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はじめに
このたびは、「SoftBank 202HW」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
● SoftBank 202HWをご利用の前に、「かんたん使い方ガイド（基本操作編）」「かんたん使い方ガイド（フルセグ・ワンセグ操作
編）」および「取扱説明書（本書）」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

● ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 202HWは、3G方式に対応しております。

ご注意
● 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
● 本書の内容は将来、予告なしに変更することがございます。
● 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせ
先（r P.9-25）までご連絡ください。

本書の最新版は、ソフトバンクモバイルホームページからダウンロードできます。
http://www.softbank.jp/mb/r/support/202hw/
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本書の構成
本文中の各章には、主に右の内容
が記載されています。

準備／基礎知識

メール添付画像の表示／操作

スライドショーの表示／操作

テレビ

データフォルダ

緊急速報メール

設定

その他

資料／付録

本機をお使いになるための準備や基礎的な知識をまとめて
説明しています。必ずお読みください。

メールで受信した画像の表示や操作について説明していま
す。

スライドショーの表示や操作について説明しています。

テレビの視聴や録画／視聴予約、録画した番組の再生や操
作について説明しています。

本体内およびメモリカードに保存されている画像の表示、
動画／音楽の再生や操作について説明しています。

緊急速報メールについて説明しています。

本機のメモリ情報の確認方法や動作設定などについて説明
しています。

本機を初期化する方法について説明しています。

本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。
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本書の見かた
本書では、「SoftBank 202HW」を「本機」と表記
しています。あらかじめご了承ください。

また、主にお買い上げ時の状態を基準に説明している
ため、設定を変更された場合、本機の表示や動作が本
書の記載と異なる場合があります。

画面表示やイラストについて
本書内の画面表示やイラストはイメージイラストであり、実
際の画面表示や商品とは異なる場合があります。

画面表示の表記について
本機では、設定画面などの選択済みの項目は背景がグレーで表示さ
れます。本書内の画面表示も同様に、次のように表記しています。

キーの使いかたと表記について
本書では、本機のキーをすべて記号で表記しています。本機
とリモコンで操作が同様の場合、本機での操作を記載してい
ます。本機とリモコンで操作が異なる場合には、リモコンの
操作を併記しています。「各部の名称と機能」（r P.1-2）
を参照してください。

また、本書では、各操作の説明を次のように表記しています。

本
書
の
見
か
た

選択済みの項目 選択中の項目

1
メニュー画面が表示されます。

2       ／    で「本体設定」を選択
→

D

C

B

A

A操作するタッチキーを示します。

B操作後に表示される画面、または動作などを記載しま
す。

C選択するメニュー項目や画面表示などを示します。

D操作するタッチキーを示します。



お買い上げ品の確認

iv

ご使用の前に、次の同梱物がそろっていることをお確かめください。

●本機はSDメモリカード（SDHCメモリカード含む）、MMC（MultiMediaCard）に対応しています。ご利用にあたっては、市販のSDメ
モリカード（SDHCメモリカード含む）、MMC（MultiMediaCard）を購入してください。

●本書では、SDメモリカード（SDHCメモリカード含む）、MMC（MultiMediaCard）を「メモリカード」と記載しています。
●ご使用前に、ディスプレイから保護フィルムを取り外してください。保護フィルムが取り付けられていると、人感センサーが動作しない
場合があります。

お
買
い
上
げ
品
の
確
認

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ま
た、お読みになったあとは大切に保管してください。
 ● ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然
に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
 ● 本機の故障、誤動作または不具合などにより、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。 

表示の説明
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度
を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ※1 を負
う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ※1 を負
う可能性が想定される」内容です。

注意
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2 を負う可能性が
想定される場合および物的損害※3 のみの発生が想定される」内
容です。

※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
が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。

※2： 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
※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す。

