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USIMカードは、お客様の電話番号情報が

入ったICカードです。USIMカード対応の

ソフトバンク携帯電話に取り付けて使用し

ます。

.USIMカードには電話帳が保存でき、保存し

たデータは他のソフトバンク携帯電話でも

利用できます。USIMカードによっては、登

録できない項目があったり、文字数などが

制限されることがあります。

.他社製品の ICカードリーダーなどにUSIM
カードを取り付けて故障したときは、お客

様ご自身の責任となります。当社では一切

責任を負いかねますのでご了承ください。

. IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作

しないことがあります。乾いた柔らかい布

などできれいに拭いてください。

.USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ

さい。故障の原因となります。

.USIMカードについて詳しくは、USIMカード

に付属の説明書を参照してください。

.

USIMカードには、第三者による本機の無

断使用を防ぐための暗証番号（PINコード）

があります。

.USIMカードお買い上げ時は、「9999」に設

定されています。

USIMカードについて

USIMカード取り扱いのご注意

IC

USIMカードについてのその他ご注意

.USIMカードの所有権は当社に帰属します。

.紛失・破損などによるUSIMカードの再発

行は有償となります。

.解約などの際は、当社にご返却ください。

.お客様からご返却いただいたUSIMカード

は、環境保存のためリサイクルされてい

ます。

.USIMカードの仕様、性能は予告なしに変

更する可能性があります。ご了承ください。

.お客様ご自身でUSIMカードに登録された

情報は、別途メモなどに控えて保管する

ことをおすすめします。万一、登録され

た情報内容が消失した場合でも、当社で

は一切責任を負いかねますのでご了承く

ださい。

.ソフトバンク携帯電話（USIMカード装着

済み）やUSIMカードを盗難・紛失された

場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ

てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問

い合わせ先（AP.15-42）までご連絡く

ださい。

USIMカードの暗証番号について

PINコードの入力を間違えると

.３回間違えると、PINロックが設定され、本

機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

.お問い合わせ先（AP.15-42）で、「PIN
ロック解除コード（PUKコード）」を確認

のうえ、次の操作を行ってください。

PUKコード入力S%S新しいPINコー

ド入力S%S再度新しいPINコード入力

S%　

, PUKコードは、お忘れにならないようメ

モに控えるなどしてください。

PUKコードの入力を間違えると

.10回間違えると、USIMカードがロックさ

れ、本機が使用できなくなります。

このときは、「ソフトバンクショップ」に

てUSIMカードの再発行（有償）が必要に

なりますので、ご注意ください。
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USIMカード
1

USIMカードは、メモリカード取り付け位

置の下にあるUSIMトレイに取り付けます。

上下２段構造になっていますので、間違え

ないようご注意ください。

.取り付け／取り外しのときは、必要以上に

力を入れないでください。

.USIMトレイには、USIMカード以外のものは

取り付けないでください。

1電池カバー／電池パックを取り

外す（AP.15-6）

2 USIMトレイの突起部を

引き出す

3金属端子部分を上にして、

USIMカードをUSIMトレイに

セットする

4 USIMトレイを奥までゆっくり

と押し込む

5電池パック／電池カバーを取り

付ける（AP.15-6）

USIMカードを取り付ける／取り外す

取り付け／取り外し時のご注意

USIM

USIMカードを取り付ける

USIM
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USIMカード
.取り外したUSIMカードは紛失しないよう、

ご注意ください。

1電池カバー／電池パックを取り

外す（AP.15-6）

2 USIMトレイの突起部を

引き出す

3 USIMカードを少し持ち上げな

がらスライドして取り外す

4 USIMトレイを奥までゆっくり

と押し込む

5電池パック／電池カバーを取り

付ける（AP.15-6）

USIMカードを取り外す 解約／機種変更／修理などでUSIMカード

を取り外したとき

.本機やメモリカードに保存したデータが

利用できなくなることがあります。

また、別のUSIMカードを取り付けるとS!
アプリやブックサーフィン®が利用できな

くなることがあります。
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.電池パックを使い切った状態で、保管・放

置しないでください。お客様が登録・設定

した内容が消失または変化したり、電池パッ

クが使用できなくなることがあります。長

期間保管・放置するときは、半年に１回程

度補充電を行ってください。

.電池パックの使用条件によって、寿命が近

づくにつれて電池パックが膨れることがあ

りますが、安全上問題はありません。

.電池パックは消耗品です。十分に充電して

も使用できる時間が極端に短くなったら、

交換時期です。新しい電池パックをお買い

求めください。

.電池パックや本機の充電端子が汚れたら、

乾いたきれいな綿棒などで清掃してくださ

い。そのままにしておくと、充電ができな

くなるなど接触不良の原因となります。

.電池パックは、防水／防塵対応していません。

.電池カバーが正しく取り付けられていない

と、防水／防塵性能が保証できませんので

ご注意ください。

接触面に細かいゴミなどが挟まると、水や

粉塵が侵入する原因となります。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて リチウムイオン電池について

.本機は、リチウムイオン電

池を使用しています。リチ

ウムイオン電池はリサイク

ル可能な貴重な資源です。

,リサイクルは、お近くのモ

バイル・リサイクル・ネッ

トワークのマークのある

お店で行っています。

,リサイクルのときは、ショートさせた

り、分解したりしないでください。火

災・感電の原因となります。

電池カバーについて

電池カバーが破損したとき

.電池カバーを交換してください。破損箇所

から内部に水が入り、感電の原因や、電池

パックの腐食など故障の原因となります。
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電池パック
1電池カバーを取り外す

.凹部に指をかけ、電池カバーと本体の

間にすきまを作ります。凹部のすきま

から本体の外周に沿って、指で少しず

つ電池カバーを浮かせるようにして取

り外します。

2電池パックを取り付ける

.リサイクルマークがある面を上にして、

電池パックの先を合わせてください。

3電池カバーを取り付ける

.本体と電池カバーを合わせたあと、浮

いている箇所がないように、図の斜線

部分を指でしっかりと押さえます。

4電池カバーが完全に取り付け

られているかを確認する

.電池カバーが完全に取り付けられてい

ないと、パッキンとの接触面に細かい

ゴミなどが挟まったり、水や粉塵が侵

入したりする原因となります。

電池パックを取り付ける／取り外す 電池パックを取り外すとき

.本機の電源を切った状態で、図のように

電池パックを持ち上げます。
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ネットワークを利用して本機のソフトウェ

ア更新が必要かどうかを確認し、必要なと

きには更新ができます。 .確認／更新には、パケット通信料はかかり

ません。

1%S「設定」S%
Sf「本体・メモリカード」

S「ソフトウェア更新」S%

2「ソフトウェア更新」S%

3B　

.以降は、画面の指示に従って操作して

ください。

ソフトバンクから配信されるお知らせメー

ルより、予約更新を利用できます。予約更

新を利用すると、予約時刻にソフトウェア

更新の確認画面が表示されます。

.このあと%を押すか、そのままにしておくと

自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア書き換え完了画面が表示され

たあと、自動的に再起動します。

.再起動後、更新完了のメッセージとインフォ

メーションが表示されます。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新についてのご注意

.更新が完了するまで、本機は使用できま

せん。ソフトウェア更新には30分程度か

かることがあります。

.更新に失敗すると本機が使用できなくな

ることがあります。更新に失敗しないた

めにも、電波状態のよい所で、移動せず

に操作してください。また、電池残量が

十分ある状態で操作してください。

.他の機能を操作しているときは、ソフト

ウェア更新は行えません。ソフトウェア

を更新する前に（予約更新するときは予

約時刻前に）すべての機能を終了させて

ください。

.本機にUSBケーブルを接続しているとき

は、取り外してください。そのままでソ

フトウェア更新を実行すると、正しく完

了できないことがあります。

.本機の状況（故障・破損・水濡れなど）に

よっては、保存されているデータが破棄

されることがあります。必要なデータは、

ソフトウェア更新前にバックアップして

おくことをおすすめします。なお、デー

タが消失した場合の損害につきましては、

当社は責任を負いかねますので、あらか

じめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

更新結果を表示するとき

2で「更新結果」S%

予約更新について

ソフトウェア更新が完了すると

更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に「ソフト

ウェア更新結果」S%
ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

.電池パックをいったん取り外したあと再

度取り付け、電源を入れ直してください。

それでも起動しないときは、ご契約のソ

フトバンクの故障受付（AP.15-42）に

ご相談ください。
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本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水など

