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USIMカードのお取り扱い
USIMカードをご利用になる前に
本機をご利用になるお客様にソフトバンクから貸与されているICカー
ドのことをUSIMカードといい、お客様の電話番号などの情報が記録
されています。本機を使用するためにはUSIMカードを取り付けてく
ださい。USIMカードに付属の説明書も参照してください。

IC部分

• USIMカードに保存したデータは、他のUSIMカード対応のソフト
バンク携帯電話でもご利用いただけます。
• USIMカードはソフトバンクが指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、正常に動作しない場合があります。
他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入して故障し
たときは、お客様ご自身の責任となり、当社では一切責任を負いか
ねますのでご注意ください。
• IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
• IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしない
でください。データの消失、故障の原因となります。
• 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。
• 本機を落としたり、強い衝撃を与えると、USIMカードを正しく認
識しなくなり、本機がリセットされる場合があります。その場合、
リセット終了後に待受画面に戻りますが、故障ではありません。ま
た、「USIM未挿入です」と表示された場合は、電源を切り、USIMカー
ドが正しく装着されているか確認のうえ、電源を入れ直してくださ
い。

その他ご注意
• USIMカードの所有権は当社に帰属します。
• 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
• 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。
• USIMカードや、USIMカード装着済みの本機を盗難・紛失された
場合は、必ずお問い合わせ先（P.12-18）までご連絡のうえ、緊急
利用停止の手続きを行ってください。
• お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、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。
• 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。
• 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
イクルされています。

• 解約／機種変更をしたときやUSIMカードを変更したとき、本機
を修理したときは、本機やメモリカードに保存した音楽／写真／
動画などのファイルが利用できなくなることがあります。あらか
じめご了承ください。
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USIMカードの暗証番号（PIN）
USIMカードには、PINと呼ばれる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は変更できます（P.11-5）。
• お買い上げ時は「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を設定する」を「PINを有効にする」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。
PINの入力を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ロックを解除するには、お問い合わせ先（P.12-18）で「PINロッ
ク解除コード（PUK）」をご確認のうえ次の操作を行ってください。

1	 PINロック状態でPINの入力が必要な操作をする→PINロック解
除コード（PUK）を入力→ →新しいPINを入力→ →新
しいPINを再度入力→ （2回）

PINロック解除コード（PUK）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。

PINロック解除コード（PUK）
PINロック解除コード（PUK）とは、PINロック状態を解除するため
に使用する暗証番号です。
PINロック解除コード（PUK）の入力を10回続けて間違えるとUSIM
カードがロック（USIMロック）されます。USIMカードがロックさ
れた場合は、解除することができません。お問い合わせ先（P.12-18）
までご連絡ください。

USIMカードを取り付ける／取り外す
必ず電源を切ってから、行ってください。

取り付ける

1	 電池カバーを開く（P.1-7）
2	 電池パックを取り外す（P.1-8）
3	 USIMカードのIC部分を下にして、留め金との間をスライドさせ

ながら、奥まで挿入する
• USIMカードが完全に取り付けられていることを確認してくだ
さい。

USIMカード

留め金

切り欠き

4	 電池パックを取り付ける（P.1-7）
5	 電池カバーを閉じる（P.1-8）
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取り外す

1	 電池カバーを開く（P.1-7）
2	 電池パックを取り外す（P.1-8）
3	 USIMカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く

4	 電池パックを取り付ける（P.1-7）
5	 電池カバーを閉じる（P.1-8）

ソフトウェア更新
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。
• 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（P.12-18）までご連絡ください。

1	 →「設定をする」→ →「その他の設定」→ →「重
要な設定をする」→ →「ソフトウェアの更新をする」→

→「ソフトウェア更新」→

2	 （はい）→ 画面の指示に従って操作
更新用データのダウンロード完了後、自動的に再起動を行い、ソ
フトウェア更新が開始されます。
「ソフトウェア更新完了しました。」と表示されたあと、再起動を
行い、更新完了のお知らせが表示されます。
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更新結果を確認するには
• →「設定をする」→ →「その他の設定」→ →「重
要な設定をする」→ →「ソフトウェアの更新をする」→

→「更新結果」→

予約更新について
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。確認画面からソフトウェア更新ができま
す。

• ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、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、ソフトバンクの故障受付
（P.12-18）にご相談ください。
• 本機に保存されているデータがソフトウェア更新によって消失し
た場合、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。
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文字入力
モード

ボタン
漢字・ひらがな 全角カタカナ

半角カタカナ
全角英数字
半角英数字

全角数字
半角数字

あいうえおぁぃぅぇぉ アイウエオァィゥェォ . @ , / _ 1 1

かきくけこ カキクケコ abcABC2 2

さしすせそ サシスセソ defDEF3 3

たちつてとっ タチツテトッ ghiGHI4 4

なにぬねの ナニヌネノ jklJKL5 5

はひふへほ ハヒフヘホ mnoMNO6 6

まみむめも マミムメモ pqrsPQRS7 7

やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ tuvTUV8 8

らりるれろ ラリルレロ wxyzWXYZ9 9

わをん、。ー？！ 改行文字 ワヲンヮ、。ー ※1 , . - 0 0
だく点・半だく点
絵文字（文字確定中）

だく点・半だく点
絵文字（文字確定中） 絵文字 絵文字

＊, ＋,－, P（待受画面時）
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

#（待受画面時）
※1「ヮ」は全角カタカナ入力モード時にのみ入力できます。

文字入力時のボタン割り当て
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以下の項目を確認して、それでも正常に戻らない場合は、お問い合わ
せ先（P.12-18）までご連絡ください。
電源が入らない
• を長く（1秒以上）押していますか？
• 電池切れになっていませんか？
• 電池パックは正しく取り付けられていますか？
正しく取り付けてください。（P.1-7）

電源を入れたのに操作できない
•「操作規制中」と表示されていませんか？
キー操作ロックが設定されています。待受画面で暗証番号を入力し
て解除してください。（P.9-6）

電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です。電源Off後、
USIMを挿入して下さい」と表示される
• USIMカードを正しく取り付けていますか？（P.12-3）
• 誤った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。

電話がつながらない、またはメールやMy SoftBank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再度操作してください。
•「 」と「電波を停止中」が表示されていませんか？
電波の停止を解除してください。（P.9-6）

電話がかけられない
• 市外局番を忘れていませんか？
• 発信規制を設定していませんか？（P.3-11）
電話をかけても話中音（プープー…）が鳴ってつながらない
• 市外局番を忘れていませんか？
• 発信規制を設定していませんか？（P.3-11）

時計表示がリセットされた
• 設定した時刻は、電池パックを交換しても保持されますが、長い間
電池パックを外していたり電池残量が空の状態で放置していると
リセットされることがあります。もう一度、日時設定または自動時
刻更新を行ってください。（P.1-15）

充電できない
• ACアダプタと本機がmicroUSBケーブルで確実に接続されていま
すか？
• ACアダプタのプラグがしっかりとコンセントに差し込まれていま
すか？（P.1-9、P.1-10）
• 電池パックが本機に取り付けられていますか？（P.1-7）
• 端子部が汚れていませんか？（本機のUSBプラグ、電池パックの
端子、ACアダプタの接続コネクタ、microUSBケーブルの端子）
端子部をきれいにしてください。
• 周囲温度が5℃～35℃以外になると、充電できないことがありま
す。

熱くなる
• 充電中に、ACアダプタが発熱することがあります。また、長時間
利用すると、本機が熱くなることがあります。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、本機を長時間肌に
触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。

電池の消耗が早い
• 使用環境（気温／充電状況／電波状態）、操作や設定状態によって
は、電池パックの消耗が早くなります。
「主な仕様」（P.12-9）を参照してください。
イヤホンから音が聞こえない、音が小さい、または雑音が入る
• microUSBイヤホン（ZELAW1）（オプション品）以外のマイク
ロフォン付きイヤホンを使用していませんか？（P.1-3）

故障かな？と思ったら
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こんなときはご利用になれません
「 」が表示されている
• サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいるため
です。受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される
場所へ移動してください。

「操作規制中」が表示されている
• キー操作ロックが設定されています（P.9-6）。キー
操作をするためには、キー操作ロックの設定を解除し
てください。ただし、設定中でもかかってきた電話に
出ることはできます。