絵表示の説明
次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで
本文をお読みください。

禁止

禁止（してはいけないこと）
を示します。

濡れ手禁止

濡れた手で扱ってはいけな
いことを示します。

分解禁止

分解してはいけないことを
示します。

指示

指示に基づく行為の強制（必
ず実行していただくこと）
を示します。

水濡れ禁止

水がかかる場所で使用した
り、水に濡らしたりしては
いけないことを示します。 電源プラグ

を抜く

電源プラグをコンセントか
ら抜いていただくことを示
します。

本機、ACアダプタ、リモコン、USIMカード、miniB-
CASカード、メモリカード（オプション品）の取り扱いにつ
いて（共通）

 危険

指示

本機に使用するACアダプタは、ソフトバンクが指定したものを使用してく
ださい。
指定品以外のものを使用した場合は、本機の発熱・発火・故障などの原因と
なります。

分解禁止

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。 
 

水濡れ禁止

濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置すると、発熱・
感電・火災・けが・故障などの原因となります。
使用場所、取り扱いにご注意ください。 

禁止

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天
下の車内など）で使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこ
もりやすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内な
ど）においても同様の危険がありますので、充電・使用・放置・携帯しない
でください。
機器の変形・故障や内蔵電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、
ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

禁止

本機にACアダプタを接続する際、うまく接続できないときは、無理に行わ
ないでください。
 内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

 警告

禁止

本機・ACアダプタ・リモコンを、加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容
器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いた
りしないでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機とACアダプタの発熱・発煙・発火・
故障などの原因となります。

指示

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所 
（ガソリンスタンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。
また、充電もしないでください。
ガスに引火する恐れがあります。
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、
爆発や火災などの原因となります。

禁止

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、火災・感電・故障などの原因となります。
 

 

指示

使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいた
ときは、次の作業を行ってください。
1. コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
2. 本機の電源を切ってください。
異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

禁止

電源プラグ差込口、メモリカード挿入口、USIM カード挿入口、miniB-
CASカード挿入口、外部アンテナ差込口に水やペットの尿などの液体や導
電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れ
ないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災や故障などの原因となります。

 注意

禁止

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、けがや故障などの原因となります。 
 

指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って破損したり、けがなどの原因となります。
 

指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中に
おいても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて
 危険

禁止

火の中に投下しないでください。
内蔵電池を漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。
 

 危険（つづき）

禁止

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない
でください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。 

指示

内蔵電池内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で
洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。 

 警告

指示

内蔵電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をや
め、きれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。 

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してくださ
い。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。 

指示

ペットが噛みつかないようご注意ください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。
 

指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を
切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※  ご注意いただきたい電子機器の例  
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用
電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

指示

航空機内では本機の電源を切ってください。 
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。
航空機内で電波を発する電子機器の電源を入れることは、法律で禁止されて
おり、罰則の対象となります。

指示

本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では
電源をお切りください。
機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使
用ください。

指示

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な
場所に移動してください。
落雷や感電の原因となります。

  注意

指示

不要になった本機は、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。
 

 

禁止

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、
安全走行を損なう恐れがあります。 

指示

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師
の診察を受けてください。
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっ
ては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。（「使用材料」参照）

禁止

本機に磁気カードなどを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。 

禁止

本機をふり回さないでください。
本人や周囲の人に当たると、けがなどの事故や故障および破損の原因となり
ます。 

指示

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。
長時間肌に触れていると、低温やけどになる恐れがあります。 

禁止

着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、ス
ピーカーに耳を近づけないでください。
難聴になる可能性があります。 

指示

防水カバーを開閉する際は、指などを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となります。 
 

お願いとご注意

 注意（つづき）

指示

テレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空
けてご使用ください。
視力低下につながる可能性があります。 

指示

万が一、ディスプレイ部を破壊した際、割れたガラスや露出した本体内部に
ご注意ください。
誤って割れた破損部や露出部に触れるとけがの原因となります。 

禁止

本体が破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

USIM カード、miniB-CASカード、メモリカードの取り扱
いについて

  注意

禁止

USIM カード、miniB-CASカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力
を加えないでください。
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないよう
にご注意ください。

禁止

USIM カードは指定以外のものを使用しないでください。
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。 
 

禁止

メモリカード挿入口にメモリカード以外のものを入れないでください。
発熱・感電・故障の原因となります。 
 

禁止

メモリカードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、メ
モリカードを取り出さないでください。
データ消失・故障の原因となります。 

禁止

メモリカードは対応品以外のものを使用しないでください。
データ消失・故障の原因となります。記憶容量が2GB（SD・MMC）
/32GB (SDHC) までのメモリカードに対応しています。 

