3.充電時のご注意

― ご使用になる前にお読みください ―

本機がぬれているときは、絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
外部機器端子の端子キャップを開いて充電したときには、
充電後しっかりと端子キャップを閉じてください。
外部機器端子からの浸水を防ぐため、卓上ホルダーでの充電をおすすめします。
● ぬれた手で卓上ホルダー・充電器に触れないでください。感電の原因となります。
● 卓上ホルダー・充電器は、水周りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●
●

本書では、824SH を本機と表記します。あらかじめご了承ください。
各機能の操作については、824SH 取扱説明書をご参照ください。

1.ご使用時の注意事項

危険
警告

本機に使用する充電器および電池パック、卓上ホルダーは、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すると、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。
また、充電器が発熱したり、故障・感電・火災の原因となります。

家庭用ACコンセントに接続したACアダプタに強い衝撃を与えないでください。
プラグを家庭用 AC コンセントから抜くときは、ひねらずまっすぐに抜いて
ください。

4.電池パックの取り付け／取り外しについて
防水性能維持のため、次の手順で正しく取り付け／取り外してください。
〈取り付け〉
1. 電池カバーレバーのロックを解除し、
3. 電池カバーを取り付ける
電池カバーを外す
●

強い水流を当てたり、水中に長時間沈めたりしないでください。

警告

本機は耐水圧設計ではありません。規定（IPX5・IPX7 相当）以上の強い水流を当て
たり、水中に長時間沈めたりしないでください。
● ぬれたときは乾いたきれいな布でふいてください。そのまま使用すると、発熱・発火・
感電・故障の原因となります。
●

本機は 3G 方式と GSM 方式に対応しております。
● 約 1ヶ月間、本機の電源を Off もしくは圏外にいた場合、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されること
があります。ネットワーク自動調整を行わないと、本機のデジタル TV や本機で録画した TV 番組の視聴、
カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリなどを利用することができません。
● 回線の解約後は、電話や通信機能だけでなく、デジタル TV や録画したデジタル TV 番組の視聴、カメラ、
メディアプレイヤー、S!アプリなどを利用することができません。
●

この範囲を両手で
しっかりと押す。

2. 電池パックを取り付ける
●

電池カバーの先を本体の溝に合わせ、浮いている
箇所がないように、電池カバーを両手でしっかり
押します。

4. 電池カバーレバーをロックする

2.防水性能について（取扱説明書 yP.xv、P.xvi、P.xvii）
本機は、IPX5（JIS 保護等級）相当、IPX7（JIS 保護等級）相当の防水性能を有しています。
（当社試験方法による）
● 本機は、端子キャップや電池カバーをきちんと閉じた状態で防水性能を保ちます。
接触面に細かいゴミ（髪の毛
１本、砂粒１個、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となりますのでご注意ください。
● 本機の防水性能は、常温（5℃〜 35℃）の真水・水道水にのみ対応しています。
● すべての状況での動作を保証するものではありません。
お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、
保証の対象外となりますのでご了承ください。
● 次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
・石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水／海水／プールの水／温泉、熱湯 など
● 手や本機がぬれているときに、電池カバーや端子キャップの開閉は絶対にしないでください。
● 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください。
（開閉、ボタン操作を含む）
● 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。
● 電池パック、卓上ホルダー、オプション品は、防水対応していません。
● 本機が水にぬれたときは、乾いたきれいな布で水分を取り除いてご使用ください。
（取扱説明書 y P.xvii「水抜きのしかた」）
● 水滴が付着したまま使用しないでください。
・通話不良となったり、衣服やかばんなどをぬらしてしまうことがあります。
・外部機器端子部がショートするおそれがあります。
●

●

矢印の方向に、
「カチッ」と音がするまでスライド
させます。
● 電池カバーが完全に取り付けられているかを確認
してください。接触面に細かいゴミなどが挟まる
と浸水の原因となります。
●

〈取り外し〉
本機の電源を切った状態で、電池パックの「PULL」タグを指にはさんで引っぱり、電池パックを持ち上げます。

「PULL」タグ

電池パックに貼ってあるシールや、
「PULL」タグは
剥がさないでください。電池パックの破損や性能・
寿命を低下させる原因となることがあります。
●「PULL」
タグがちぎれ、電池パックを取り外せなく
なったときは、
「ソフトバンクショップ」までご連絡
ください。
●

miniSD TM、SDTMは、SD Card Association の商標です。
S!アプリ、S!メール、PCメール、S!ミュージックコネクトは、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。
●
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
● Bluetooth ® は、米国 Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。
● ソフトバンクの名称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。
●
●
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印刷面を上にして、本体のくぼみに電池
パックの先を合わせて取り付けます。

5.メモリカードの取り付け／取り外しについて

9.S!メールについて

メモリカードスロットは、電池パックを外した内側にあります。
● メモリカードを取り付け／取り外すときは、
「4. 電池パックの取り付け／取り外しについて」の手順で電池
パックを取り外したあと、次の手順を行ってください。

