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USIMカード
USIMカードのお取り扱い
USIMカードは、お客様の電話番号や情報な
どが記憶されたICカードです。本機のご利用
にはUSIMカードが必要です。
•  USIMカードには電話帳をコピーすること

ができます（2-16ページ）。
•  USIMカードに保存したデータは、ほかの

USIMカード対応のソフトバンク携帯電話
にもご利用いただけます。

•  他社製品のICカードリーダーなどにUSIM
カードを挿入し故障したときは、お客様ご
自身の責任となり当社は責任を負いかねま
すのであらかじめご注意ください。

•  IC部分はいつもきれいな状態でご使用くだ
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。

•  USIMカードにラベルなどを貼り付けない
でください。故障の原因となります。

•  USIMカードに関するその他の内容につい
ては、USIMカードに付属の取扱説明書を
ご覧ください。

IC部分

USIMカードの暗証番号
（PIN／PIN2）

USIMカードには、PIN／PIN2と呼ばれる2種
類の暗証番号があります。大切な暗証番号で
すので、忘れないように別にメモなどに取り、
他人に知られないように保管してください。
•  PIN／PIN2は変更できます（9-6ページ）。
•  お買い上げ時はPIN／PIN2とも「9999」に

設定されています。

PIN
PINとは、第三者による本機の無断使用を防
ぐための4～8桁の暗証番号です。「PINを使
用する」を「使用する」に設定している場合
は、電源を入れたときにPINを入力しないと
本機を使用することができません。

PIN2
PIN2とは、USIMカード内に保存されている
データを変更する場合などに使用する4～8
桁の暗証番号です。

PINロック解除コード（PUK）
PINロック解除コード（PUK／PUK2）とは、
PIN／PIN2ロック状態を解除するために使用
する暗証番号です。間違ったPIN／PIN2を3
回続けて入力すると、PIN／PIN2ロック状態
になります。PINロック解除コードは、お問
い合わせ先（11-26ページ）までご連絡くだ 
さい。

• USIMカードの所有権は当社に帰属しま
す。

• 紛失・破損によるUSIMカードの再発行
は有償となります。

• 解約の際は、USIMカードを当社にご返
却ください。

• お客様からご返却いただいたUSIMカー
ドは、環境保全のためリサイクルされ
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
た情報内容は、控えを取っておかれる
ことをおすすめします。登録された情
報内容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。

• USIMカードやソフトバンク携帯電話
（USIMカード挿入済み）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。詳しくは、お
問い合わせ先（11-26ページ）までご連 
絡ください。
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USIMカードを取り付ける／
取り外す
USIMカードの取り付け／取り外しは、電源
を切り、電池パックを取り外してから行いま
す。

USIMカードを取り付ける

q IC部分（11-2ページ）を下にして、下
図に示す向きにUSIMカードをまっ
すぐ差し込む

w USIMカードが固定されるよう奥ま
で押し込む

切り欠き

USIMカードを取り外す

q USIMカードをスライドさせながら
引き抜く

• USIMカードを取り扱う際には、IC部分
に触れたり、傷つけたりしないように
ご注意ください。また、無理に取り付
けたり取り外そうとすると、USIMカー
ドが変形し破損の原因となります。

• 取り外したUSIMカードをなくさないよ
うにご注意ください。

• 間違ったPINロック解除コードを10回続
けて入力すると、USIMカードがロック
されます（USIMロック）。USIMカード
がロックされた場合は、ロックを解除
する方法はありません。お問い合わせ
先（11-26ページ）までご連絡ください。
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電池パックのお取り扱い
•  お買い上げ時の電池パックは十分に充電さ

れていません。必ず充電してからお使いく
ださい。

•  本機の電池パックはリチウムイオン電池を
使用しています。使用時間にともなって下
図のように徐々に電圧が下がる性質があり
ます。

本機の動作可能電圧
電
池
電
圧

使用時間

•  高温環境や低温環境では性能が低下し、使
用時間が短くなります。また、高温下での
使用は電池パックの寿命を短くすることが
あります。

•  電池パック単体で保管する場合は、電池
パックの端子部がショートしないように
ケースなどに入れて、なるべく乾燥した涼
しいところで保管してください。このとき、
あまり充電されていない状態で保管するこ
とをおすすめします。