ACアダプタの取り扱いについて

 警告

禁止

充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となります。
 

指示

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。
ACアダプタ： AC100V～ 240V 50/60Hz（家庭用ACコンセント専用） 

電源プラグ
を抜く

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを
持ってコンセントからプラグを抜いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。 
 

指示

プラグにほこりが付いたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセント
から抜き、乾いた布などでふき取ってください。
火災の原因となります。 

指示

AC アダプタをコンセントに差し込むときは、AC アダプタのプラグに導
電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れ
ないように注意して、確実に差し込んでください。
 感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れ手禁止

濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。
感電や故障などの原因となります。 

禁止

雷が鳴りだしたら、ACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。 

マナーとルールを守り安全に使用しましょう
安全のために
こんな使いかたはやめましょう。
●  分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。 
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。

●  落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。 
故障などの原因となります。

●  本機を加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）
の上に置いたりしないでください。 
故障などの原因となります。

●  高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用・
放置しないでください。 
機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となること
があります。

●  本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、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。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう！
安全のために使用が禁止されています。
●  航空機内では本機の電源を切ってください。 
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話等の電源を入れることは、法律で
禁止されており、罰則の対象となります。

●  病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。医療機器などに影
響をおよぼす場合があります。

●  電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペースメーカなど生命にかかわる機器に影
響をおよぼすことがあります。

●  ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがありますので、使用しないでください。

 お問い合わせ先一覧

テレビ利用時のご注意  テレビを見る準備をしましょう

●ACアダプタ（ＨＷCAV1）

●お願いとご注意（別紙）

●かんたん使い方ガイド（フルセ
グ・ワンセグ操作編）（別紙）

●保証書（別紙）

● 202HW本体

●スタンド棒（HWKAV1/
HWKAV2）

● 202HWリモコン
（HWMAV1/HWMAV2）

●miniB-CASカード

基本操作編

このたびはSoftBank 202HWをお買い上げいただき、

まことにありがとうございます。

•  SoftBank 202HWをご利用の前に、本書をご覧になり、正しく
お取り扱いください。

•  本書では、本機とリモコンで操作が同様の場合、本機での操作を記
載しています。本機とリモコンで操作が異なる場合には、リモコン
の操作を併記しています。

• 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
•  本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先までご連絡
ください。

•  取扱説明書は、ソフトバンクホームページ（http://www.
softbank.jp/mb/r/support/202hw/）からダウンロードするこ
とができます。