が付着したときは、汚れを軽く布で除去

し、やや弱めの水流［6リットル／分以下、

常温（5℃～35℃）の水道水］で蛇口や

シャワーから約10cm離して洗います。電

池カバーを取り付けた状態で、外部接続端

子キャップ（以降「端子キャップ」と記載）

が開かないように押さえたまま、ブラシや

スポンジなどは使用せず手で洗ってくださ

い。洗ったあとは、水抜きをしてから使用

してください。

.電池カバーや端子キャップが、きちんと閉

まっていることを確認してから洗ってくだ

さい。

.洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでく

ださい。

.乾燥のために電子レンジには絶対入れない

でください。電池パックを漏液・発熱・破

裂・発火させる原因となります。また、本

機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を

破壊させる原因となります。

.乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、

高温環境に放置しないでください。本機の

変形、変色、故障などの原因となります。

水に濡れたあとは、必ず次の各部の水抜き

を行ってください。

.本機を振るときは、落とさないようにしっ

かりと握ってください。

1本機の表面の水分を乾いた布

などで拭く

2本機のヒンジ部をしっかりと

持ち、20回程度振る

3各部のすきまに入った水分を、

乾いた布などに押し当てて拭き

取る

.各部の穴に水がたまっていることがあ

りますので、開口部に布を当て、軽く

たたいて水を出してください。

4乾いた布などを下に敷き、

２～３時間程度常温で放置する

本機のお手入れ

本機の洗いかた 水抜きのしかた

ヒンジ部 受話口部

送話口部 スピーカー部

水滴が付着したまま使用すると

.通話不良となったり、衣服やカバンなど

を濡らしてしまうことがあります。

.外部接続端子部がショートする恐れがあ

ります。

.寒冷地では凍結し、故障の原因となるこ

とがあります。
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■全般

故障かな？と思ったら

症状 確認すること 処置

電源が入らない

「しばらくお待ちくださ
い」と表示されるまで、
"を押していますか。

「しばらくお待ちください」と表示さ
れるまで、"を押してください。

電池切れになってい
ませんか。

電池パックを充電するか、充電され
ている予備の電池パックと交換し
てください。

電池パックは取り付
けられていますか。

正しく取り付けてください。
（AP.15-6）

電源を入れたのに操作
できない

PIN認証を「On」にし
ていませんか。

「On」にしているときは、PINコー
ドを入力するまで本機を使えませ
ん。画面の指示に従って入力してく
ださい。

「USIM未挿入です。電
源Off後、USIMを挿
入してください。」と
表示される

USIMカードは正しく
取り付けられていま
すか。

電源を切り、USIMカードが正しく
取り付けられているか確認したあ
と、電源を入れ直してください。
それでも症状が改善されないとき
は、USIMカードが破損している可
能性があります。

違ったUSIMカードを取
り付けていませんか。

使用できないUSIMカードが取り
付けられている可能性があります。
正しいUSIMカードであることを
確認してください。

USIMカードのIC部分
に指紋などの汚れが
付いていませんか。

乾いたきれいな布で汚れを落とし
て、正しく取り付けてください。

「リフレッシュ」と表示
され、待受画面に戻った

本機を落としたり、強
い衝撃を与えたりし
ませんでしたか。

USIMカードが一時的に認識され
なくなったためです。故障ではあり
ません。

ボタン操作ができない

誤動作防止が設定さ
れていませんか。

誤動作防止を解除してください。
（AP.1-20）

キー操作ロックが設
定されていませんか。

キー操作ロックを解除してくださ
い。（AP.11-3）

症状 確認すること 処置

充電していないのに、電
池残量表示が点滅する

周囲温度5℃～35℃以
外の場所で使ってい
ませんか。

周囲温度5℃～35℃の場所で使っ
てください。

登録したデータや、
フォルダなどが表示さ
れない

登録したデータや
フォルダを、シーク
レットに設定してい
ませんか。

シークレットモードを「表示する」
にしてください。（AP.11-4）

本機やACアダプタが
熱くなる

充電中ではありませ
んか。 手で触れることのできる温度であ

れば、異常ではありません。ただし、
長時間肌に触れたままにしている
と、低温やけどになる恐れがありま
すので、ご注意ください。

本機を長時間利用し
ていませんか。

TVコール通話中では
ありませんか。

メモリカードのデータ
が表示されない

本機でフォーマット（初
期化）したメモリカード
を使っていますか。

他の機器でフォーマットしたメモ
リカードは、利用できないことがあ
ります。本機でフォーマットしたメ
モリカードを使ってください。

日時の設定内容が保持
されない

電池パックを外してい
ませんでしたか。

設定した日時は、電池パックを交換
するときも保持されますが、約１時
間程度電池パックを外しているか
空の状態で放置していると、設定が
リセットされることがあります。こ
のときは再度設定してください。
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■充電／電池

症状 確認すること 処置

充電時間が短い

電池残量がある状態で
充電していませんか。

電池残量がある状態で充電すると、
充電時間が短くなることがあります。

スモールライトが赤
色で点滅していませ
んか。

電池パックが寿命または異常です。
新しい電池パックと交換してくだ
さい。

充電に時間がかかる

TVコール通話中では
ありませんか。

通話中は電池を多く消耗するため、
充電されにくくなります。

USB充電を利用して
いませんか。

USB充電は、ACアダプタを利用し
たときよりも時間がかかります。ま
た、接続環境によっては充電できな
いことがあります。

充電できない

ACアダプタの接続コ
ネクターが、本機に
しっかりと差し込ま
れていますか。

もう一度、確実に差し込んでくだ
さい。

ACアダプタのプラグ
が、家庭用ACコンセ
ントにしっかりと差
し込まれていますか。

もう一度、確実に差し込んでくだ
さい。

電池パックが本機に
取り付けられていま
すか。

正しく取り付けてください。
（AP.15-6）

本機、電池パックの充
電端子やACアダプタ
の接続コネクター、本
機の外部接続端子が
汚れていませんか。

端子部を乾いたきれいな綿棒など
で清掃してから、充電し直してくだ
さい。

指定されたACアダプ
タなどを使っていま
すか。

指定品を使用してください。指定品
以外のものを利用すると、充電でき
ないだけではなく、電池パックを劣
化させる原因となります。

症状 確認すること 処置

電池パックの消耗が
早い

ライトが点灯したり、
音を出す機能／操作
などを頻繁に利用し
ていませんか。

ポジションを頻繁に変更したり、S!
アプリ／カメラ、メディアプレイ
ヤーでの再生、外部機器との通信な
どを頻繁に行うと、電池パックの使
用可能時間は短くなります。

電波の弱い場所に長
時間いませんか。

電波の弱い状態で通話したり圏外
にいると、電池を多く消耗します。

ディスプレイやボタ
ンの照明設定を明る
くしたり、点灯時間を
長く設定していませ
んか。

バックライトを暗くしたり、点灯時
間を短くすると、電池パックの消耗
を軽減できます。
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※1「ー」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「N」、「+」、「P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。（画面によっては入力できないことがあります。）

※3 画面によっては入力できないことがあります。

文字入力用ボタン一覧

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

1 あいうえお
ぁぃぅぇぉ

アイウエオ
ァィゥェォ

＠．／＿―１

□〔スペース〕
1　 1　

2 かきくけこ カキクケコ ＡＢＣａｂｃ２ 2　 2　

3 さしすせそ サシスセソ ＤＥＦｄｅｆ３ 3　 3　

4 たちつてとっ タチツテトッ ＧＨＩｇｈｉ４ 4　 4　

5 なにぬねの ナニヌネノ ＪＫＬｊｋｌ５ 5　 5　

6 はひふへほ ハヒフヘホ ＭＮＯｍｎｏ６ 6　 6　

7 まみむめも マミムメモ ＰＱＲＳｐｑｒｓ７ 7　 7　

8 やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ ＴＵＶｔｕｖ８ 8　 8　

9 らりるれろ ラリルレロ ＷＸＹＺｗｘｙｚ９ 9　 9　

0 わをんー ワヲンー ０ 0　 0　

(
゛゜ ゛゜- ※1 ───── N + P〔ポーズ〕 ? - ※2

─────
履歴／絵文字入力（絵文字は常に全角）／記号入力（全角／半角）※3

# 、。 〔改行〕？ ！ □〔スペース〕
， ． 〔改行〕

？ ！ □〔スペース〕
# ─────
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15-12

文字入力用ボタン
※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。

※5 文字変換中だけ操作できます。

※6 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

※7 後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

e 変換※4 カーソル上下移動（文末でbを押すと 〔改行〕）

f カーソル左右移動

&
文字入力モードの切替（文字変換中以外）

辞書連携※5 ─────

&
（長く）

予測モード切替※5 ───── 予測モード切替※5※6 ─────

'
小文字／大文字変換（変換できる文字で有効）

─────
─────

大文字／小文字入力

モードの切替

$
１文字消去

変換中止 ───── 変換中止※6 ───── 入力済みコード消去

$
（長く）

カーソル以降消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文字の上にない［文末にある］とき）

!
$で消去した文字の復元

再変換※7 ───── 再変換※6※7 ─────

% 確定／完了

B 通常変換※5 ─────

A カナ英数字変換※5 ─────
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.空欄は、空白を示します。（何も入力されません。）