電池残量が不足している旨のメッセージが表示されてい
る
• 電池残量がなくなっています。電池パックを充電して
ください（P.1-9、P.1-10）。

絵文字一覧
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メモリ容量一覧

データフォルダ 最大80MB
（下記データと共用）

メール
受信メール 2MB、1000件
下書きと未送信メール 0.3MB、60件
送信済みメール 0.7MB、650件

写真
ケータイカメラ 約1000枚
デジタルカメラ 約35枚

動画

短時間撮影
（ビデオ（小）） 約50秒

長時間撮影
（ビデオ（大）） 約20分

電話帳 1000件

かんたん携帯8

質量
本体：約110g
電池パック装着時：約130g

連続通話時間
約350分（3Gモード）
約320分（GSMモード）

連続待受時間
約570時間（3Gモード）
約410時間（GSMモード）
（クローズポジション時）

充電時間
（本機の電源を切って充電し
た場合）

卓上ホルダー：約180分

ACアダプタ：約180分

サイズ
約109(H)×52(W)×19.8(D)mm
（最薄部19.8mm）
（クローズポジション時、突起部除く）

電池パック（ZEBAT1）
電圧 3.7V
使用電池 リチウムイオン電池
容量 1100mAh
サイズ 約54.5(W)×34(H)×5.7(D)mm

ACアダプタ（ZECAW1）
質量 40g
定格電圧 DC5.0V±0.25V
定格電流 DC1000mA±100mA

microUSBケーブル（ZEDAD1）
ケーブルの長さ 1200mm
使用プラグ Standard-A、micro-B
充電温度範囲 0-55℃

主な仕様
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使用材料
microUSBケーブル（ZEDAD1）
外装 PVC
プラグ ステンレス鋼／ニッケルメッキ

かんたん携帯8
表面 PC+GF／塗装
サブディスプレイ ガラス
画面・レンズ PMMA
側面ボタン（音量、カメラ）PC+GF／塗装、印刷
緊急ブザースイッチ POM

メインボタン PC+PET／塗装、レーザー印刷、UV塗
装

USBプラグ PC+GF／塗装
受話口 ステンレス鋼／電気メッキ
充電端子 銅／金メッキ

卓上ホルダー（ZEEAW1）
外装 PC+ABS+耐火プラスチック
接地部/ストッパ ゴム
microUSBケーブル差込口 鋼+亜鉛メッキ
充電端子 銅+金メッキ

電池パック（ZEBAT1）
本体 ABS+PC
端子 銅合金／ニッケルメッキ

ACアダプタ（ZECAW1）
外装 PC

microUSBケーブル差込口 ステンレス鋼+PBT+銅合金／ニッケル
メッキ

プラグ 銅合金／ニッケルメッキ
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英字・50音順

B
Bcc ･･･････････････････････ 4-15, 4-16

C
Cc･････････････････････････ 4-15, 4-16

P
PIN･･･････････････････････････････12-3
設定を有効にする･･････････････････ 9-6
変更する･････････････････････････11-5

PINロック解除コード（PUK）･･･････12-3
PUK･･････････････････････････････12-3

Q
QRコードを読み取る ･･･････････････8-13

S
SMS･･･････････････････････････････ 4-8
SSL／TLS ･････････････････････････ 5-2
S!メール ･･･････････････････････････ 4-4

T
To ･････････････････････････ 4-15, 4-16

U
USIMカード･･･････････････････････12-2
取り付ける･･･････････････････････12-3
取り外す･････････････････････････12-4

Y
Yahoo!ケータイ ････････････････････ 5-2
各種設定･･････････････････････････ 5-8

あ
アイコン
お知らせ画面･･････････････････････ 1-5
サブディスプレイ（背面画面）･･･････ 1-4
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保証とアフターサービス
保証について

かんたん携帯8をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

• 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、保証書をご覧ください。

本機の故障、または不具合などにより、通話や通信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。

アフターサービスについて
• 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通話や通信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。なお、故障または修理の際に本機に
登録されているデータ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。
• 本機を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合および外装ケース内のネジを覆っている
シールをはがされた場合は、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（P.12-18）までご連絡くだ
さい。
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お問い合わせ先一覧

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。

ソフトバンクカスタマーサポート

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 0800-919-0157（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 0800-919-0113（無料）

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。

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）

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・紛失については、下記の番号へおかけください。
+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

ZTEジャパンお客様サポートホームページ
http://www.zte.co.jp/products/handsets/handsets_gallery/
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