ご使用の前に、次の同梱物がそろっていることをご確認ください。

 ●202HW本体

 ●ACアダプタ（HWCAV1）

 ●miniB-CASカード
 ●リモコン（HWMAV1/HWMAV2）

 ●スタンド棒（HWKAV1/HWKAV2）

 ●かんたん使い方ガイド（基本操作編）（本書）

 ●お願いとご注意（別紙）

 ●かんたん使い方ガイド（フルセグ・ワンセグ操作編）（別紙）
 ●保証書（別紙）

 ● 前面
A

E

B CD

MLKJIHGF

A ディスプレイ
B 人感センサー
C 環境光センサー
D 赤外線ポート
E タッチキー

 ● 底面

U V WT

T 電源プラグ差込口
U miniB-CASカード挿入口
V メモリカード挿入口
W USIMカード挿入口

 ● リモコン正面／背面

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

戻る メニュー 設定

番組表 録画
録画
一覧

11 12

ＴＶ

ＣＨー OK

フォト

VOL+

VOLー

ＣＨ＋

A

IH J

B

D

F

C

G
E

K

A 赤外線ポート

スライド表示中の操作 メニュー表示中の操作

B 本機のディスプレイを点灯／消灯します。

C スライドの表示モードを切り替
えます。

選択枠を移動します。
設定値を変更します。

D 前の画像を表示します。

E 次の画像を表示します。

F スライドの表示モードを切り替
えます。

G 画像のスライド表示を一時停止
／再生します。

選択したメニューを実行し
ます。
設定値を保存します。

H 画像を反時計方向に回転します。 前の画面に戻ります。

I メニューを表示します。 -

J サブメニューを表示します。 -

K 電池カバー

1 USIMカードとminiB-CASカードを取り付ける
防水カバーロックのロックが解除されているか確認して、防水カバーを手
前に引き、持ち上げます。
切り欠きの向きに注意して、「カチッ」と音がするまでゆっくりと奥まで
差し込みます。

USIM
カード挿入口

miniB-CAS
カード挿入口

地上mi
n カチッ

地上
デジ
タル
専用

mi
niB
-C
AS

切り欠き

 故障などの原因となりますので、電源が入っている状態で
USIMカードやminiB-CASカードを取り付け／取り外しを行
わないでください。

2 スタンド棒を取り付ける
スタンド棒をスタンド棒取付口に固定します。
※ スタンド棒にはアンテナが内蔵されています。テレビの視聴は、
必ずスタンド棒を取り付けて行ってください。

スタンド棒取付口

スタンド棒

時計回りに回転して取り付けます。

本機は横向きまたは縦向きに置くことができます。

 ■ 横向きに置く場合  ■ 縦向きに置く場合

3 ACアダプタを取り付ける
付属のACアダプタの電源プラグを、本機底面の電源プラグ差込口
に差し込みます。

4 コンセントに差し込む
ACアダプタのプラグを、コンセントに差し込みます。

電源ボタン

電源プラグ

電源プラグ差込口

ACアダプタ

 使う準備をしましょう 各部の名称と機能を確認しましょう

※  ご使用前に、ディスプレイから保護フィルムを取り外してください。
保護フィルムが取り付けられていると、人感センサーが動作しない場
合があります。

 ● タッチキー部分

指で軽く触れて（タッチ）操作します。
タッチキーの消灯時は、いずれかのタッチキーにタッチすると、点灯し
て操作できる状態になります。

スライド表示中の操作 メニュー表示中の操作
F スライドショーとテレビを切り替えます。

G メニューを表示します。 -

H 画像を反時計方向に回転します。 前の画面に戻ります。

I 画像のスライド表示を一時停止
／再生します。

選択したメニューを実行し
ます。
設定値を保存します。

J スライドの表示モードを切り替
えます。

選択枠を移動します。
設定値を変更します。

K 

L 前の画像を表示します。

M 次の画像を表示します。

 ● 背面

R

S

N

Q

P

O

N 防水カバーロック
O スタンド棒取付口
P 防水カバー
Q 電源インジケータ
R 電源ボタン
S スタンド棒
※スタンド棒にはアンテナが内蔵されています。 裏面へ続く

 お買い上げ品を確認しましょう

●かんたん使い方ガイド（基本
操作編）（別紙）
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マナーとルールを守り安全に使用しましょう

こんな使いかたはやめましょう。
●分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないで
ください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。

●落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでくださ
い。
故障などの原因となります。

●本機を加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力
釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH 調理器）の上に
置いたりしないでください。
故障などの原因となります。

●高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の
当たる場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでく
ださい。
機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部
が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。

●本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、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。長
時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐
れがあります。

安全のために使用が禁止されています。
●航空機内では本機の電源を切ってください。
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で
携帯電話等の電源を入れることは、法律で禁止されてお
り、罰則の対象となります。

●病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、
使用しないでください。医療機器などに影響をおよぼす場
合があります。

●電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。
ペースメーカなど生命にかかわる機器に影響をおよぼす
ことがあります。

●ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れが
ありますので、使用しないでください。

マ
ナ
ー
と
ル
ー
ル
を
守
り
安
全
に
使

用
し
ま
し
ょ
う 安全のために マナーを守ろう！



安全上のご注意

vi

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に
保管してください。

●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への
危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載してい
ますので、必ずお守りください。

●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、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。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場
合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく
理解したうえで本文をお読みください。

※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、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院
を要するものをいう。

※2： 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、
感電などをいう。

※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
る拡大損害を指す。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明していま
す。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死
亡または重傷※1を負う危険が切迫して生
じることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死
亡または重傷※1を負う可能性が想定され
る」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2
を負う可能性が想定される場合および物的損
害※3のみの発生が想定される」内容です。

安
全
上
の
ご
注
意

表示の説明

危険

警告

注意

禁止（してはいけないこと）を示します。

分解してはいけないことを示します。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らし
たりしてはいけないことを示します。