.  部分は、文字入力後'を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

■全角小文字モード

■半角大文字モード

■半角小文字モード

※1 70の順に押すと、「 〔改行〕」が入力されます。（改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。）

※2 80の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。

ポケベルコード一覧

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／

初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 あ い う え お Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

2　 か き く け こ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

3　 さ し す せ そ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ

4　 た ち つ て と Ｐ Ｑ Ｒ Ｓ Ｔ

5　 な に ぬ ね の Ｕ Ｖ Ｗ Ｘ Ｙ

6　 は ひ ふ へ ほ Ｚ ？ ！ － ／

7　 ま み む め も ￥ ＆ ※1
8　 や （ ゆ ） よ N ＃ スペ

ース ※2
9　 ら り る れ ろ １ ２ ３ ４ ５

0　 わ を ん ゛ ゜ ６ ７ ８ ９ ０

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／

初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

2　 ｆ ｇ ｈ ｉ ｊ

3　 ｋ ｌ ｍ ｎ ｏ

4　 っ ｐ ｑ ｒ ｓ ｔ

5　 ｕ ｖ ｗ ｘ ｙ

6　 ｚ

7　 ※1
8　 ゃ ゅ ょ ※2
9　

0　 、 。

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／

初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ A B C D E

2　 ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ F G H I J

3　 ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ K L M N O

4　 ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ P Q R S T

5　 ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ U V W X Y

6　 ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ Z ? ! - /

7　 ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ \ & ※1
8　 ﾔ ( ﾕ ) ﾖ N # スペ

ース ※2
9　 ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ 1 2 3 4 5

0　 ﾜ ｦ ﾝ ﾞ ﾟ 6 7 8 9 0

２ケタ目／次に押すボタン

1　 2　 3　 4　 5　 6　 7　 8　 9　 0　
１
ケ
タ
目
／

初
に
押
す
ボ
タ
ン

1　 ｧ ｨ ｩ ｪ ｫ a b c d e

2　 f g h i j

3　 k l m n o

4　 ｯ p q r s t

5　 u v w x y

6　 z

7　 ※1
8　 ｬ ｭ ｮ ※2
9　

0　 , .
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5-15

区点コード
1
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区点コード
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5-17

区点コード
1
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区点コード
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5-19

区点コード
1
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■通常時に表示されるアイコン ■花粉アイコン

■桜アイコン

■紅葉アイコン

■紫外線アイコン

■台風アイコン

■その他アイコン

お天気アイコン一覧

晴れ（昼）

晴れ（夜）

くもり

雨

雪

雷雨

降水確率０％

降水確率10％

降水確率20％

降水確率30％

降水確率40％

降水確率50％

降水確率60％

降水確率70％

降水確率80％

降水確率90％

降水確率100％

のち

ときどき

少ない

やや多い

多い

非常に多い

開花

満開間近

満開

散り始め

まだ

色づく

見頃

落葉

弱い

やや強い

強い

非常に強い

台風発生

台風接近

危険状態

大雨

強風

お知らせ
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仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

※1 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池

パックを装着し、電波が正常に受信できる静止

状態から算出した平均的な計算値です。

※2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池

パックを装着し、本機をクローズポジションに

した状態で通話や操作をせず、電波が正常に受

信できる静止状態から算出した平均的な計算値

です。緊急速報メールを無効に設定したときの

数値です。

※3 TV連続視聴時間とは、充電を満たした新品の電

池パックを装着し、明るさ設定「２」、サウンド

設定「標準」、横画面視聴の条件で、別売のマル

チイヤホンマイクII（外部接続端子用）を使用

し、電池レベル１（電池残量10％）を残した計

算値です。

.左記の時間は、バックライトが「明るさ：２」

のときの数値です。

.お使いの場所や状況、設定内容によって、

左記の時間は変動します。

.液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技

術で作られていますが、画素欠けや常時点

灯する画素がありますので、あらかじめご

了承ください。

■使用材料

■電池パック

おもな仕様／機能別仕様

202SH　

質量
本体：約91.3g
電池パック装着時：約108g

連続通話時間※1 約210分（3Gモード）
約230分（GSMモード）

連続待受時間※2 約360時間（3Gモード）
約300時間（GSMモード）

TV連続
視聴時間※3 約6時間

充電時間（本機
の電源を切って
充電した場合）

ACアダプタ：約140分
シガーライター充電器：約140分

サイズ（幅×高
さ×奥行）

約50×104×18.5（ 薄部16.5）
mm（クローズポジション時、
突起部 除く）

大出力
0.25W（3Gモード）
2.0W（GSMモード）

使用箇所 使用材料／表面処理

キャビネット（ディスプレ
イ側、操作ボタン側、電池
パック側）

PA樹脂／UV塗装

キャビネット（ディスプレ
イ背面側）

PMMA樹脂＋PET／裏
面印刷、ハードコート

サブディスプレイ窓
PMMA樹脂＋PET／裏
面蒸着、ハードコート

電池カバー、ヒンジカバー
PC樹脂＋ABS樹脂／UV
塗装

ディスプレイ窓、カメラ窓 アクリル樹脂／裏面印刷

飾りシート（操作ボタン
面）、マルチガイドボタン
（カーソル部分）、センター
ボタン、メールボタン、
Yahoo!ケータイ・ボタン、
ショートカット／A/aボタ
ン、テレビ／文字ボタン、開
始／楽ともリンクボタン、
クリア／バックボタン、電
源／終了ボタン、ダイヤル
ボタン、Nボタン、♯ボタ
ン、辞書ボタン、マルチジョ
ブ機能／マナーボタン