•  利用可能時間は充電・放電の繰り返しによ
り徐々に短くなります。利用可能時間が短
くなったら新しい電池パックをお買い求め
ください。

•  環境保護のため、不要になった電池パック
は、端子部を絶縁するためにテープを貼る
かポリ袋に入れてソフトバンクショップま
たはリサイクル協力店にお持ちください。
電池パックを分別回収している市町村の場
合は、その条例に従って処分してください。

•  衝撃を与えたり、落としたりしないでくだ
さい。

電池の消耗について
•  電池パックは使用しなくても長期保管して

おくと徐々に放電していきます。月に
10%～20%、半年で約半分程度の自然放
電をします。

•  電波の弱い場所での通話や圏外表示での待
受、モバイルライトの利用などは、電池の
消耗が多くなります。

電池レベルについて
•  ディスプレイの電池レベル表示（1-4ペー

ジ）は、ご使用の時間経過とともに変化し
ます。電池レベル表示をご確認のうえ、充
電または電池パック交換の目安にしてくだ
さい。電池切れ（ ）になるとメッセージ
や電池アラーム音でお知らせし、約30秒
後に電源が切れます。

電池パック
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電池パックを取り付ける／
取り外す
•  電池パックは、電源を切ってから取り外し

てください。

q 電池カバーの溝を押さえながらスラ
イドさせ（①）、取り外す（②）

①①
②②

1

w 本体の端子部に電池パックの端子部
を押し当てながら、 電池パックを押
し込む

• 電池パックを取り付ける場合は、本体
端子横の突起部と電池パック端子横の
くぼみを合わせてください。

• 電池パックを取り外す場合は、本体の
くぼみに指先を入れて電池パックの片
側を持ち上げます。無理に取り外そう
とすると、端子部が破損するおそれが
あります。

e 電池カバーを取り付ける
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ソフトウェアを更新する

q >➡「便利な機能を使う」➡[➡
「ソフトウェアの更新をする」➡
[➡「更新する」➡[
• チェックの結果が表示されます。以降

の操作は、画面の指示に従ってください。

ソフトウェア更新が完了すると
ソフトウェアが更新されると、自動的に電源
が入れ直されます。再起動後、更新情報の確
認画面が表示されます。

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（11-26ページ）にご相談ください。

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、通信料はかかりません。
• ソフトウェア更新には、30分程度かかる

場合があります。更新が完了するまで、本
機は使用できません。

• ソフトウェア更新を実行する前に電池残量
が十分かご確認ください。

• ソフトウェア更新は電波状態のよいところ
で、移動せずに行ってください。

• ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作
できません。

• 必要なデータはソフトウェア更新前にバッ
クアップすることをおすすめします（一部
ダウンロードしたデータなどは、バック
アップできない場合もあります）。ソフト
ウェア更新前に本機に登録されたデータは
そのまま残りますが、本機の状況（故障な
ど）により、データが失われる可能性があ
ります。データ消失に関しては、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。

• ソフトウェア更新中は絶対に電池パッ
クやUSIMカードを取り外したり、電源
を切らないでください。更新に失敗す
ることがあります。

• ソフトウェア更新に失敗すると、本機
が使用できなくなることがあります。そ
の場合はお問い合わせ先（11-26ページ）
までご連絡ください。

ソフトウェア更新
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故障かな？と思ったら
現象 確認すること／対処方法

電源が入らない
電池パックは正しく取り付けられていますか？（11-5ページ）

電池切れになっていませんか？（11-4ページ）

「充電器との接続を確認してくださ
い」と表示され、充電できない

充電端子や外部接続端子、電池パックの端子などが汚れていませんか？
乾いた綿棒などで清掃してください。

電源を入れたあと、通常の操作が
できない

PIN認証画面が表示されていませんか？
「PINを使用する」を「使用する」に設定しています。PINを入力してください。

「操作規制中」が表示されていませんか？（9-3ページ） 
「携帯電話にカギをかける」が設定されています。操作用暗証番号を入力してください。

「USIMが未挿入です 一旦電源を切りUSIMを挿入して下さい」と表示されていませんか？ 
電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられていることを確認してください（11-3ページ）。

電話やTVコールがつながらない、
またはメールやインターネットが
利用できない

が表示されていませんか？サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか？
電波の届く場所に移動してから、やり直してください。

