
補 足 説 明 書

202SH用「取扱説明書」（PDFファイル）、「すぐいまガイド」

（携帯サイト）をご利用になる前にお読みください。
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本書は、本機と202SHとの違いや、本機の独自機能の操作説明を中心に、

202SH用「取扱説明書」（PDFファイル）、「すぐいまガイド」（携帯サイト）を

ご利用いただくための補足情報を記載しています。

取扱説明書／すぐいまガイドのダウンロード／接続先は、製品同梱の説明書をご覧ください。 .
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外観／ボタンの違い

202SH ■ 本機 ■

カメラ機能が

ありません

ボタンが異な

ります

本機と「202SH」は、搭載機能の違いによって、外観や一部のボタンが異なります。

以下を参考に、読み替えてご利用ください。
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おもな仕様の違い

利用できない機能 ■

カメラ 静止画／動画撮影、TVコール、バー

コード／名刺読み取りなど、カメラ

を使用する機能は利用できません。

ワンセグ

（TV）

ワンセグを視聴することはできま

せん。

お父さん

画像

壁紙やきせかえアレンジなどのお

父さん画像は利用できません。

追加された機能 ■

S! GPSナビ 地図表示やルート確認など、いろ

いろな位置情報サービスが利用で

きます。

変更された機能 ■

メイン

メニュー

「カメラ」、「TV」がなくなり、「外部

接続」、「ボイスレコーダー」が追加

されています。

また、「ツール」内の「外部接続」タ

ブがなくなりました。

シンプル

メニュー

「カメラ」、「テレビ」がなくなり、

「設定」、「カレンダー」が追加され

ています。

ツール

メニュー

「外部接続」タブがなくなりました。

カレンダー 専用ボタン（ ）で起動できます。

きせかえ

アレンジ

「固定データ」がなくなりました。

S!アプリ 搭載されるアプリケーションが異

なります。

残念だが、オレはもういない。
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おもな画面の違い

202SH ■

待受画面 待受画面

メインメニュー ツールメニュー

本機 ■

待受画面 待受画面

メインメニュー ツールメニュー
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S! GPSナビを利用する

S! GPSナビ利用時のご注意

S! GPSナビのご利用にあたっては、次の点にご注意く

ださい。

GPS衛星や基地局の信号の受信状況が悪いときは、位置 .
情報の精度が落ちることがあります。上空の見晴らしの

よい場所で利用してください。

提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切 .
の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

位置情報測位（取得）とは、GPS機能を利用して、現在地 .
を確認することです。

位置情報測位（取得）中は、ステータスバーに「 . 」が点

滅表示されます。

位置情報測位（取得）の精度は、実際の位置との推定誤差 .
により「位置情報精度1」（精度：低）～「位置情報精度3」

（精度：高）に分かれています（位置情報精度は、「 」の

数で表示されます）。

現在地を確認する

%Sg11 「ツール」S%

f21「時計・計測」S「S!GPSナビ」S%

S! GPSナビ画面

「現在地地図」31 S%S「はい」S%

位置情報取得完了41 S%
現在地が表示されます。 .

GPS衛星からの位置情報をもとに、現在地を地図で確認したり、目的地までのルートを調べたりするなど、

いろいろな位置情報サービスが利用できます。

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供することもできます。 .
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S! GPSナビを利用する（続き）

取得した位置情報の精度が低いとき

 .右のような再取得の確認画面

が表示されます。「はい」または

「いいえ」を選び、%を押してく

ださい。

現在地をメールで送信する

S! GPSナビ画面で「現在地メール」11 S%

位置情報取得完了21 S%

メール作成31 SA

位置ナビを利用する

ほかの人の現在地を検索したり、本機を紛失したとき

におおよその位置を検索したりすることができます。

位置ナビの利用には、別途お申し込みなどが必要です。 .
詳しくは、「ソフトバンクモバイルのホームページ」を参

照してください。

S! GPSナビ画面で「位置ナビ」11 S%
インターネットにアクセスします。以降は、画面の .
指示に従って操作してください。
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S! GPSナビを利用する（続き）

位置メモを利用する

位置情報を位置メモに登録する ■

現在地を新規登録する方法を例に説明します。

S! GPSナビ画面で「位置メモリスト」11 S%

位置メモリスト画面

「新規登録」21 S%

「名称」31 S%S名称入力S%

「位置情報」41 S%

「現在地から取得」51 S%

位置情報取得完了61 S%SB

自宅を登録するとき

1のあと「自宅」S%S4以降

履歴から登録するとき

4のあと「位置履歴から取得」S%S履歴選択S% 
SB

位置メモを確認する ■

位置メモリスト画面で、位置メモ選択11
%21
「位置情報」31 S%

位置情報の詳細画面が表示されます。 .
確認を終了するときは、 . $を押します。

地図を表示するとき

1のあとAS「はい」S%
ナビアプリで経路を表示するとき

1のあとBS「ここへ行く」S%S「はい」S%
以降は、画面の指示に従って操作してください。 .