PET＋UV硬化樹脂／裏面
印刷

使用箇所 使用材料／表面処理

サイドボタン（シャッター
ボタン）

PC樹脂／UV塗装

キャビ当り
PET＋シリコンゴム／裏
面印刷

外部接続端子キャップ
PC樹脂＋エラストマー
樹脂／UV塗装

赤外線ポート ABS樹脂

スピーカー
PPA＋ステンレス／金
メッキ

USIMトレイ プラスチック

充電端子（電池パック接続
部分）

ステンレス／金メッキ

ネジ（すべて）
SWCH16A（鉄／クロム
メッキ）

付属品

電圧 3.7V　
使用電池 リチウムイオン電池

容量 770mAh　
外形サイズ（幅
×高さ×奥行）

約35.4×46.3×4.6mm
（突起部 除く）

使用材料／
表面処理

PC樹脂＋ABS樹脂
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仕様
■文字入力

■電話帳

※添付ファイル数（容量）は、本文などの内容によって

少なくなることがあります。

■PCメール設定

共通操作

ユーザー辞書登録
250件（同じ読みは5件）、
単語：30文字、
読み：ひらがな8文字

ダウンロード辞書 5件
ペーストリスト 10件
消去した文字の復元 大半角30720文字（30720B）

スマートリンク
辞書

明鏡モバイル国語辞典：
　約4万7100語句
ジーニアスモバイル英和辞典：
　約4万5700語句
ジーニアスモバイル和英辞典：
　約5万5800語句

電話帳登録 1000件
名前、よみがな 姓32文字、名32文字

電話番号 32文字、5件
メールアドレス 128文字、5件
グループ 16グループ

住所
郵便番号20文字、国名32文字、都道
府県・市区町村・番地・付加情報各
64文字

勤務先 勤務先名、部署名、役職各32文字

ホームページ 1024B　
メモ 256文字

メールグループ
20グループ（1グループあたり20
名）、グループ名16文字

電話

発信履歴 日時順：30件、回数順：10件
着信履歴 30件
簡易留守録／
音声メモ

20件（ 長90秒）

自動応答番号 10件
スピードダイヤ
ル／メール

100件

メール

メモリ容量

受信ボックス 10MB、3000件

下書き 5MB（下書き、
送信済みボック
ス、未送信ボック
ス合計で 大
1000件）

送信済みボックス

未送信ボックス

デコレメール
テンプレート

61MB　
（データフォルダ、
S!アプリとメモリ
を共有）

件名（PCメー
ル／S!メール）

全角256文字（半角512文字）

本文（PCメー
ル／S!メール）

全角約15000文字（半角約30000
文字）

SMS本文
全角70文字（半角カタカナ70文字、
半角英数字160文字）

自動再送回数 2回
添付ファイル 20ファイル（ 大2MB）※

送信予約 10件
署名 全角128文字（半角256文字）

同報送信 20件

振り分けフォルダ
20個（１フォルダあたり振り分け
条件20件）

チャットフォルダ

保存件数 300件

チャットグループ
10個（1グループあ
たり20人）

デコレメール
BGM／Flash®１ファイル、または
画像やマイ絵文字とあわせて40種
類

自動返信 20件、全角128文字（半角256文字）

迷惑メール
個別迷惑設定 20件
受信許可リスト 20件

PCメール
アカウント設定

アカウント 3件
アカウント名 20文字

受信設定

ユーザー名 128文字

パスワード 40文字

受信メール
サーバー

128文字

ポート番号 1-65535　

送信設定
送信者名 20文字

メールアドレス 128文字

PCメール受信
設定

個別アドレス 20件



資
料
／
付
録

15

5-23

仕様
1

※1 JPEG画像／ Flash®ファイル以外は、1ファイル

あたり1MBです。（動画／音楽ファイルは、1MB
以上再生できるものもあります。）

※2 ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

■共通

■静止画撮影モード

■動画撮影モード

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す

ることがあります。

■静止画編集

インターネット

ダウンロード
（Yahoo!
ケータイ）

情報画面全体で500KB
プログレッシブダウンロードで
10MB　

ダウンロード
（PCサイト
ブラウザ）※1

JPEG画像 3MB　

Flash®ファイル 2MB　

閲覧履歴
Yahoo!ケータイ300件、
PCサイトブラウザ300件

URL入力履歴 10件
ブックマーク※2／
画面メモ

Yahoo!ケータイ100件、
PCサイトブラウザ100件

タブ表示 5画面

インプットメモリ 20件
RSSフィード 30件（1フィードあたり60KB）

テレビ

録画ファイル
ISDB-T mobile Video profile　
（SD-Video規格準拠）

録画可能時間の
目安

256MBのメモリカードに80分

マーカー登録 99個（１ファイルあたり10個）

ファイル分割 99個（１ファイルあたり）

録画／視聴予約
5件（1件あたり24時間：1GB以上の
メモリカード使用時）

カメラ／静止画編集

有効画素数 3.2メガピクセル

自動終了時間 約3分

ズーム 大24.8倍

撮影サイズ
（横×縦ドット）

3M　 1536×2048
フルHD 1080×1920
2M　 1200×1600
1.2M　 960×1280
VGA　 480×640
待受画面 240×400
QVGA　 240×320
QQVGA　 120×160

保存形式 JPEG形式

保存可能枚数
（本体に何も保
存されていない
とき）の目安

約60枚（3M／ハイクオリティ）

ファイル名
yymmdd_hhmmss　
（西暦年下2ケタ＋月＋日＿時＋分＋秒）

推奨撮影距離 接写撮影10cm

その他
フレーム撮影は、40KB以下の透過
PNG形式の画像利用可

ズーム 大8.7倍

撮影サイズ（横
×縦ドット）

長時間撮影

320×240（QVGA）

240×176（HQVGA）

176×144（QCIF）

メール添付
320×240（QVGA）

176×144（QCIF）
保存形式 3GP形式

保存可能容量
（１ファイルあ
たり）の目安

長時間撮影
約30分※（メモリカー
ド保存時）

メール添付 2MB／295KB

ファイル名
yymmdd_hhmmss　
（西暦年下2ケタ＋月＋日＿時＋分＋秒）

推奨撮影距離 1.5ｍ（明るい場所で）

画像加工

サイズ変
更（横×縦
ドット）

壁紙（240×400）、
電源On／Off（240×400）、
着信画像（160×160）、
アラーム（240×104）、
デコレメ（96×96）、
QVGA（240×320）、
自由切出

レタッチ
52×52ドット以上の
JPEG画像／PNG画像

テキスト
貼付

16文字

補正
52×52ドット以上の
JPEG画像／PNG画像

画像合成
パノラマ
合成

横48×縦64ドット以
上、240×320ドット
以下のJPEG画像
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仕様
■PIM・生活

※1レシートの品目数が多いときは、少なくなることが

あります。

■時計・計測

■文書・録音

※2012年2月現在の祝日が登録されています。

■S!速報ニュース

■電子書籍

■ブログツール

※コンテンツ・キーは、yymmdd（西暦年下2ケタ＋

月＋日）

メディアプレイヤー

対応データ

AACデータ（.mp4／.3gp／.m4a）
※サンプリング周波数、ビットレー
トの組み合わせによっては再生で
きないことがあります。

全ミュージック
大表示曲数

ミュージック
各350曲

着うた®

S!アプリ

メモリ容量
100件、61MB（デコレメールテン
プレート、データフォルダとメモリ
を共有）

ツール

アラーム 5件、件名9文字

予定リスト
予定リスト300件／件名：32文字、
内容：128文字

お目覚めTV 自動終了 約30分

撮って家計簿
3285件※／
1件あたり9,999,999円

電卓 999,999,999,999　

マネー積算メモ
150件（50件×3）／
1件あたり999,999.99円

ストップウォッチ
23時間59分59.9秒まで
1／10秒単位、ラップタイム4件

キッチンタイマー 99分59秒まで1秒単位

世界時計 都市名登録可能文字数16文字

メモ帳 500件（1件あたり8192文字）

ボイスレコーダー
メール添付

1件あたり約20分
（メール作成サイズ
2MB時）／1件あたり
約3分（メール作成
サイズ300KB時）

長時間録音 長99時間59分59秒
バーコード読み取
り（連続モード）

JANコード 大50回
QRコード 大16回

QRコード作成
（作成可能文字
数）の目安

数字のみ513文字、
英数字のみ311文字、
漢字のみ131文字

文字読み取り 256文字

カレンダー

カレンダー※
スケジュール1000件／件名：32文
字、内容：128文字、場所：16文字、
プライベート祝日10件

ニュース／エンタメ

コンテンツ登録 特別1件、速報と一般を合わせて5件

文字列コピー 20文字まで

登録可能ブログ数 5件
ブログ名 16文字

ブログ設定
（メール）

投稿先メー
ルアドレス

128文字

投稿
タイトル

32文字

投稿本文 128文字

画像サイズ
設定

小（320×320以内）、
中（640×640以内）、
大（1024×1024以内）、
そのまま送信

ブログ設定
（Yahoo!ケー
タイ／PCサイ
トブラウザ）

ブログ投稿
先URL 1024文字

ブログ参照
URL　 1024文字

データフォルダ

メモリ容量
61MB（デコレメールテンプレー
ト、S!アプリとメモリを共有）

メモリカード

バックアップ
ファイル名

yymmddXX※（西暦年下2ケタ＋月
＋日＋2ケタの英数字）



資
料
／
付
録

15

5-25

仕様
1

■赤外線通信

■Bluetooth®　

■S!電話帳バックアップ

■ソフトバンクモバイルのホームページ
http://www.softbank.jp

■microSDメモリカードの対応情報
http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/202sh/
peripherals.html#prContent
（パソコン用）
http://shweb.sharp.co.jp/
（携帯電話用）

■S!電話帳バックアップ
http://www.softbank.jp/SAB
（パソコン用）

■SVG-T　
http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html
（携帯電話用）

■社団法人デジタル放送推進協会
http://www.dpa.or.jp/
（パソコン用）
http://www.dpa.or.jp/1seg/k/
（携帯電話用）

通信／バックアップ

赤外線通信
IrMC1.1　
通信距離 20cm以内

通信方式 Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応

プロファイル

Headset Profile　
Hands-Free Profile　
Dial-Up Networking Profile　
Object Push Profile　
File Transfer Profile　
Basic Imaging Profile　
Advanced Audio Distribution　 
Profile　
Audio/Video Remote Control　 
Profile　

出力 Bluetooth® Power Class2　
通信距離 10ｍ以内

デバイス検索 16件
デバイス登録 32件
デバイス名称 16文字

プリント JPEG画像／PNG画像

自動再保存 2回
同期履歴 10件

ネットワーク

ネットワーク
5件、国コード／ネットワークコー
ド：3ケタ、名前：半角25文字

参考URL

http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/202sh/peripherals.html#prContent
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15-26

