マナーとルールを守り安全に使用しま
しょう
本ルールを守りましょう

お願いとご注意
Galaxy S6 edge

本機の使いかたを誤ると、機器の発熱・破壊・感電といった
危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れがあります。
以下の内容をお読みのうえ、正しくお使いください。

こんな使いかたはやめましょう
■■端子を接触させない

端子に金属製のヘアピンなどが触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。

■■分解／改造しない

分解したり改造しないでください。感電やけがの原因とな
ります。修理などはソフトバンクにご依頼ください。

運航の安全に支障をきたす可能性があります（航空機内
で端末を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適
切にご使用ください）。

■■病院内

医用電気機器に影響を及ぼす可能性があります。

■■雷鳴時

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。

マナーを守りましょう
本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにし
ましょう。次のような場所では、特にご注意ください。

■■電車やバスなどの交通機関

車内のアナウンスや掲示に従いましょう。

■■落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えない

■■劇場や映画館、美術館など

■■水や海水につけない／濡らさない

■■街の中

故障などの原因となります。

水濡れによる故障だけでなく、内部に水が入ると火 災や
感電の原因となります。水などの入った容器の近くにも置
かないでください。

■■加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理機器に入
れないでください。また、高温になる場所で使用しないで
ください。

ご利用の前に、
「クイックスタート」、
「お願いと
ご注意（本書）」および「ユーザーガイド」をご覧
になり、正しくお取り扱いください。
上記のユーザーガイドは、ソフトバンクモバイ
ルホームページからご確認ください。
（http://www.softbank.jp/mobile/support/
product/galaxy-s6-edge/）

こんな場所では電源を切りましょう
■■航空機内

周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。
通行の妨げにならない場所で使いましょう。

■■混雑した場所

事前に機内モードに設定、または、電源を切ってください。
付近にペースメーカなどを装着されている方がいると、誤
動作などの影響を与えることがあります。

■■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
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。
ACアダプタ（オプション品）などは必ずソフトバンク指定
のものをお使いください。

自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。メー
ルを見るだけで処罰の対象となります。

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（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。

分解してはいけない
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。

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。

電源プラグをコンセ
ントから抜いていた
だくことを示します。

本機、USIM カード、AC アダプタ（オプ
ション品）の取り扱いについて（共通）

危険
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、内蔵電池の漏
液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタの発熱・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。また、内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火
などの原因となります。
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
ま放置したり、濡れたまま充電すると、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。
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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）で充電・
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・放置・使用・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 アダプタをうまく取り付けできないとき
は、無理に行わないでください。microUSBプラ
グの向きを確かめてから、取り付けや接続を行って
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。また外部接続端子を破損・焼損させ
る原因となります。
本機とAC アダプタを接続した状態で、踏みつける
など外部から過大な力を加えないようにしてくださ
い。
端子が破損した状態で充電すると故障や火災の原因
となります。充電するときは、使用場所、取り扱い
にご注意ください。

警告
本機・AC アダプタを、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A C
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。

■■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、
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。

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・ペット等にかか
わる拡大損害を指す。

■■指定品以外は使用しない
■■運転中は使用しない
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安全上のご注意
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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、充電中、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。
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USIM カードの取り扱いについて

注意
USIM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。

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。また、高温になっている可能性があるためやけど
に注意して、本機を取り外してください。
2. 本機の電源を切ってください。
3. やけどやけがに注意して、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。

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。

外部接続端子に液体（水道水、清涼飲料水、海水、
ペットの尿など）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・やけど・故障などの原因となり
ます。

本機を使用中、USIMカード自体が温かくなること
がありますが、異常ではありませんのでそのままご
使用ください。

USIMカードの IC 部分への接触は、データの消失
や故障の原因となる可能性があります。不要な IC
部分への接触は避けてください。

長時間使用すると、本機の温度が高くなることがあ
りますので、温度の高い部分に長時間触れないでく
ださい。
低温やけどなどの原因となります。

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。バイ
ブレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。
また充電中の落下は端子の破損の原因となります。
本機をAC アダプタから取り外す際は、コードを引っ
張らず、AC アダプタのコネクタを持って取り外して
ください。
コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の破損
による火災や感電などの原因となります。
乳幼児の手の届かない場所やペットが触れない場所
に保管してください。
誤って飲み込んだり、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。
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内蔵電池の取り扱いについて
梱包箱に貼ってあるラベルに記載されている表示により、電
池の種類を確認したうえで、ご利用・処分をしてください。
表示
Li-ion00