海外でご利用ではありませんか？
海外でご利用になる場合は、通信方式およびローミング事業者の設定が必要です（10-9ページ）。

内蔵アンテナ部分（1-3ページ）を手などで覆っていませんか？

、「電波を停止中」が表示されていませんか？
「電波を出さないようにする」を「電波を出す」に設定してください（1-14ページ）。

電話やTVコールがかけられない

市外局番からかけていますか？

「現在電話がかかりにくくなっております」と表示されていませんか？ 
回線が混み合っています。しばらくたってからかけ直してください。

以前に使っていた機種で発信規制を設定していませんでしたか？
発着信規制を解除してください（10-9ページ）。
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現象 確認すること／対処方法

電話やTVコールが着信しない

着信拒否を設定していませんか？（10-4ページ）

転送電話サービスや留守番電話サービスで、「呼出なし」の設定をしていませんか？（3-8ページ、 
3-9ページ）

以前に使っていた機種で着信規制を設定していませんでしたか？
発着信規制を解除してください（10-9ページ）。

メールが送信できない 以前に使っていた機種で発信規制を設定していませんでしたか？
発着信規制を解除してください（10-9ページ）。

メールが受信できない 以前に使っていた機種で着信規制を設定していませんでしたか？
発着信規制を解除してください（10-9ページ）。

通話の途中に途切れたり、切れた
りする

が表示されていませんか？電波の届きにくい場所にいませんか？
電波の届く場所に移動してください。

内蔵アンテナ部分（1-3ページ）を手などで覆っていませんか？

ボタンを押しても、何も反応しな
い

「操作規制中」が表示されていませんか？（9-3ページ） 
「携帯電話にカギをかける」が設定されています。操作用暗証番号を入力してください。

緊急ブザーを操作しても何も起こ
らない

電源がOFFになっていませんか？電源がOFFのとき、緊急ブザーは動作しません。

「緊急ブザーの設定をする」を設定していますか？
「音を設定する」を「鳴らす」に設定しないと音は鳴りません（8-4ページ）。また、「電話とメールの 
設定をする」で連絡先を設定しないと緊急時の電話の発信やメールの送信はされません（8-3ページ）。

故障かな？と思ったら
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文字入力時のボタン割り当て
標準方式

文字入力
モード

  ボタン
全角かな（漢字変換） 半角カタカナ 全角英文字

半角英文字
全角数字
半角数字

1 あいうえおぁぃぅぇぉ ｱｲｳｴｵｧｨｩｪｫ .@－＿1 1

2 かきくけこ ｶｷｸｹｺ abcABC2 2

3 さしすせそ ｻｼｽｾｿ defDEF3 3

4 たちつてとっ ﾀﾁﾂﾃﾄｯ ghiGHI4 4

5 なにぬねの ﾅﾆﾇﾈﾉ jklJKL5 5

6 はひふへほ ﾊﾋﾌﾍﾎ mnoMNO6 6

7 まみむめも ﾏﾐﾑﾒﾓ pqrsPQRS7 7

8 やゆよゃゅょ ﾔﾕﾖｬｭｮ tuvTUV8 8

9 らりるれろ ﾗﾘﾙﾚﾛ wxyzWXYZ9 9

0 わをんー、。 ﾜｦﾝｰ､｡ ～／？！ 0 0

*
絵文字・濁点・半濁点・長音（ー）

読点（、）・句点（。）
濁点・半濁点・長音（ｰ）

読点（、）・句点（。） 絵文字 絵文字

# 記号・大文字／小文字切り替え 記号
大文字／小文字切り替え

記号
大文字／小文字切り替え 記号

[ 入力中の文字を確定／入力を終了 入力を終了

E
カーソルの移動、Bで改行
Gで未確定文字変換 カーソルの移動 カーソルの移動

Bで改行

V 入力した文字の削除
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主な仕様
840Z

周波数範囲

WCDMA2100 1920～2170MHz

GSM900 890～960MHz

GSM／GPRS1800 1710～1880MHz

GSM／GPRS1900 1850～1990MHz

連続通話時間
3G 約200分

（TVコール時：約110分）

GSM 約180分

連続待受時間
3G 約400時間

GSM 約350時間

充電時間 約150分

折りたたみ時の
サイズ 約50.3×約108×約16.9mm（W×H×D）

最大出力 0.25W

質量 約110g

•  上記は、電池パック装着時の数値です。
•  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。
•  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