濡れた手で扱ってはいけないことを示し
ます。

指示に基づく行為の強制（必ず実行してい
ただくこと）を示します。

絵表示の説明

禁止

分解禁止

水濡れ禁止

濡れ手禁止

指示
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安全上のご注意

本機、ACアダプタ、リモコン、USIM カード、
miniB-CAS カード、メモリカード（オプショ
ン品）の取り扱いについて（共通）

本機に使用するACアダプタは、ソフトバンク
が指定したものを使用してください。
指定品以外のものを使用した場合は、本機の発
熱・発火・故障などの原因となります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理
をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因
となります。
本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象と
なります。

濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡
れたまま放置すると、発熱・感電・火災・け
が・故障などの原因となります。
使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、
直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で
使用・放置しないでください。また、暖かい場
所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布
の中、携帯カイロのそばのポケット内など）に
おいても同様の危険がありますので、充電・使
用・放置・携帯しないでください。
機器の変形・故障や内蔵電池の漏液・発熱・発
火・破裂の原因となります。また、ケースの一
部が熱くなり、やけどなどの原因となることが
あります。

本機にACアダプタを接続する際、うまく接続
できないときは、無理に行わないでください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなど
の原因となります。

電源プラグをコンセントから抜いていた
だくことを示します。電源プラグ

を抜く

危険 

指示

分解禁止

水濡れ禁止

禁止

禁止



安全上のご注意

viii

本機・ACアダプタ・リモコンを、加熱調理機
器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）
の中に入れたり、電磁調理器（IH 調理器）の
上に置いたりしないでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本機と
ACアダプタの発熱・発煙・発火・故障などの
原因となります。

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉
塵の発生する場所（ガソリンスタンドなど）で
は、必ず事前に本機の電源をお切りください。
また、充電もしないでください。
ガスに引火する恐れがあります。
プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵
の発生する場所で使用すると、爆発や火災など
の原因となります。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えな
いでください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、火災・
感電・故障などの原因となります。

使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今
までと異なることに気づいたときは、次の作業
を行ってください。

1. コンセントから AC アダプタを持ってプラ
グを抜いてください。

2. 本機の電源を切ってください。
異常な状態のまま使用すると、火災や感電など
の原因となります。

電源プラグ差込口、メモリカード挿入口、USIM
カード挿入口、miniB-CAS カード挿入口、外
部アンテナ差込口に水やペットの尿などの液
体や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製の
ネックレス、ヘアピンなど）が触れないように
してください。また内部に入れないようにして
ください。
ショートによる火災や故障などの原因となり
ます。

警告

禁止

指示

禁止

指示

禁止
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安全上のご注意

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、けがや故障などの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してくださ
い。
誤って破損したり、けがなどの原因となりま
す。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法
を教えてください。使用中においても、指示ど
おりに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

本機の取り扱いについて

火の中に投下しないでください。
内蔵電池を漏液・破裂・発火させるなどの原因
となります。

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつ
けたり、強い衝撃を与えないでください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなど
の原因となります。

内蔵電池内部の液が眼の中に入ったときは、こ
すらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただち
に医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。

内蔵電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場
合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水
で洗い流してください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない
場合は、充電を中止してください。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなど
の原因となります。

ペットが噛みつかないようご注意ください。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や機器の故
障・火災の原因となります。

注意

禁止

指示

指示

危険 

禁止

禁止

指示

警告

指示

指示

指示



安全上のご注意

x

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機
器の近くでは、本機の電源を切ってください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場
合があります。
※ ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込
み型除細動器・その他の医用電気機器・火
災報知器・自動ドア・その他の自動制御機
器など

航空機内では本機の電源を切ってください。
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。
航空機内で電波を発する電子機器の電源を入
れることは、法律で禁止されており、罰則の対
象となります。

本機の電波により運航の安全に支障をきたす
恐れがあるため、航空機内では電源をお切りく
ださい。
機内で本機が使用できる場合は、航空会社の乗
務員の指示に従い適切にご使用ください。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電
源を切って屋内などの安全な場所に移動して
ください。
落雷や感電の原因となります。

不要になった本機は、一般のゴミと一緒に捨て
ないでください。
最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちく
ださい。