メール本文に挿入するとき

1のあとBS「メール本文に挿入」S%Sメール作成

SA
電話帳に登録するとき

1のあとBS「電話帳に登録」S%S「新規登録」／

「追加登録」S%S必要項目入力完了SA

位置メモを削除する ■

位置メモリスト画面で、位置メモ選択11 SB

「削除」21 S%S「はい」S%



9

S! GPSナビを利用する（続き）

位置履歴を利用する

位置履歴を確認する ■

S! GPSナビ画面で「位置履歴」11 S%

位置履歴画面

位置履歴選択21 S%
位置履歴の詳細画面が表示されます。 .
確認を終了するときは、 . $を押します。

地図を表示するとき

1のあと、位置履歴選択SAS「はい」S%
ナビアプリで経路を表示するとき

1のあと、位置履歴選択SBS「ここへ行く」S%S
「はい」S%

以降は、画面の指示に従って操作してください。 .
メール本文に挿入するとき

1のあと、位置履歴選択SBS「メール本文に挿入」

S%Sメール作成SA
電話帳に登録するとき

1のあと、位置履歴選択SBS「電話帳に登録」S%S 
「新規登録」／「追加登録」S%S必要項目入力完了SA

位置履歴を削除する ■

位置履歴画面で、位置履歴選択11 SB
全件削除するときは、削除する履歴を選ぶ必要は .
ありません。

「削除」／「全件削除」21 S%

「はい」31 S%

位置履歴を位置メモに登録する ■

位置履歴画面で、位置履歴選択11 SB

「位置メモへ登録」21 S%

「名称」31 S%S名称入力S%

B41
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S! GPSナビを利用する（続き）

位置情報を提供する

管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提

供することができます。

位置情報要求画面が表示されることなく、要求に応じて .
自動的に提供されることもあります。

本機能は、ご契約の内容によっては、ご利用いただく .
ことができません。詳しくは、最寄りのソフトバンク

ショップまたはお問い合わせ先（製品同梱の説明書を参

照）までご連絡ください。

位置情報提供要求があれば11

上のような位置情報要求画面が表示されます（メッ .
セージなどはあくまで一例です）。

B21（提供するとき）／A（提供しないとき）

インフォメーションについて ■

位置情報提供要求時にBを押したとき（位置情報を提

供したとき）や、要求に応じて自動提供されたときは、

インフォメーションが表示されます。

項目を選び . %を押すと、位置情報提供履歴を確認する

ことができます。

位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示し

ないようにするとき

S! GPSナビ画面で「ナビ設定」S%S「位置提供完了

表示」S%S「表示しない」S%

ナビアプリを起動する

S! GPSナビ画面で「ナビアプリ」11 S%

「はい」21 S%

ナビアプリの一覧を表示するとき

1で「ナビアプリ一覧」S%
ナビアプリを選び . %を押すと、起動します。

起動するナビアプリを変更するとき

1で「ナビ設定」S%S「ナビアプリ選択」S%Sナ

ビアプリ選択S%
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S! GPSナビを利用する（続き）

S! GPSナビの動作を設定する

位置情報の送信先（URL）を変更する ■

S! GPSナビ画面で「ナビ設定」11 S%

ナビ設定画面

「地図URL設定」21 S%

「＜未設定＞」31 S%SURL入力S%

登録済みのURLに変更するとき

2のあと、URL選択S%
URLを表示／編集／削除するとき

2のあと、URL選択SBS「表示」／「編集」／「削除」

S%
以降は、画面の指示に従って操作してください。 .

位置情報の送信方法を変更する ■

ナビ設定画面で「位置情報送信設定」11 S%

送信方法選択21 S%

位置情報測位を禁止する ■

ナビ設定画面で「測位機能ロック」11 S%

「On」21 S%

操作用暗証番号入力31 S%
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