電池の種類
リチウムイオン電池

危険
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。

警告
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。
本機の使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変
色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、
やけどやけがに注意して火気から遠ざけてください。
異常な状態のまま使用すると、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。
ペットが本機に噛みつかないようご注意ください。ま
た、ペットが噛みついた本機は使用しないでください。
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
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。
電池を内蔵していますので、最寄りの「ソフトバンク
ショップ」へお持ちください。適切に処理いたします。
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本機の取り扱いについて

警告
自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には
使用しないでください。
交通事故の原因となります。
乗り物を運転しながら端末を使用することは、法律
で禁止されており、罰則の対象となります。
運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていな
い安全な場所に止めてからご使用ください。
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

航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用く
ださい。
本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れが
あります。
心臓の弱い方は、通知時のバイブレーション（振動）
や通知音量の設定に注意してください。
心臓に影響を与える恐れがあります。
屋外で使用中に雷が鳴り出したら、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。
充電中は、本機を布や布団でおおったり、包んだり
しないでください。また布や布団でおおった状態で、
就寝しないようにしてください。
熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となりま
す。
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ストラップなどを持って本機をふり回さないでくださ
い。
本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたり
して、けがなどの事故や故障および破損の原因とな
ります。

AC アダプタ（オプション品）の取り扱い
について

警告

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしな
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。

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。また布や布団でおおった状態で、就寝
しないようにしてください。
熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となりま
す。

本機を長時間ご使用になる場合、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）、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）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。

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（オプション品）
：
AC100V ～ 240V（家庭用交流 ACコンセン
ト専用）
また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」
は使用しないでください。火災・感電・故障の原因
となります。

充電しながら端末やアプリケーション（ゲームなど）
を長時間使用すると、本機や AC アダプタの温度が
高くなることがありますので、温度の高い部分に長
時間触れないでください。
低温やけどなどの原因となります。
通知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。
ヘッドセットを使用するときは音量に気をつけてくだ
さい。
長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出
て耳をいためたりする原因となります。

使用しない場合は、AC アダプタを持って電源プラ
グをコンセントから抜いてください。
電源プラグを挿したまま放置し、ACアダプタのプラ
グに異物や液体が付着したり、ACアダプタのプラグ
を踏みつけたりすると、感電・火災・故障の原因とな
ります。
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。
プラグにほこりがついたときは、AC アダプタを持っ
てプラグをコンセントから抜き、乾いた布などで拭
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
ダプタのプラグや端子に導電性異物（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。
感電やショートによる火災・やけど・故障などの原因
となります。

注意
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。

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

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。
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雷が鳴り出したら、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。
10
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注意
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 アダプタをテーブルタップに接続しているとき
は、踏みつけるなど外部から過大な力を加えないよ
うにしてください。
火災や故障の原因となります。
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。
プラグに手や指など身体の一部が触れないようにし
てください。
やけど・感電・傷害・故障の原因となります。

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、「医療機関における携帯電話等
の使用に関する指針」（電波環境協議会［平成 26 年 8 月］）
および「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及
ぼす影響を防止するための指針」（総務省）の内容を参考に
したものです。