体を閉じ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。電波の届きにくい場所（ビ
ル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示の状態での待受では、
ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（充
電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがありま
す。

•  電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値
です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗
が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。なお、
利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。
利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めくださ
い。

•  モバイルライトを使用した撮影のご利用が多い場合、連続通話時間
および連続待受時間は短くなります。

•  メインディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用（Yahoo!
ケータイご利用時など）が多い場合は、連続通話時間および連続待
受時間は短くなります。

•  液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素
がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

急速充電器（オプション品）

入力電圧 AC100～240V、50／60Hz

充電可能温度 5～35℃

仕様
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機能別仕様
共通機能／操作
文字入力

クリップボード 20件

電話帳

電話帳登録 1,000件

名前 32文字

ヨミガナ 32文字

電話番号 3件、32桁

Eメールアドレス 3件、128文字

グループ 20グループ、グループ名16文字

保存場所

メモリ容量 約100Mバイト※、1000件

ファイル名 32文字

※  削除できるデータをすべて削除した場合に利用可能な空き容量。

その他

緊急時お知らせ先 電話番号1件、Eメールアドレス4件

自宅ボタン 電話番号1件

ワンタッチダイヤル ワンタッチボタン3個、1個あたり電話
帳1件分

電話

発信履歴•着信履歴 各20件

電話の留守録 5件、1件あたり30秒

メール

メモリ容量

受信メール
（振り分けた迷
惑メール含む）

約23.75Mバイト、1,500件

送信メール•
未送信メール 約4.75Mバイト、300件

下書き 約700Kバイト、60件

宛先
To／Cc／Bcc合わせて20件、電話
番号24桁（SMS20桁）、Eメールア
ドレス254文字

S!メール本文 全角約15,000文字／
半角約30,000文字

添付ファイル 約300Kバイト（宛先・題名・本
文を含む）

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
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Yahoo!ケータイ

ブックマーク／画面メモ 各50件

インターネット履歴 20件

カメラ

有効画素数 314万画素

保存形式 静止画JPEG、動画MPEG-4／H.263

静止画撮影モード

撮影モード 画像サイズ 最大ズーム

ケータイカメラ W240×H400 約4.9倍

デジタルカメラ W2048×H1536 －

動画撮影モード

録画モード 録画サイズ 最大ズーム 最大録画時間

ビデオ（大） W320×H240 約2.5倍 約20分

ビデオ（小） W176×H144 約4.2倍 約50秒

いろいろな機能（便利機能）

目覚まし時計 3件

カレンダー 2000年1月1日～2016年12月31日
（祝日は2009～2012年まで）

位置情報 位置履歴20件

電卓 最大9桁入力・表示（小数点以下は8桁まで）

クイズ 県名クイズ、寿司ネタクイズ、仲間外れ探し

仕様
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メロディ一覧
お買い上げ時に登録されているメロディ（内蔵メロディ）は以下のと
おりです。

タイトル 作曲者名
呼出音1 オリジナル
呼出音2 オリジナル
呼出音3 オリジナル
呼出音4 オリジナル
呼出音5 オリジナル
呼出音6 オリジナル
呼出音7 オリジナル
呼出音8 オリジナル
呼出音9 オリジナル
呼出音10 オリジナル
でか呼出音 オリジナル
メール呼出音1 オリジナル
メール呼出音2 オリジナル
メール呼出音3 オリジナル
メール呼出音4 オリジナル
水上の音楽 HAENDEL GEORG FRIEDRICH 

ダッタン人の踊り BORODIN ALEKSANDRE 
PORFIREVICH

ジュトゥヴ SATIE ERIK ALFREDI LE
(NON-PROTECTED SHARES)

ショパンのノクターン CHOPIN FREDERIC FRANCOIS
ワルキューレの騎行 WAGNER RICHARD WILHELM
アメイジング•グレイス TRADITIONAL
アラベスク第1番 DEBUSSY CLAUDE ACHILL

タイトル 作曲者名
オンブラマイフ HAENDEL GEORG FRIEDRICH 
早春賦 中田　章
カバレリア•ルスティカーナ MASCAGNI PIETRO (IT 1) 
エンターテイナー JOPLIN SCOTT
ムーンライトセレナーデ MILLER GLENN (US 1) 

ジュピター HOLST GUSTAV
(NON PROTECTED SHARES) 