車両電子機器に影響を与える場合は使用しな
いでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれ
に車両電子機器に影響を与え、安全走行を損な
う恐れがあります。

指示

指示

指示

指示

注意

指示

禁止
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安全上のご注意

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合
は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けて
ください。
本機では材料として金属などを使用していま
す。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・
かぶれ・湿疹などが生じることがあります。
（「使用材料」r P.9-6参照）

本機に磁気カードなどを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。

本機をふり回さないでください。
本人や周囲の人に当たると、けがなどの事故や
故障および破損の原因となります。

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。
長時間肌に触れていると、低温やけどになる恐
れがあります。

着信音が鳴っているときや、本機でメロディを
再生しているときなどは、スピーカーに耳を近
づけないでください。
難聴になる可能性があります。

防水カバーを開閉する際は、指などを挟まない
ようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となります。

テレビを視聴するときは、充分明るい場所で、
画面からある程度の距離を空けてご使用くだ
さい。
視力低下につながる可能性があります。

万が一、ディスプレイ部を破壊した際、割れた
ガラスや露出した本体内部にご注意ください。
誤って割れた破損部や露出部に触れるとけが
の原因となります

本体が破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

指示

禁止

禁止

指示

禁止

指示

指示

指示

禁止



安全上のご注意

xii

USIM カード、miniB-CAS カード、メモリ
カードの取り扱いについて

USIM カード、miniB-CAS カードの取り付け
および取り外し時に無理な力を加えないでく
ださい。
故障の原因となります。また、取り外しの際、
手や指などを傷つけないようにご注意くださ
い。

USIM カードは指定以外のものを使用しない
でください。
指定以外のカードを使用すると、データの消
失・故障の原因となります。

メモリカード挿入口にメモリカード以外のも
のを入れないでください。
発熱・感電・故障の原因となります。

メモリカードのデータ書き込み・読み出し中
に、振動・衝撃を与えたり、メモリカードを取
り出さないでください。
データ消失・故障の原因となります。

メモリカードは対応品以外のものを使用しな
いでください。
データ消失・故障の原因となります。記憶容量
が2GB（SD・MMC）/32GB (SDHC) まで
のメモリカードに対応しています。

ACアダプタの取り扱いについて

充電中は、布や布団でおおったり、包んだりし
ないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となりま
す。

指定以外の電源・電圧で使用しないでくださ
い。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故
障などの原因となります。
ACアダプタ： AC100V ～ 240V 

50/60Hz
（家庭用ACコンセント専用）

注意

禁止

禁止

禁止

禁止
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安全上のご注意

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合
は、ただちにACアダプタを持ってコンセント
からプラグを抜いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりが付いたときは、ACアダプタ
を持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた
布などでふき取ってください。
火災の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、
ACアダプタのプラグに導電性異物（鉛筆の芯
や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）
が触れないように注意して、確実に差し込んで
ください。
感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差しし
ないでください。
感電や故障などの原因となります。

雷が鳴りだしたら、ACアダプタには触れない
でください。
感電などの原因となります。

お手入れの際は、コンセントから、必ずACア
ダプタを持ってプラグを抜いてください。
感電などの原因となります。

ACアダプタをコンセントから抜くときは、
コードを引っ張らず、
ACアダプタを持ってプラグを抜いてくださ
い。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火
災などの原因となります。

ACアダプタをコンセントに接続しているとき
は、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでくだ
さい。
けがや故障の原因となります。

電源プラグ
を抜く

指示

指示

濡れ手禁止

禁止

注意

電源プラグ
を抜く
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禁止



安全上のご注意

xiv

リモコンの取り扱いについて

本機に電池を無理に取り付けないでください。
また、コード類などを使用して（＋）（－）を
逆に接続しないでください。
電池の漏液や破裂・発熱・発火・感電・故障の
原因となります。

指定の製品だけに使用してください。
発熱・破裂・発火・故障の原因となります。

電池やリモコン本体を小さいお子様の手の届
くところに放置しないでください。
お子様が誤って口に入れるなどすると、大変危
険です。

指定以外の電池を使用しないでください。
リモコンの故障および破損の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでくだ
さい。
目に影響を与える可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて
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」（電波環
境協議会［平成９年４月］）に準拠、ならびに「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。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細
動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の
装着部位から22cm 以上離して携行および使用
してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植
込み型除細動器の作動に影響を与える場合があ
ります。