警告
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15c m 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。
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。
• 医療機関内での端末の使用においては、各医療機
関からの指示に従ってください。
• 手術室、集中治療室（ICU）などでは、本機の電
源を必ず切ってください。
• 病室・ロビーなど使用を許可されたエリアでも、近
くに医用電気機器がある場合は、必要な離隔距離
を確保してください。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除
細動器を装着している方がいる可能性がありますの
で、身動きが自由に取れないほど混雑した状況等、
15c m 以上離隔距離を確保できない恐れがある場
合には、事前に通信機能が使用できない状態（例：
機内モード）に切り替えるか、または端末の電源を
お切りください。電源が自動的に入る設定（アラー
ム機能など）をしている場合は、設定を解除してか
ら電源を切ってください。
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込
み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合
があります。
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ご利用にあたって
• SoftBank 4G サービスは、専用機種以外は利用できませ
ん。
• 本機ならびにユーティリティソフトウェアには、あらかじめ定
額プランに対応した接続先が設定されています（初期出荷
状態）。該当の接続先は当社ネットワークにて帯域の制御を
行います。
• 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフト
ウェアは最新の状態でご利用ください。
• 本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっ
ても屋内、地下、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使用になるときは、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場合があります。あらかじ
めご了承ください。
• 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することが
あります。情報内容の変化・消失については、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。情報内容
の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内
容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いい
たします。
-----

• 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、
水に濡らさないよう十分ご注意ください。本機は防水仕様
ではありません。
• 本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光の当
たる場所、ほこりの多い場所でご使用にならないでくださ
い。
• 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
• 本機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてくださ
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。

PIN コード
PIN（Personal Identification Number）は、不正ユー
ザーが USIMカードを利用することを防ぐために使われる
コードです。
お買い上げ時の USIMカードは、PINコード認証なし、PIN
コードは「9999」に設定されています。
PINコードの設定／変更方法については、ユーザーガイドを
参照してください。
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表面処理
陽極酸化処理

外装ケース仕切り
（側面）

PBT樹脂

－

ディスプレイ
（タッチスクリーン）

ガラス

蒸着+AFコー
ティング

赤外線ポートパネル

PC

－

USIMカードトレイ

PC

－

USIMカードトレイ（側面）

アルミニウム

陽極酸化処理

背面パネル

ガラス

蒸着+AFコー
ティング

電源／画面ロックキー
音量キー

アルミニウム

陽極酸化処理

受話口

STS

研磨仕上げ

ホームキー／指紋認証センサー
（周囲部分）

アルミニウム

陽極酸化処理

ホームキー／指紋認証センサー
（中央部分）

エポキシモールド コーティング
化合物

外側カメラ周辺部

アルミニウム

陽極酸化処理

外側カメラレンズパネル

ガラス

印刷+AFコー
ティング

フラッシュ／ライト、心拍数セン
サーパネル（周囲部分）

アルミニウム

陽極酸化処理

フラッシュ／ライト、心拍数セン
サーパネル

PC

－

外部接続端子

STS

－

外部接続端子（周囲部分）、ヘッド
セット接続端子（周囲部分）

PBT樹脂

－

ＴＶアンテナ イヤホンマイク端子
ケーブル（Ｓ （金属部）
ＣＤＢＡ１）
イヤホンマイク端子
外装、接続プラグ外
装

真鍮

ニッケルメッキお
よび金メッキ

ケーブル

使用材質

マイク付き高 イヤホン外装
音質イヤホン
イヤホン装飾部
（試供品）
ケーブル

PC

AL蒸着

NON PVC

－
UVコーティング

イヤピース

－

シリコン

イヤホンスピーカー部 SUS304

バレル研磨

プラグ（金属部）

真鍮

ニッケルおよび
銅メッキ

プラグ（樹脂部）

POM

－

プラグ外装、
ケーブ NON PVC
ル分岐部
ＳＩＭ取り出し用ピン
（試供品）

－

STS

－

技術基準適合証明について
本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準に
適合しています。 次の操作で、技術基準適合証明に関する
情報（
等）を確認できます。
ホーム画面で「
」→「設定」→「端末情報」→「認証情報」

低密度ポリエチレ －
ン、熱可塑性エラ
ストマー
HACKIN
HFW22908006 White

－

接続プラグ（金属部） 真鍮

ニッケルメッキお
よび金メッキ

接続プラグ(樹脂部） POM

－

知的財産権について
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
守の上、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。また、本機にはカメラ機能が搭載されています
が、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、
上記と同様の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。
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• Internet SagiWall は、BB ソフトサービス株式会社の商
標または登録商標です。
• McAfee およびその他のマークは、米国法人 McAfee,
Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における
登録商標または商標です。
セキュリティを連想させる赤は McAfee ブランド製品独自
の色です。
• S!メール、楽デコ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 Mobile Corp. /Powered by MediaDo
• 本機は、株式会社 ACCESS の技術提供を受けております。
©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
Copyright © 2009 The Android Open Source
Project Licensed under the Apache License,
Version 2.0 (the "License"); you may not use this
file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in
writing, software distributed under the License
is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied.
See the License for the specific language
governing permissions and limitations under the
License.
ACCESS、ACCESS ロゴは、日本国、米国、およびそ
の他の国における株式会社 ACCESS の登録商標または商
標です。
2