●

●

〈取り付け〉
端子面を上にして、
「カチッ」と音がするまで、メモ
リカードをゆっくり奥まで入れます。

●

〈取り外し〉
メモリカードを軽く押し込んだあと手を離します。
メモリカードが少し飛び出てきますので、ゆっくり
とまっすぐに引き抜いてください。

メモリカードを取り付け／取り外したあとは、
「4. 電池パックの取り付け／取り外しについて」の手順で
電池パックを取り付けてください。

6.テレビについて
本機のテレビ受信用のアンテナは、オープンポジションにした上部分
（ディスプレイ側）に内蔵されています。テレビを視聴するときは、
オープンポジションにして受信感度のよい方向に向けてください。
● 充電しながらテレビを利用するときにACアダプタのコードをアンテナ部分
に近づけると、映像に影響を与えることがありますので、ご注意ください。
● 録画予約している場合は録画開始前に本機をオープンポジションにして、
録画したいチャンネルがよい状態で受信できること、電池残量や録画
容量が不足していないかを確認してください。他の機能を使用してい
るときは、予約は実行されません。使用中の機能を終了してください。
●

7.アンテナについて
●

テレビ受信用
内蔵アンテナ

通信用
内蔵アンテナ

本機は通信用のアンテナが内蔵されています。
通信用内蔵アンテナ部分
は、手で覆ったり、付近に金属を含むシールを貼りますと感度に影響
しますので、ご注意ください。

受信したメールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額
サービスの対象外となり、通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。
（本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。）
● 設定について詳しくは、取扱説明書 yP.13-9 をご参照ください。

10. PC メールについて
PC メールアカウントを設定すると、パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。
次のような場合には、パケット通信料が高額になることがありますのでご注意ください。
データ量の多いメールを送受信するとき／自動的にメールを受信するよう設定しているとき（自動新着
チェックが「On」）／新着チェック間隔が短く設定してあるとき（新着メールがなくてもパケット通信料が
発生することがあります。）
● 海外では、パケット定額サービスの対象外となります。PCメール設定で、新着チェック設定の「海外使用時」
を「有効」に設定したり、頻繁に新着メールチェックをすると、サーバーに新着メールがない場合でも課金
されますのでご注意ください。設定について詳しくは、取扱説明書 yP.13-9 をご参照ください。
●
●

11. 電池パックの持ちと消耗軽減について
●

次のような使用や操作をされた場合は、電池パックの消耗が早いため、本機の利用可能時間が短くなります。

操作（例）
・本機のポジションを頻繁に変更（オープン／クローズ）
したとき
・イルミネーションを頻繁に動作させたとき
・テレビの視聴や録画／再生をしているとき
・メール作成などの連続したボタン操作を多くしたとき
・音楽を再生したり、ボイスレコーダーを録音／再生
したとき
・スポットライトを多く使用したとき

設定（例）
・サブディスプレイの点灯時間を長く設定したとき
・パネル点灯時間やバックライトの点灯時間を長く
設定したとき
・バックライトや画面を明るくなるよう調整したとき
・Bluetooth ® 機能を「On」
（有効）にしているとき
・赤外線通信機能を「On」（有効）にしているとき

● 次のように設定を変更すると、
電池パックの消耗を軽減できます。ご使用に合わせた設定をおすすめします。
〈照明や表示時間に関する設定〉取扱説明書 yP.13-3
・バックライト：点灯時間を短く、明るさ調整を暗くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。
・パネル点灯時間：点灯時間を短くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。
〈サブディスプレイに関する設定〉取扱説明書 yP.13-4
・サブディスプレイ：点灯時間を短くするほど、電池パックの消耗を軽減できます。
〈キーに関する設定〉取扱説明書 yP.13-4
・キーバックライト設定：「Off」にすると、電池パックの消耗を軽減できます。
〈イルミネーションに関する設定〉取扱説明書 yP.13-5
・イルミネーションライト設定：「Off」にすると、電池パックの消耗を軽減できます。
〈映像に関する設定〉取扱説明書 yP.6-9、P.13-11
・AV ポジション／映像設定：画面を暗く設定するほど、電池パックの消耗を軽減できます。

12. 本機でメモリカードデータを表示／再生できない場合
8.赤外線通信について
赤外線通信をご利用の際は、受信側、送信側の機器を近づけ、双方の
赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにしてください。送受信が終
わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。
● 赤外線通信について詳しくは、取扱説明書 yP.12-2 をご参照くだ
さい。
●

パソコンで、データの保存場所を確認してください。右図の
PRIVATE
ように、メモリカード内の「PRIVATE 」フォルダの中に
MYFOLDER 再生／表示できる
「MYFOLDER」、
「VODAFONE」の両方が作成されている場合、
VODAFONE 再生／表示できない
本機では「VODAFONE」フォルダの中のデータは再生／表示
できません。この場合は、本機に付属のユーティリティーソフト
ウェア（CD-ROM)内の「メモリカード転送ソフト」で、データを「MYFOLDER」の中の指定のフォルダ
へ移行する必要があります。（一部移行できないデータもあります。）
● SD ＴM メモリカード／miniSD TM メモリカードスロット搭載シャープ携帯電話から本機に機種変更した場合
も、「メモリカード転送ソフト」でデータを指定フォルダへ移行する必要があります。
●

赤外線ポート

13. ユーティリティーソフトウェア
●

インストール時のご注意

USBドライバ、モデムウィザードをインストールし、パソコンと本機を接続した状態で、ソフトバンクユーティ
リティーソフトまたはS!ミュージックコネクトをダウンロードすると、モバイルデータ通信でダウンロード
を行ってしまうため、通信料が高額になることがあります。ご注意ください。
※モバイルデータ通信でのパケット通信は、
「パケットし放題」
「パケット定額フル」の適用対象外となります。