危険 

分解禁止
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指示

禁止

警告

指示
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安全上のご注意

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓
ペースメーカ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には、電波によ
る影響について個別に医用電気機器メーカな
どに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与え
る場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本
機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす
恐れがあります。
● 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患
監視病室（CCU）には、本機を持ち込まな
いでください。

● 病棟内では、本機の電源を切ってください。
● ロビーなどであっても、近くに医用電気機
器があるときは本機の電源を切ってくださ
い。

● 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
機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本
機の電源を切ってください。付近に植込み型心
臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装
着されている方がいる可能性があります。
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび
植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を
与える場合があります。

指示

指示

指示



お願いとご注意

xvi

ご利用にあたって
● 事故や故障などにより本機またはメモリカードに登録し
たデータ（画像など）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。大切な画像などのデータは、控えをとってお
かれることをおすすめします。

● 本機は、電波を利用しているため、サービスエリア内で
あっても屋内や地下街、トンネル内、自動車内などでは電
波が届きにくくなり、通信が困難になることがあります。
また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が
急に途切れることがありますので、あらかじめご了承くだ
さい。

● 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周りの方の迷
惑にならないようにご注意ください。また劇場や乗り物な
どによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意
ください。

● 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波
法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらか
じめご了承ください。

● 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている
近くで本機を使用すると、画面が乱れるなどの影響を与え
ることがありますので、ご注意ください。

● 本機は国内での利用を前提としています。海外ではお使い
いただけませんので、ご注意ください。

● 傍受にご注意ください。
本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品です
が、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法
をとられたときには第三者が故意に傍受するケースも
まったくないとは言えません。この点をご理解いただいた
うえで、ご使用ください。
傍受（ぼうじゅ）とは
無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然
に受信することです。

● スタンド棒がテレビアンテナとして動作するため、必ず取
り付けてご使用ください。

● 人感センサーの動作に影響するため、使用する前に LCD
保護フィルムを取り除いてください。また、日差しや風の
強い場所では使用しないでください。

● 本機と人は20cm以上離して使用してください。

航空機内でのご使用について
● 航空機内では、電源をお切りください。運航の安全に支障
をきたす恐れがあります。機内で本機が使用できる場合
は、航空会社の乗務員の指示に従い適切にご使用くださ
い。

お
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お願いとご注意

お取り扱いについて
● 本機は0～40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低
温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けて
ください。

● 充電は必ず周囲温度0～45℃の範囲で行ってください。
● 本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでください。
● お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。ま
た、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色が
あせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、
ご使用にならないでください。

● 本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、
改造はしないでください。

● 本機のディスプレイを硬いものでこすったり、傷つけない
ようにご注意ください。

● 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでくださ
い。故障やけがの原因となります。

－ 荷物の詰まった鞄などに入れるときは、重たいものの
下にならないようにご注意ください。

● スタンド棒のみを持って本機を持ち上げたり運んだりしな
いでください。本体が傾き、故障やけがの原因となります。

● 本機は電池残量がないまま長期間充電しないと、使用でき
なくなることがあります。長期間電池残量がない状態が続
かないように、半年に1回以上充電を行ってください。



知的財産権について

xviii

著作権について
音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなど
は著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護
されています。こうした著作物を複製することは、個人的に
または家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上
記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形
式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上で
の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」と
して損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本
機を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守
のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願い
いたします。

登録商標について
● 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他
国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスさ
れています。
Licensed by QUALCOMM Incorporated under one
or more of the following United States Patents
and/or their counterparts in other nations:
4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773
5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073
5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196
5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754
5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338

● デコレメールは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商
標または商標です。

● SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国お
よびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商
標または商標です。

● SD™、SDHC™、miniSD™、microSD™はSDアソシエー
ションの商標です。

● MultiMediaCardは、MultiMediaCard Association
（MMCA）の登録商標です。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作
者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれて
おり、これらの権利は著作権法により保護されています。
ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変
したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆
コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでく
ださい。第三者にこのような行為をさせることも同様で
す。
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