

認証情報
認証情報を表示します。
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トラブルシューティング

【故障かな？と思ったら、下記の項目をチェックしてください】

端末の電源が入らない
○バッテリー切れになっていませんか。
付属のUSBケーブルを使用して十分に
充電してください。
○電源がオフになっていませんか。電源
ボタンを長押しして起動してください。
○プログラムの異常で電源を制御するコ
ントローラーが停止しているような場
合は、強制終了ボタンを針金などで押
し込み電源をオフにします。その後、電
源ボタンを長押しして起動させてくだ
さい。

起動が遅い
○電源オフの状態から起動するときは、
本製品の起動に時間がかかる場合が
あります。

動作が遅くなった
○周辺が高温、低温の場所でお使いの
場合、動作が遅くなる場合があります。
できるだけ適正な周辺温度の場所で
お使いください。

画面がすぐ消える
○バッテリーの消費を抑えるため、一定
の時間が経つと自動的に画面がオフ
(スリープ)になります。
○画面がオフ(スリープ)になるまでの時
間を変更したいときは、「設定」→「ディ
スプレイ」→「スリープ」で時間を変更
してください。
※画面がオフ(スリープ)になるまでの時
間を長く設定すると、バッテリーの消
耗が早くなります。

画面が暗い
○画面の明るさを下げていないか確認
してください。「設定」→「ディスプレイ」
→「画面の明るさ」で明るさのレベル
調節をしてください。
○バッテリーの残量が少なくなっていな
いか確認してください。
○晴れた日の屋外では、画面が暗く感じ
ることがあります。
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音声が出ない
○音量が小さくなっていませんか？
　「消音」や「バイブレーター」に設定さ
れている場合は、「▲▼ボタン」を押し
て設定を変更してください。また、「設
定」→「音」→「音量」から音量レベルを
調節してください。

電話の受信/発信ができない
○現在の位置の通信状態が悪い可能性
があります。アンテナを確認してくださ
い。通信状態が良い場所に移動したり
してご利用ください。
○SIMカードが正しく取り付けられていま
すか？差し込みを確認してください。
○APN設定は正しく設定されています
か？「設定」→「モバイルネットワーク」
→「アクセスポイント名」から内容が正
しいか確認してください。
○機内モードに設定されているか確認し
てください。「設定」→「その他」→「機
内モード」にチェックが入っている場合
は、チェックを外してオフにしてくださ
い。

Wi-Fiが接続できない
○Wi-Fi機能がオンになっているか確認
してください。「設定」→「Wi-Fi」でス
イッチを「オン」にしてください。
○通信機器間に電波をさえぎる障害物
がないか、距離が離れすぎていないか
確認してください。
○無線LANルーター(アクセスポイント)
のチャンネル設定を変更すると接続で
きる場合があります。
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主な仕様

端末名 Hello Kitty FIGURINE KT-01

画面サイズ 1.54インチ

画面解像度 240×240ドット

インターフェイス micro USB / microSIM×1

サイズ 幅58mm×奥行41.5mm×高さ78.4mm

重量 約74ｇ

通信方式
WCDMA/GSM
・ WCDMA : 800/2100MHz
・ GSM : 850/900/1800/1900MHz

通信機能 Wi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n　Bluetooth4.0

動作環境 温度：-10～50℃ / 湿度：20～85%（結露なきこと）
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■すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあ
ります。
※SIMカードをセットしてパケット通信を行う場合、通信事業者の定める利用料金が発生します。ま
た、通信速度もSIMカードによって異なります。詳細についてはSIMカード提供の事業者にお問
い合わせください。
※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※SIMカードは別売となります。

■液晶画面について
　以降の内容は、液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
※一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
※明るさにむらが生じる場合があります。
※太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
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アフターサービス

保証書について 修理をご依頼の際は
○お問い合わせいただく前に、本取扱説明
書の「トラブルシューティング」のページ
をよくお読みください。
○取扱説明書の内容をご確認いただき、故
障が疑われる場合には販売店、またはサ
ポートセンターにお問い合わせください。

○本取扱説明書の背表紙に添付してい
ます。
○保証書は再発行いたしませんので、
大切に保管ください。
○保証書には保証規定が記載されてお
りますのでよくお読みください。

サポートセンター

☎ 050-5577-8694
受付時間 10：00～12：00、13：00～17：00 （土日祝除く）

Eメールアドレス ： support@olainc.jp

製品に関するお問い合わせ先

・通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
・サポートセンターの電話番号、対応時間などは予告なく変更することがあります。
・年末年始などのサポートセンターの休業日には、お客様への対応ができない場合がござ
います。
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【個人情報の取扱】

※本製品に関するお問い合わせ、サポート、サービスについては、日本国内限定とさせて
　 いただきます。

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理や製品のお問い合わせなどのアフター
サービスの目的以外には利用致しません。またこれからの利用目的の達成に必要な範囲
内での業務受託をする場合などを除き、お客様の同意なく第三者への提供、また第三者
と共有して利用致しません。



memo
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■ 保証無償修理規定

■ 保証書の取り扱いについて
1
2

本保証書をお受け取りの際は、販売店名及びご購入年月日等の所定必要事項に記入がされているかどうかをご確認
ください。万一記入漏れがあった場合には直ちに販売店へお申し出ください。
本保証書は紛失、破損されても再発行は致しません。大切に保管してください。

1

2 
3

4

本保証書は、保証規定により無償修理させていただくことをお約束するものであり、この保証書によりお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。

お客様が取扱説明書などの注意書を守り、正常なご使用状態でご使用になっていたにもかかわらず、保証期間中に
故障した場合は、商品に本書を添え、販売店もしくはサポートセンターに修理をご依頼ください。無償修理をさせてい
ただきます。尚、お買い上げ店などへご持参頂く際の交通費、サポートセンターへご送付いただく際の送料、諸掛りは
お客様のご負担となります。
※ネットオークションでお買い上げいただいた場合、保証が適用されない場合があります。
保証の対象となる部分は本体のみです。付属品（USBケーブルなど）や消耗品類は保証の対象外です。

本製品での使用や、本製品の故障に起因する付随的損害（記録や再生により要した諸費用や、得べかりし利益の損
失、データやその他機器の破損や損害など）については、弊社は一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承くだ
さい。

3 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 

以下の場合、保証期間内でも有償修理になります。
①ご使用の誤り、および不当な修理や改造（塗装、外装の装飾、純正外ケースへの変更含む）、分解などによる故障お
よび損傷。
②お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷
③人的災害、自然災害、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷（水濡れ、水没、充電端子・ディスプレイ・外装
などの破損含む）
④一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）での使用による故障及び損傷
⑤保管やお手入れの不備による故障及び損傷
⑥樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷、腐食による故障及び損傷
⑦故障の原因が本製品以外（電源など）にあって、それを点検、修理した場合
⑧付属品類及び消耗部品の損耗交換の場合の部品代
⑨ソフトウェアの改変（Root化、OSの書き換え、アプリの改変）に伴うデータやアプリケーションの消失、動作不良
⑩追加アプリインストールに伴うデータやアプリケーションの消失、動作不良
⑪本保証書のご提示がない場合
⑫本保証書にお買い上げ年月日、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
⑬日本国外で使用された場合

【サポートセンター】 ☎ 050-5577-8694
受付時間 10：00～12：00、13：00 ～ 17：00（土日祝除く）

Eメールアドレス ： support@olainc.jp製品に関する
お問い合わせ先



保 証 書

お買い上げ日より1年間

ふりがな

年 月 日
保証
期間

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は大切に保管してください。
お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買
い上げいただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
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