春–四季より– VIVALDI ANTONIO LUCIO
ボレロ RAVEL MAURICE JOSEPH

アロハオエ QUEEN LILI'UOKALANI 
（ハワイ民謡）

ダニーボーイ TRADITIONAL
花 滝　廉太郎

月の光 DEBUSSY CLAUDE ACHILLE
(NON PROTECTED SHARES) 

威風堂々 ELGAR EDWARD
（NON PROTECTED SHARES）

春+呼出音 滝　廉太郎
花+呼出音 VIVALDI ANTONIO LUCIO
黒電話 オリジナル
ピンポーン オリジナル
目覚まし時計 オリジナル
鳩時計 オリジナル
お電話です オリジナル
ﾒｰﾙをご覧下さい オリジナル
チャイム オリジナル
お早うございます オリジナル
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メール 

機能 初期値

表示•作成 文字の大きさ：中、メールの作成方法：簡単メー
ル作成

メールの設定

文字の大きさ：中、メールの作り方：簡単メー
ル作成、古いメールの自動削除：自動削除する、
メールの受信方法：自動で受信する、迷惑メー
ル：振り分けない

Yahoo!ケータイ 

機能 初期値

インターネット
の設定

文字の大きさ：中、画像・音の取得（画像の取得：
取得する、音の取得：取得する）、ダウンロー
ドしたファイルの保存場所：本体

重要な設定 製造番号通知：通知する、
サーバー証明書：表示する

カメラ

機能 初期値

写真を撮る
撮影モード：ケータイカメラ、モバイルライト：
光らせない、撮影方向切替：人・風景を撮る、
フレーム撮影：使用しない、保存先設定：本体

ビデオを撮る

録画モード：ビデオ（小）、モバイルライト：
光らせない、撮影方向切替：人・風景を撮る、
保存先設定：本体、ファイル形式：MPEG4に
する

便利機能 

機能 初期値

目覚まし時計
目覚まし時刻：0:00、繰り返しの種類：1回のみ、
音の種類：内蔵メロディの呼出音1、音の大きさ：
音量3、振動のしかた：振動しない

位置情報 地図URL設定：NAVITIME、測位機能の禁止：
設定しない

保存場所 

機能 初期値

写真を見る／ビデ
オを見る／その他
のデータを見る

表示切替：縮小版で表示

お買い上げ時の設定
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電話帳 

機能 初期値

電話帳 検索の方法：一覧で表示する

専用の着信音
電話着信音（音の種類：通常と同じ）、メール
受信音（音の種類：通常と同じ、音を鳴らす時間：
通常と同じ）

設定
待受画面

機能 初期値

待受画面の画像 内蔵画像のラベンダー

電話•メールを受けたときの音と振動

機能 初期値

音声電話•TVコー
ルを受けたとき

音の種類：内蔵メロディのでか呼出音、音の大
きさ：音量5、振動の種類：振動しない

メールが届いたとき
音の種類：内蔵メロディの呼出音1、音の大きさ：
音量5、音を鳴らす時間：5秒、振動の種類：振
動しない

マナーモード 設定しない（設定時：目覚まし音を鳴らさない）

留守番電話と割り込み通話

機能 初期値

電話の留守録 留守番電話の設定：設定しない、応答するまで
の時間：18秒

海外で利用する時の設定

機能 初期値

通信方式の設定 自動

ローミング事業者
の設定

自動

画面の表示や音•ライトの設定

機能 初期値

時計の設定

日時設定：2010年01月01日 00:00、時計の種
類（待受画面：でか時計、外側の画面：でか時計）、
時間の表示形式：24時間表示、世界時計の設定

（ホーム都市：日本、韓国等）、第2都市：ハワ
イ等）

画面表示の設定
メニューの表示：横文字のメニュー、画面の照
明時間（照明時間：30秒、省電力：1分）、事業
者名表示設定（表示しない）

音の設定 通話中の音量：音量5、ボタンを押したときの
音量：消音

お知らせボタン 光るお知らせボタン：光らせる

ワンタッチダイヤル 待受画面での表示：待受画面に表示する
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お買い上げ時の設定

