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本機は、あらかじめ設定されている時刻にソフトウェアの
更新が必要かどうかを確認し、必要な場合は自動的に更新
するように設定されています。
• 確認／更新には、通信料はかかりません。
• 更新が完了するまで、本機は使用できません。ソフトウェ
ア更新には時間がかかることがあります。
• 電波状況のよい所で、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。更新途中
に電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなったりす
ると、更新に失敗することがあります。
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。その場合はお問い合わせ先（P.11-11）までご連絡く
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。

⹅⹅手動でソフトウェアを更新する

1 待受画面で d →「設定」
2 「端末情報」→「ソフトウェア更新」
3 「ソフトウェア更新」

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。
再び再起動を行い、更新完了のインフォメーションが
表示されます。

ご注意
• 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、お問い合わせ先（P.11-11）
までご相談ください。
• 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。

故障かな？と思ったら
お知らせ
• ソフトウェアを自動更新するかどうかを設定するには、待受
画面で d →「設定」→「端末情報」→「ソフトウェア更新」
→「自動更新設定」→ d と操作します。
• 自動更新の開始時刻を変更するには、待受画面で d →「設
定」→「端末情報」→「ソフトウェア更新」→「更新時刻設定」
→時刻を入力→ b（確定）と操作します。

●●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？
（P.1-11）

●●電源を入れたのに操作できない
• PIN コード入力画面が表示されていませんか？
PIN コード（P.1-21）が有効になっています。PIN コー
ドを入力してください。

●●電源を入れたときや機能の操作時に「USIM カードが
挿入されていません。」と表示される

●●操作ができない（フリーズ）／動作が不安定
• USIM カードを正しく取り付けていますか？
（P.1-6）
• 動作が不安定な場合は、電源を切り、その後電源を入
れて再起動してください。
• 電源が切れない場合は、電池パックを取り外し、再度
取り付けてから再起動してください。（P.1-11）
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• USIM カードを正しく取り付けていますか？
（P.1-6）
• 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。
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●●キー操作ができない
•「センターキー長押しでスタート」が表示されていませんか？
画面ロックの「センターキー長押し」が設定されてい
ます。解除してください。（P.8-4）

●●画面が見づらい
• 画面の明るさを調整してください。（P.10-3）

●●電話がつながらない、またはメールやインターネット
が利用できない
•「 （圏外アイコン）」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。
•「 （機内モードアイコン）」が表示されていませんか？
機内モードを解除してください。（P.1-20）
• 海外でご利用ではありませんか？
本機は、海外でご利用いただけません。
•「モバイルデータ通信」が無効になっていませんか？
「モバイルデータ通信」を有効にしてください。
（P.10-9）

●●電話がかけられない

資料／付録

11
11-4

• 市外局番を忘れていませんか？

●●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？

●●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、日付と時刻の設定を行ってください。
（P.10-11）

●●充電できない／充電に時間がかかる
• AC ア ダ プ タ と 本 機 が 確 実 に 接 続 さ れ て い ま す か？
（P.1-13）
• 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？
• 電池パックが本機に取り付けられていますか？
（P.1-11）
• 端子部が汚れていませんか？（本機の外部接続端子、
電池パックの端子、AC アダプタの端子）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。
「おもな仕様」（P.11-5）、
「電池パックの持ちについて」
（P.1-10）を参照してください。

おもな仕様
●●本体
質量

約 115g（電池パック装着時）

サイズ（W × H × D） 約 50 × 132 × 13.8mm
連続待受時間

約 670 時間（3G）
約 500 時間（4G）

連続通話時間

約 600 分（3G）
約 600 分（4G）

充電時間

約 180 分

最大出力

0.25W（3G）
0.2W（4G）

●●電池パック（SIBAF1）
電圧

3.8V

使用電池

リチウムイオン電池

容量

1770mAh

サイズ（W × H × D） 約 38.7 × 86.6 × 4.25mm
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保証とアフターサービス
⹅⹅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。
●●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／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。
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⹅⹅アフターサービスについて
修理を依頼される場合、お問い合わせ先（P.11-11）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。
• 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.11-11）までご連絡くだ
さい。

お問い合わせ先一覧
お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

●●ソフトバンクカスタマーサポート
■■総合窓口
ソフトバンク携帯電話から
一般電話から

●●ソフトバンク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
+81-92-687-0025
157（無料） （有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）
0800-919-0157（無料）

■■紛失・故障受付
ソフトバンク携帯電話から
一般電話から

113（無料）
0800-919-0113（無料）

IP 電話などでフリーコールに繋がらない場合は、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）

関西地域

06-7669-0180（有料）

中国・四国・九州・沖縄地域

092-687-0010（有料）
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＊ ご 不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店に
ご相談ください。
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