仕様
メモリカードの構造と各データの保存場所
メモリカードの構造 保存されるデータ／本機で使うときに保存する場所

DCIM　 XXXSHARP　 データフォルダ「デジタルカメラ」で表示する静止画

PRIVATE　
MYFOLDER　

Local Contents　 SDローカルコンテンツ

Mail　 一括保存したメールのバックアップデータ（受信ボックス、送信済みボックス、下書き）

My Items　

Book　 データフォルダ「ブック」で表示する電子書籍ファイル

Bookmarks　 一括保存したブックマークのバックアップデータ

Custom Screens　 データフォルダ「きせかえアレンジ」で設定するファイル

Flash(R)　 データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル

Flash(R) Ringtones　 データフォルダ「着信音Flash®」で再生する着信音用のファイル

Games and More　 S!アプリのデータ

Mail Art　 データフォルダ「デコレメピクチャー」で利用するファイル

Message Templates　 メール「デコレメールテンプレート」で表示するファイル

Music　 データフォルダ「ミュージック」で再生する音楽

Other Documents　 データフォルダ「その他ファイル」で表示するファイル

Pictograms　 データフォルダ「マイ絵文字」で表示するマイ絵文字（GIFファイル）

Pictures　 データフォルダ「ピクチャー」で表示する画像

Sounds & Ringtones　 データフォルダ「着うた・メロディ」で再生する音楽

Videos　 データフォルダ「ムービー」で再生する動画

SH_Folder　 アプリケーションの管理情報など

Utility　 一括保存したバックアップデータ（電話帳）など

SHARP　 MOBILE　 一括保存したバックアップデータ（ユーザー辞書）など
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■メール／PCメール設定：表示設定

■メール／PCメール設定：受信動作設定

■メール／PCメール設定：作成・送信設定

■メール／PCメール設定：PCメール設定

■メール／PCメール設定：SMS設定

メニュー一覧

メール

機能名 ページ

受信ボックス 　P.4-15

新規作成 　P.4-4

新着メール受信 　P.4-28

下書き 　P.4-33

デコレメールテンプレート 　P.4-9

送信済みボックス 　P.4-15

未送信ボックス 　P.4-33

チャットフォルダ 　P.4-18

サーバーメール操作

メールリスト 　P.4-28

メール全受信 　P.4-28

メール全削除 　P.4-31

サーバーメール容量 　P.4-34

SMS新規作成 　P.4-10

メール／PCメール
設定

メール・アドレス設定 　P.4-3

表示設定 　P.4-34

受信動作設定 　P.4-14

作成・送信設定 　P.4-11

PCメール設定 　P.4-21

SMS設定 　P.4-39

スピードダイヤル／
メール

　P.4-23

メールグループ 　P.4-19

メモリ容量確認 　P.4-30

機能名 ページ

受信ボックス表示設定 　P.4-34

送信ボックス表示設定 　P.4-34

メールリスト表示切替 　P.4-34

スクロール単位 　P.4-34

添付サウンド自動再生 　P.4-34

画像表示設定 　P.4-34

アニメビュー表示設定 　P.4-34

アドレス表示切替 　P.4-34

機能名 ページ

メール受信設定

受信サイズ制限 　P.4-35

自動受信設定 　P.4-14

自動受信の条件 　P.4-14

受信ボックス自動削除設定 　P.4-35

操作中メール
着信設定

着信画面設定 　P.4-35

表示内容設定 　P.4-35

通知音設定 　P.4-35

シークレットフォルダ着信 　P.4-35

フィーリングメール
連動

インフォメーション
表示

　P.4-35

ライト設定 　P.4-35

バイブパターン 　P.4-36

着信音 　P.4-36

迷惑メール設定

迷惑メール振り分け
設定

　P.4-17

迷惑メール申告先
設定

　P.4-36

機能名 ページ

メール作成サイズ 　P.4-36

送信画像サイズ 　P.4-36

送信中ステータス表示 　P.4-36

自動再送 　P.4-36

送信済みボックス自動削除設定 　P.4-36

署名設定 　P.4-24

送信オプション
配信確認 　P.4-24

返信先アドレス設定 　P.4-37

返信設定

引用付き返信 　P.4-37

自動返信設定 　P.4-30

クイック返信設定 　P.4-30

添付ファイル送信時設定 　P.4-37

送信先限定設定 　P.4-11

機能名 ページ

PCメールアカウント設定 　P.4-21

PCメール受信設定 　P.4-37

新着チェック設定 　P.4-37

PCメール自動改行設定 　P.4-38

機能名 ページ

有効期限設定 　P.4-39

SMSセンター番号 　P.4-39

文字コード設定 　P.4-39
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メニュー一覧
■PCサイトブラウザ