• Samsung、および Samsung ロゴは Samsung
Electronics の登録商標です。
• Bluetooth® は、Bluetooth SIG, Inc. の国際的な登録商
標です。
• Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、
Wi-Fi CERTIFIED™、および Wi-Fi ロゴは、Wi-Fi
Alliance の登録商標です。
本機は、ヨーロッパのすべての国における使用に適した非
調和周波数を使用しています。EU では、屋内での無線
LAN の使用は規制されていませんが、屋外では使用でき
ません。
• Yahoo! および Yahoo! のロゴ、「Y!」のロゴマークは、米
国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。
• ビューンおよび V I E W N の名称、ロゴは株式会社ビューン
の商標です。
• UULA® は株式会社 UULA の登録商標です。

保証とアフターサービス

UVコーティング

スイッチ、音量キー、 PC
マイク外装
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• その他、本書内に記載されている商標および著作権の権利
は、各社に帰属します。

18

17

表面処理

PC

商標
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FCC ID：A3L404SC

使用材質
アルミニウム

肖像権について

• 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、
または通信できなくなる場合がありますので、あらかじめご
了承ください。
• 爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機を使用しないで
ください。爆発を誘発する恐れがあります。また、爆破装
置などに影響を与える場合があります。
• 本機で利用するUSIMカードは、一部機種（これまで当社
より発売された機種を含む）ではご利用になれません。
• 長時間連続でご使用された場合、本機が熱くなることがあ
ります。
• 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。取り扱いにはご注意ください。

この製品【Galaxy S6 edge】は、国が定めた電波の人体
吸収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合してい
ます。
• 電波の人体吸収に関する国の技術基準は、人体の近くで使
用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人
間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて
定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネ
ルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption
Rate）について、2W/kg の許容値を超えないこととして
います。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関
係なく十分に安全な値として設定されており、世界保健機
関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員
会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインにおける値と
同じ値です。
• 世界保健機関は、
『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたら
すかどうかを評価するために、これまで 20 年以上にわたっ
て多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使
用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されて
いません。』と表明しています。
• SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合
は、下記のホームページをご参照ください。
総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/index02.html
• SoftBank スマートフォン 各機種の電波比吸収率（SAR）
一覧はこちら
http://www.softbank.jp/mobile/support/sar/

使用箇所

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公
表されたり、利用されたりすることがないように主張できる
権利が肖像権です。 肖像権には、誰にでも認められている
人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブ
リシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレント
の写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為とな
りますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

誤った使いかたをしたとき
静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
動作中に使用を中止したとき
故障したり、修理に出したとき

本機の比吸収率（SAR）について

使用箇所

外装ケース
（側面）
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お取り扱いについて

お願いとご注意

材質一覧

Memo
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お問い合わせ先一覧
ソフトバンクカスタマーサポート

保証について
本機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。

■■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

●● 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

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）

●● 保証期間は、保証書をご覧ください。
• 本機の故障、誤作動または不具合などにより、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。

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
東海地域
関西地域
中国・四国・九州・沖縄地域

• 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、大切な連絡先
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（連
絡先／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。

022-380-4380（有料）
052-388-2002（有料）
06-7669-0180（有料）
092-687-0010（有料）

スマートフォンテクニカルサポートセンター
■■端末の操作案内はこちら

• 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、改造された場合は修理をお引き受けでき
ませんので、ご注意ください。

ソフトバンク携帯電話から 151（無料）
一般電話から
0800-1700-151（無料）

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

アフターサービスについて

■■海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連
絡

修理を依頼される場合、お問い合わせ先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。

+81-92-687-0025（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

• 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までご連絡くだ
さい。
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