重要な設定

機能 初期値

緊急ブザー 音の設定：鳴らす

毎日連絡メール 毎日連絡メール：送信しない

機能•操作を制限
する

発信先・送信先の規制（電話発信先：制限をし
ない、メール送信先：制限をしない）、拒否す
る着信（番号通知のない着信：拒否しない、電
話帳にない着信：拒否しない、拒否する番号の
指定：拒否しない、公衆電話からの着信：拒否
しない、通知不可能の着信：拒否しない）、イ
ンターネットの規制：制限をしない、発信者番
号の通知：相手に通知する、携帯電話の使用制
限：全て解除する、電波の制限：電波を出す

暗証番号 電話の暗証番号：9999、PINを使用する：使用し
ない
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用語集
用語 説明

3G 第3世代（3G）移動体通信システムです。

GSM
デジタル携帯電話の通信方式のひとつです。ヨー
ロッパやアジアを中心に世界で最も一般的に利用
されています。

GPRS
GSM方式の携帯電話網を使ったデータ伝送技術
です。パケット通信方式の高速なデータ通信が可
能です。

USIMカード

本機に取り付けて使います。カード内にはお客様
の電話番号や契約している携帯電話機の情報など
が記憶されています。また、電話帳などを保存す
ることができます。携帯電話機を変更する際も同
じUSIMカードを継続して利用することにより、
その情報を新しい携帯電話機へ引き継ぐことがで
きます。

PIN

Personal Identification Number（個人識別番号）
の略で、本機でUSIMカードを使うために必要な
暗証番号のことです。本機が紛失・盗難などにあっ
た場合でも、第三者が携帯電話を使えないように
できます。

S!メール
長い文字のメッセージを送受信できます。また、
画像やメロディなどを添付して送信することもで
きます。

SMS 携帯電話どうしで短い文字のメッセージを送受信
できます。

用語 説明

SSL

インターネット上でデータを暗号化して送受信す
る通信方法です。プライバシーに関わる情報やク
レジットカード番号などを安全に送受信でき、盗
聴、改ざん、なりすましなどのインターネット上
の危険を防げます。SSL通信ではサーバー証明書
を利用します。

サーバー証明書

サーバーを運用しているサイトが信頼できること
を示す電子的な証明書です。SSL通信（暗号化さ
れた通信）に必要な情報、サーバーの情報、また、
そのサーバーが本物であると証明した認証機関の
電子的な署名がされています。
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ファイル名･･･････････････････････ 6-15
メール･････････････････････4-14、4-15
目覚まし時計･･････････････････････ 8-8

返信する
受信したメール･･･････････････････ 4-11
保護する

メール･･･････････････････････････ 4-16
保存する

インターネット情報画面のファイル ･･･ 5-7、5-8
メール下書き･･･････････････4-14、4-15
メール添付ファイル･･･････････････ 4-17

保留する
着信･････････････････････････････ 3-12

ら行
録音する

電話の留守録･･････････････････････ 3-5
留守番電話サービス････････････････ 3-9

録画する
動画･･････････････････････････････ 6-5

ロックする
PINロック ････････････････････････ 9-3
携帯電話にカギをかける････････････ 9-3
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保証について
お買い上げいただいた場合には、保証書が添
付されています。保証書に「お買上げ日」お
よび「販売店名」が記入されているかをご確
認のうえ、内容をよくお読みになって大切に
保管してください。

• 本製品の故障、誤動作または不具合な
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。

修理を依頼される場合
故障かな?と思ったら（11-7ページ）をお読 
みになり、もう一度お調べください。
• 保証期間は、保証書をご覧ください。

修理を依頼される場合、お問い合わせ先 
（11-26ページ）または最寄りのソフトバンク
ショップへご相談ください。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。

保証期間中の修理
保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

保証期間経過後の修理
修理によって使用できる場合は、お客様のご
要望により有料にて修理いたします。

• 本製品の故障、誤動作または不具合な
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／画像／サウン
ドなど）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。

• アフターサービスについてご不明な点
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（11-26ページ）ま 
でご連絡ください。

保証とアフターサービス
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お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター
 総合案内：ソフトバンク携帯電話から157（無料）

 紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から113（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター
 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）

一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県

総合案内  0088-240-157（無料）

紛失・故障受付  0088-240-113（無料）

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県
総合案内  0088-241-157（無料）

紛失・故障受付  0088-241-113（無料）

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県
総合案内  0088-242-157（無料）

紛失・故障受付  0088-242-113（無料）

広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・
佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

総合案内  0088-250-157（無料）

紛失・故障受付  0088-250-113（無料）

お問い合わせ先一覧
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