■設定（Yahoo!ケータイ）

■設定（S!アプリ）

■S!情報チャンネル／お天気：お天気アイコン

■S!速報ニュース

Yahoo!　
機能名 ページ

Yahoo!ケータイ 　P.5-4

メニューリスト 　P.5-4

ブックマーク 　P.5-9

画面メモ 　P.5-9

Web検索 　P.5-12

URL入力 　P.5-4

閲覧履歴 　P.5-4

PCサイトブラウザ 　P.5-6

設定 　P.5-13

機能名 ページ

ホームページ 　P.5-6

ブックマーク 　P.5-9

画面メモ 　P.5-9

Web検索 　P.5-12

URL入力 　P.5-6

閲覧履歴 　P.5-6

RSSフィード 　P.5-10

Yahoo!ケータイ 　P.5-4

PCサイトブラウザ
設定

文字サイズ 　P.5-13

スクロール設定 　P.5-14

ポインタ設定 　P.5-13

画像・音設定 　P.5-13

メモリ操作 　P.5-11

セキュリティ設定 　P.5-17

ファイル保存先 　P.5-13

ブラウザ初期化 　P.5-18

設定リセット 　P.5-18

警告画面表示設定 　P.5-14

拡大縮小表示設定 　P.5-13

ソフトキー 　P.5-6

機能名 ページ

文字サイズ 　P.5-13

スクロール単位 　P.5-14

ポインタ設定 　P.5-13

画像・音設定 　P.5-13

メモリ操作 　P.5-11

セキュリティ設定 　P.5-17

ファイル保存先 　P.5-13

ブラウザ初期化 　P.5-18

設定リセット 　P.5-18

S!アプリ

機能名 ページ

S!アプリ一覧 　P.8-7

設定 　P.8-10

インフォメーション 　P.8-11

機能名 ページ

音量 　P.8-10

バックライト 　P.8-11

バイブ 　P.8-11

メモリカードシンクロ 　P.8-11

着信時優先動作 　P.8-10

S!アプリ待受設定

On／Off設定 　P.8-10

起動開始時間 　P.8-10

一時停止設定 　P.8-10

サラウンド 　P.8-10

S!アプリ設定リセット 　P.8-11

S!アプリオールリセット 　P.8-11

ニュース／エンタメ

機能名 ページ

S!情報チャンネル／
お天気

新情報 　P.10-3

バックナンバー 　P.10-3

サービス登録・解除 　P.10-3

再配信要求 　P.10-9

S!情報チャンネル
通知設定

　P.10-9

お天気アイコン 　P.10-3

S!速報ニュース 　P.10-4

無料コンテンツ 　P.10-5

S!コンテンツストア 　P.10-5

ブログツール 　P.10-7

ブックサーフィン 　P.10-6

ケータイ書籍 　P.10-6

機能名 ページ

天気予報 　P.10-9

手動更新 　P.10-3

設定

待受表示設定 　P.10-9

天気予報通知設定 　P.10-9

アイコン更新設定 　P.10-9

機能名 ページ

S!速報ニュース一覧 　P.10-4

設定

自動更新設定 　P.10-10

画像取得設定 　P.10-10

自動更新予定確認 　P.10-10

背景変更設定 　P.10-10

S!速報ニュース
一覧消去

　P.10-10
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メニュー一覧
1

■静止画撮影

■動画撮影

■静止画設定：各種設定

■動画設定：保存設定

■ミュージック

■ムービー

カメラ

機能名 ページ

静止画撮影 　P.7-4

動画撮影 　P.7-5

バーコードリーダー 　P.9-31

名刺読み取り 　P.9-33

レシート読み取り 　P.9-17

ラクラク瞬漢ルーペ 　P.9-35

画像レビュー 　P.7-6

静止画設定

撮影サイズ 　P.7-14

画質設定 　P.7-13

各種設定 　P.7-13

動画設定

撮影時間／サイズ 　P.7-14

マイク設定 　P.7-14

保存設定 　P.7-13

機能名 ページ

撮影設定

明るさ調整 　P.7-13

フォーカス設定 　P.7-13

ホワイトバランス 　P.7-14

撮影モード
フレーム追加 　P.7-7

連写 　P.7-7

バーコード／名刺読取 　P.9-31

画像レビュー 　P.7-6

撮影サイズ 　P.7-14

シーン 　P.7-14

画質設定 　P.7-13

セルフタイマー 　P.7-7

各種設定 　P.7-13

ヘルプ 　P.7-13

機能名 ページ

撮影設定
明るさ調整 　P.7-13

フォーカス設定 　P.7-13

表示サイズ 　P.7-14

画像レビュー 　P.7-6

撮影時間／サイズ 　P.7-14

マイク設定 　P.7-14

画質設定 　P.7-13

セルフタイマー 　P.7-7

各種設定 　P.7-13

ヘルプ 　P.7-13

機能名 ページ

フォーカスマーク 　P.7-13

アイコン表示 　P.7-13

シャッター音 　P.7-13

保存先設定 　P.7-13

自動保存設定 　P.7-13

リモートシャッター設定 　P.7-13

送信キー設定 　P.7-13

機能名 ページ

保存先設定 　P.7-13

自動保存設定 　P.7-13

メディア

機能名 ページ

ミュージック 　P.8-4

ムービー 　P.8-5

機能名 ページ

続き再生 　P.8-8

プレイリスト 　P.8-6

楽曲を探す 　P.8-3

設定

サウンド効果 　P.8-8

再生モード 　P.8-8

オーディオ出力
切替

　P.8-8

機能名 ページ

続き再生 　P.8-8

プレイリスト 　P.8-6

動画を探す 　P.8-3

設定

再生モード 　P.8-8

バックライト 　P.8-8

表示サイズ 　P.8-8

サウンド効果 　P.8-8

Webリンク情報表示設定 　P.8-8

オーディオ出力
切替

　P.8-8
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メニュー一覧
■PIM・生活

■時計・計測

■文書・録音 ■外部接続

■外部接続：Bluetooth

ツール

機能名 ページ

アラーム 　P.9-10

プロフィール交換 　P.13-5

お目覚めTV 　P.9-12

リラクゼーションタイム 　P.9-14

予定リスト 　P.9-8

災害用ツール

緊急速報メール 　P.9-15

災害用音声お届け 　P.9-16

災害用伝言板 　P.9-16

撮って家計簿 　P.9-17

電卓 　P.9-21

マネー積算メモ 　P.9-22

見せかけコール

見せかけコール実行 　P.9-41

On／Off設定 　P.9-23

着信相手登録 　P.9-23

着信音選択 　P.9-23

着信タイミング設定 　P.9-23

サイレント設定時動作 　P.9-41

機能名 ページ

ストップウォッチ 　P.9-24

キッチンタイマー 　P.9-25

世界時計 　P.9-26

時報 　P.9-27

バッテリーメーター 　P.1-20

機能名 ページ

スマートリンク辞書 　P.2-14

検索 　P.2-16

メモ帳 　P.9-28

ちょこっとメモ 　P.2-17

アスキーアート 　P.9-29

ボイスレコーダー

録音時間 　P.9-42

着うた・メロディ 　P.9-30

保存先設定 　P.9-42

バーコード／名刺読
取

バーコードリーダー 　P.9-31

データフォルダ 　P.9-43

QRコード作成 　P.9-32

名刺読み取り 　P.9-33

レシート読み取り 　P.9-17

ラクラク瞬漢ルーペ 　P.9-35

文字読み取り 　P.9-34

読み取りデータ確認 　P.9-43

ガイド機能 　P.1-20

機能名 ページ

Bluetooth　 　P.13-6

赤外線通信
On／Off設定 　P.13-17

一括データ送信 　P.13-4

カードリーダモード 　P.13-10

USB充電 　P.1-24

メモリカードメニュー 　P.12-6

メモリカード保存・読込み 　P.13-12

機能名 ページ

On／Off設定 　P.13-7

デバイス登録 　P.13-7

登録済みデバイス 　P.13-8

一括データ送信 　P.13-9

腕時計連携設定 　P.13-17

マイデバイス設定 　P.13-17

マイデバイス情報 　P.13-17
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5-31

メニュー一覧
1

■設定（TV）

データフォルダ

機能名 ページ

ピクチャー 　P.7-8

デジタルカメラ 　P.12-2

着うた・メロディ 　P.9-30

S!アプリ 　P.8-7

ミュージック 　P.12-2

ムービー 　P.12-2

ブック 　P.12-2

きせかえアレンジ 　P.2-5

Flash®　 　P.12-2

その他ファイル 　P.12-2

メモリ確認 　P.12-2

カレンダー P.9-2

TV　

機能名 ページ

TV視聴 　P.6-2

TVプレイヤー 　P.6-8

TVリンク 　P.6-12

番組表 　P.6-6

録画／視聴予約 　P.6-9

設定 　P.6-11

機能名 ページ

予約時間お知らせ 　P.6-14

データ放送

録画設定 　P.6-13

画像保存先設定 　P.6-13

通信接続時確認設定 　P.6-11

位置情報利用設定 　P.6-12

製造番号利用設定 　P.6-12

放送局メモリ削除 　P.6-11

画面サイズ設定 　P.6-4

横画面時設定 　P.6-11

イヤホン／スピーカー切替 　P.6-11

オーディオ出力切替 　P.6-11

着信時優先動作 　P.6-11

TV予約優先設定 　P.6-14

オートオフ設定
オートオフ時間設定 　P.6-11

本体クローズ動作設定 　P.6-11

電話機能

機能名 ページ

電話帳 　P.2-18

電話帳新規登録 　P.2-19

インフォメーション 　P.1-24

通話履歴 　P.3-9

簡易留守録再生 　P.3-5

留守番電話再生 　P.3-13

S!電話帳バックアップ 　P.13-14

オーナー情報 　P.1-20

電話帳グループ編集 　P.2-20

メールグループ 　P.4-19

楽ともリンク 　P.3-8

スピードダイヤル／メール 　P.3-7

プッシュトーンリスト 　P.3-16

設定・管理

電話帳設定 　P.2-24

通話履歴設定 　P.3-17

電話帳管理 　P.2-26
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メニュー一覧
■音・表示

■音・表示：ディスプレイ設定

■音・表示：音・バイブ・ライト

■音・表示：日時設定

■本体・メモリカード設定

機能名 ページ

マナーモード設定 　P.1-24

ディスプレイ設定 　P.14-3

きせかえアレンジ 　P.2-5

音・バイブ・ライト 　P.2-6

日時設定 　P.14-2

Language　 　P.14-3

着信音出力切替 　P.14-6

受話音量調節 　P.3-15

メニュー切替 　P.1-16

機能名 ページ

壁紙 　P.2-4

画面ピクチャー 　P.14-3

ベールビュー 　P.1-25

画面エフェクト 　P.14-3

文字表示 　P.2-3

待受設定

時計／カレンダー表示 　P.14-4

待受ウィンドウ設定 　P.14-4

ネットワーク
オペレータ名表示

　P.14-4

ミニ電池表示 　P.1-25

電源Onメッセージ 　P.14-3

サブディスプレイ

点灯時間 　P.14-4

メール表示 　P.14-4

時計表示設定 　P.14-4

時計フォント 　P.14-4

着信相手表示 　P.14-4

バックライト 　P.14-3

パネル点灯時間 　P.14-3

通話中パネル点灯時間 　P.14-3

ダイヤル表示設定 　P.14-3

機能名 ページ

音量 　P.14-5

着信音／ムービー 　P.2-6

待ちうた 　P.2-6

効果音 　P.14-6

バイブ 　P.2-6

着信ライト設定 　P.14-5

インフォメーションライト設定 　P.14-5

エニーキーアンサー 　P.14-5

サラウンド 　P.14-6

機能名 ページ

日付時刻設定 　P.14-2

時刻補正 　P.14-2

サマータイム設定 　P.14-2

タイムゾーン設定 　P.14-2

時計／カレンダー表示 　P.14-4

世界時計 　P.9-26

自動世界時計 　P.9-26

アラーム 　P.9-10

祝日設定 　P.9-36

時刻フォーマット 　P.14-2

日付フォーマット 　P.14-2

カレンダーフォーマット 　P.14-2

機能名 ページ

機能名 ページ

ユーザー辞書 　P.2-13

キーショートカット設定 　P.1-14

キーバックライト設定 　P.14-4

ダブルナンバー設定

On／Off設定 　P.1-21

モード切替 　P.1-23

回線名／アイコン編集 　P.1-26

回線別着信拒否 　P.1-26

着信通知アイコン表示 　P.1-26

パケット接続確認 　P.1-26

利用回線設定 　P.1-26

メモリカードメニュー 　P.12-6

メモリカード
保存・読込み

保存（全項目） 　P.13-18

保存（選択項目） 　P.13-12

読込み（全項目） 　P.13-18

読込み（選択項目） 　P.13-13

設定・管理 　P.13-18

セキュリティ設定 　P.11-3

ソフトウェア更新 　P.15-7

初期化
設定リセット 　P.14-9

オールリセット 　P.14-9
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メニュー一覧
1

■本体・メモリカード：メモリカードメニュー

■本体・メモリカード：セキュリティ設定

■通話 ■ネットワーク

機能名 ページ

プリント指定
（DPOF）

枚数指定 　P.7-12

設定 　P.7-15

プリント指定状況確認 　P.7-12

全設定リセット 　P.7-15

SDローカルコンテンツ 　P.12-9

フォーマット 　P.12-6

メモリ確認 　P.12-2

機能名 ページ

PIN認証 　P.11-3

キー操作ロック 　P.11-3

ケータイ機能制御 　P.11-5

機能別ロック 　P.11-4

履歴使用禁止 　P.11-4

シークレットモード 　P.11-4

ロックメッセージ設定 　P.11-6

暗証番号設定
入力要否設定 　P.1-19

暗証番号登録 　P.1-18

管理者用設定 　P.1-19

機能名 ページ

通話時間・
データ通信

通話時間明細 　P.3-9

データ通信明細 　P.3-17

通話中時間表示 　P.3-17

通話中時間お知らせ音 　P.3-17

簡易留守録設定

On／Off設定 　P.3-5

応答時間設定 　P.3-14

応答文再生 　P.3-14

音量設定 　P.3-14

留守番・転送電話

留守番電話 　P.3-13

転送電話 　P.3-12

留守番・転送停止 　P.3-13

設定確認 　P.3-19

TVコール設定

送信画像切替 　P.3-21

受信画質設定 　P.3-21

送信画質設定 　P.3-21

保留中ガイダンス表示 　P.3-21

バックライト 　P.3-21

スピーカーホン 　P.3-21

マイクミュート 　P.3-21

リモートモニタモード 　P.3-14

発番号通知・表示 　P.3-20

着信お知らせ機能 　P.3-13

国際発信設定

国際コード設定 　P.3-15

国番号リスト 　P.3-15

海外発信アシスト機能 　P.3-15

発着信制限

発信規制 　P.3-19

発信先限定 　P.3-10

着信規制 　P.3-20

着信拒否 　P.3-11

自動応答（イヤホン） 　P.3-20

割込通話 　P.3-19

機能名 ページ

ネットワーク選択 　P.14-7

3G／GSM設定 　P.14-7

電波サーチ 　P.14-7

電波Offモード 　P.1-17

ネットワーク自動調整 　P.14-7

位置情報設定 　P.14-8

ネットワーク状態表示 　P.14-7

外部機器設定 　P.14-7

技術基準適合証明 　P.14-7
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ACアダプタ ................................................. 1-4
Bluetooth®　 ............................................. 13-6
DPOF（→プリント指定） ............................ 7-12
Language（言語選択） .............................. 14-3
PCサイトブラウザ ....................................... 5-6
PCメール ............................................ 4-2、4-20

PCメール設定 ........................................ 4-37
PCメール送信 ............................................ 4-22
PINコード .................................................. 15-2
PINコード変更 ........................................... 11-6
PIN認証 ..................................................... 11-3
PINロック .................................................. 15-2
QRコード作成 ........................................... 9-32
RSSフィード .............................................. 5-10
SDローカルコンテンツ .............................. 12-9
SMS　 ............................................................. 4-2

SMS設定 ................................................ 4-39
SMS送信 .................................................... 4-10
S!アプリ ....................................................... 8-7
S!アプリオールリセット ........................... 8-11
S!アプリ設定リセット ............................... 8-11
S!コンテンツストア ................................... 10-5
S!情報チャンネル ............................. 10-3、10-9

お天気アイコン ...................................... 10-3
S!速報ニュース .......................................... 10-4

コンテンツ削除 .................................... 10-10
自動更新設定 ........................................ 10-10

S!電話帳バックアップ ............................. 13-14
自動保存設定 ........................................ 13-16
履歴 ...................................................... 13-19

S!メール ....................................................... 4-2
デコレメール ............................................ 4-7
ファイル添付 ............................................ 4-6

フィーリングメール .................................4-6
メール作成サイズ ..........................4-25、4-36

S!メール送信 ...............................................4-4
TVコール .....................................................3-6

リモートモニタモード ...........................3-14
TVプレイヤー ..............................................6-8
TVリンク ...................................................6-12
USB充電 .............................................1-5、1-24
USIMカード ..............................................15-2
USIMカードの暗証番号（→PINコード） .....15-2
Yahoo!ケータイ .........................................5-4

アイコンの見かた（→マークの見かた） ........1-9
アスキーアート ..........................................9-29
アニメビュー表示 .............................4-12、4-34
アフターサービス ....................................15-41
アラーム .....................................................9-10

解除 ........................................................9-11
削除 ........................................................9-11
世界時計連動設定 ...................................9-40
編集 ........................................................9-40
マナーモード時設定 ...............................9-40

暗証番号 .....................................................1-18
入力要否設定 ..........................................1-19

安心遠隔ロック .................................11-3、11-6
安全上のご注意 ............................................ viii
イヤホン着信 ..............................................3-14
インターネット ............................................5-2

URL入力 ............................................5-4、5-6
アクセス ............................................5-4、5-6
閲覧履歴 ............................................5-4、5-6
情報画面の操作のしかた ..........................5-7
設定 ........................................................5-13
ブックマーク／画面メモ登録 ...................5-9

インフォメーション .....................................1-7
エニーキーアンサー ...................................14-5
応答保留 .....................................................3-14
オートフォーカス ........................................7-2
オーナー情報 ..............................................1-20

Bluetooth®　 .........................................13-18
赤外線通信 ...........................................13-17
プロフィール交換 ...................................13-5

オープンポジション .....................................1-2
オールリセット ..........................................14-9
お手入れ .....................................................15-8
お天気アイコン ..........................................10-3

アイコン更新設定 ...................................10-9
手動更新 .................................................10-3
天気予報 .................................................10-9

お天気アイコン一覧 .................................15-20
お問い合わせ先一覧 .................................15-42
音・バイブ・ライト ......................2-6、14-5、14-6
お願いとご注意 ............................................ xiv
オプションサービス ...................................3-12
オプションサービス設定確認 ....................3-19
お目覚めTV ................................................9-12

解除 ........................................................9-13
削除 ........................................................9-13

音楽再生 ................................................8-4、8-8
音楽削除 .......................................................8-9
音楽入手 .......................................................8-3
音声電話 .......................................................3-3
音声メモ録音 ..............................................3-16

カードリーダモード .................................13-10
ガイド機能 .................................................1-20
外部接続端子 ................................................1-2
各部の名称 ...................................................1-2
画像加工 .......................................................7-8

索引
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索引
1

画像合成 .................................................... 7-11
画像レビュー ............................................... 7-6
壁紙 ............................................................. 2-4

スライド壁紙 ........................................... 2-4
壁紙登録 .................................. 4-28、9-44、12-8
カメラ ................................................... 1-2、7-2

明るさ調整 ............................................. 7-13
画質設定 ................................................ 7-13
画像レビュー ........................................... 7-6
自動保存設定 ......................................... 7-13
静止画撮影 ............................................... 7-4
接写 ........................................................ 7-13
セルフタイマー撮影 ................................ 7-7
動画撮影 .................................................. 7-5
フォーカスロック .................................. 7-13
保存先設定 ............................................. 7-13
マニュアルフォーカス ........................... 7-13

画面エフェクト ......................................... 14-3
画面の見かた ............................................... 1-7
画面ピクチャー ......................................... 14-3
画面メモ ............................................. 5-9、5-15
カレンダー ................................................... 9-2

カレンダーの設定 .................................. 9-36
予定編集 ................................................ 9-37

簡易留守録 .......................................... 3-5、3-14
管理者用暗証番号 ............................. 1-18、1-19
キーショートカット設定 ........................... 1-14
キー操作ロック ......................................... 11-3
キーバックライト設定 ............................... 14-4
技術基準適合証明 ...................................... 14-7
きせかえアレンジ ........................................ 2-5
キッチンタイマー ...................................... 9-25
機能の探しかた ...............................................ii
機能の呼び出しかた .................................. 1-12
機能別仕様 ............................................... 15-22

S!アプリ .............................................. 15-24
インターネット .................................... 15-23
カメラ／静止画編集 ............................ 15-23

カレンダー ........................................... 15-24
共通操作 ............................................... 15-22
通信／バックアップ ............................. 15-25
ツール .................................................. 15-24
データフォルダ .................................... 15-24
テレビ .................................................. 15-23
電話 ...................................................... 15-22
ニュース／エンタメ ............................. 15-24
ネットワーク ....................................... 15-25
メール .................................................. 15-22
メディアプレイヤー ............................. 15-24
メモリカード ....................................... 15-24

機能別ロック ............................................. 11-4
切替通話 .................................................... 3-19
緊急速報メール ......................................... 9-15
緊急通報（110、119、118）発信 ................... 3-2
クイックオペレーション ........................... 1-12
クイック返信設定 ...................................... 4-30
空気抜き穴 ................................................... 1-2
くっきりトーン ........................................... 3-4
区点コード一覧 ....................................... 15-14
グループ通話サービス ............................... 3-12
クローズポジション .................................... 1-2
携帯電話機の比吸収率（SAR）について ......... xx
ケータイ機能制御 ...................................... 11-5
ケータイ書籍 ............................................. 10-6
ケータイ書籍ライブラリ ......................... 10-11
言語選択 .................................................... 14-3
検索 ............................................................ 2-16
効果音 ........................................................ 14-6
交換機用暗証番号 ...................................... 1-18
国際電話 ...................................................... 3-3
国際発信 ............................................. 3-4、3-15
故障かな？と思ったら ............................... 15-9
誤動作防止 ................................................. 1-20

災害用音声お届けサービス ........................ 9-16
災害用ツール ............................................. 9-15
災害用伝言板 ............................................. 9-16
サイドボタン ............................................... 1-3
サブディスプレイ ...................... 1-2、1-11、14-4
サマータイム設定 ............................. 9-26、14-2
参考URL .................................................. 15-25
シークレットモード .................................. 11-4
時刻補正 .................................................... 14-2
自動再送 .................................................... 4-36
自動返信設定 .................................... 4-13、4-30
時報 ............................................................ 9-27

時報音 .................................................... 9-41
世界時計連動設定 .................................. 9-42
バイブ .................................................... 9-41
マナーモード時設定 ............................... 9-42

写メール ...................................................... 7-4
充電 .............................................................. 1-4
充電端子 ...................................................... 1-2
受信ボックス表示設定 ............................... 4-34
受話音量調節 ...................................... 3-3、3-15
受話口 .......................................................... 1-2
仕様 .......................................................... 15-21
ショートカット .......................................... 1-14
初期化 ........................................................ 14-9

オールリセット ...................................... 14-9
設定リセット ......................................... 14-9
メモリカード ......................................... 12-6

署名設定 .................................................... 4-24
シンプルメニュー ...................................... 1-16
ステータスアイコンリスト .......................... 1-7
ストップウォッチ ...................................... 9-24
ストラップ取り付け穴 ................................. 1-2
スヌーズ設定 .................................... 9-10、9-11
スピーカー ................................................... 1-2
スピーカーホン ................................. 3-16、3-21
スピードダイヤル／メール ................. 3-7、4-23
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索引
スマートリンク辞書 ................................... 2-14
スモールライト ............................................ 1-2
スライド壁紙 ............................................... 2-4
スロートーク ............................................... 3-4
静止画撮影 ................................................... 7-4

撮影サイズ ............................................. 7-14
シーン .................................................... 7-14
シャッター音 .......................................... 7-13
フレーム付き撮影 .................................... 7-7
ホワイトバランス .................................. 7-14
連写撮影 ................................................... 7-7

静止画編集 ................................................... 7-8
顔写真の加工 .......................................... 7-10
画像合成 ........................................ 7-11、7-15
サイズ変更 ............................................... 7-9
その他の静止画編集 ............................... 7-14
パノラマ合成 .......................................... 7-11

世界時計 ..................................................... 9-26
自動世界時計 .......................................... 9-26

世界時計連動設定 ............................. 9-40、9-42
赤外線通信 ................................................. 13-3

受信 ........................................................ 13-4
送信 ............................................. 13-4、13-17

赤外線ポート ............................................... 1-2
セキュリティ設定 ............................. 1-18、11-3
設定リセット ............................................. 14-9
操作用暗証番号 .......................................... 1-18
送信済みメールの取消 ............................... 4-24
送信ボックス表示設定 ............................... 4-34
送話口 .......................................................... 1-2
ソフトウェア更新 ...................................... 15-7
ソフトキー ................................................... 1-8

タイムゾーン設定 ............................. 9-26、14-2
ダウンロード辞書 ...................................... 2-13
ダブルナンバー ................................. 1-21、1-26
着信お知らせ機能 ...................................... 3-13
着信音量変更 ............................................. 14-5

着信規制 .....................................................3-20
着信拒否 ............................................3-11、3-14
着信時の動作 .......................................2-6、14-5
着信ライト設定 ..........................................14-5
着信履歴 .......................................................3-9
チャットフォルダ .............................4-18、4-33
ちょこっとメモ ..........................................2-17
通信用内蔵アンテナ .....................................1-2
ツール ..........................................................9-6
通話時間の確認 ............................................3-9
通話中時間お知らせ音 ...............................3-17
通話中時間表示 ..........................................3-17
通話中発信 .................................................3-19
ディスプレイ ................................................1-2
ディスプレイ設定 ......................................14-3
データフォルダ ..........................................12-2

スライドショー .............................12-3、12-8
ファイル移動／コピー ...........................12-4
ファイル確認 ..........................................12-3
ファイル複数選択 ...................................12-4
ファイルメール添付 ........................4-6、12-3
フォルダ作成 ..........................................12-4
フォルダシークレット設定 ....................12-4
フォルダ名変更 ......................................12-9

でか文字メニュー ........................................2-3
デコレメール送信 ........................................4-7
デュアルモード ..........................................1-23
テレビ視聴 ...................................................6-4
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電話をかける（TVコール） ............................ 3-6
電話をかける（音声電話） ............................. 3-3
電話をかける（国際電話） ............................. 3-3
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動画再生 ............................................... 8-5、8-8
動画削除 ...................................................... 8-9
動画撮影 ...................................................... 7-5

撮影時間／サイズ .................................. 7-14
表示サイズ ............................................. 7-14
マイク設定 ............................................. 7-14

動画入手 ...................................................... 8-3
時計／カレンダー表示 ............................... 14-4
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日時設定 .................................................... 14-2
ニュース／エンタメ .................................. 10-2
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バーコード読み取り .................................. 9-31
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配信確認 .................................. 4-12、4-24、4-36
バイブレータ ............................................... 2-6
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バックアップ ........................................... 13-11
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バックライト ...................................... 1-8、14-3
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発着信規制サービス .................................. 3-12
発着信履歴 .......................................... 3-9、3-17
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発番号通知・表示 ........................................ 3-20
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■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

.お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。

.内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

.保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載され

ている項目をもう一度ご確認ください。（AP.15-9）
該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約

いただいたソフトバンクの故障受付（AP.15-42）にご相談くだ

さい。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

.保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

.保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場

合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただい

た「取扱店」、 寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問

い合わせ先」（AP.15-42）までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の 低保

有期間は、生産打ち切り後６年です。

保証書とアフターサービス

.本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会

を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につき

ましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ

さい。

.故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変

化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとってお

かれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／音

楽／静止画／動画など）や設定した内容が消失／変化した場合の

損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめ

ご了承ください。

.本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。ま

た、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意

ください。
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■ソフトバンクカスタマーサポート

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

お問い合わせ先一覧

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157（無料）
一般電話から j0800-919-0157（無料）

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113（無料）
一般電話から j0800-919-0113（無料）

東日本地域 022-380-4380（有料） 東海地域 052-388-2002（有料）

関西地域 06-7669-0180（有料）
中国・四国・九州・
沖縄地域

092-687-0010（有料）

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）
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