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USIMカードは、お客様の電話番号情

報が入ったICカードです。USIMカー

ド対応のソフトバンク携帯電話に取り

付けて使用します。
.USIMカードには電話帳が保存でき、保

存したデータは他のソフトバンク携帯

電話でも利用できます。USIMカード

によっては、登録できない項目があっ

たり、文字数などが制限されることが

あります。

.他社製品の ICカードリーダーなどに

USIMカードを取り付けて故障したと

きは、お客様ご自身の責任となります。

当社では一切責任を負いかねますので

ご了承ください。

.IC部分に汚れなどが付着すると正しく

動作しないことがあります。乾いた柔ら

かい布などできれいにふいてください。

.USIMカードにラベルなどを貼らない

でください。故障の原因となります。

.USIMカードについて詳しくは、USIMカー

ドに付属の説明書を参照してください。

.

USIMカードには、第三者による本機

の無断使用を防ぐための暗証番号

（PINコード）があります。
.USIMカードお買い上げ時は、「9999」
に設定されています。

USIMカードについて

USIMカード取り扱いのご注意

IC

USIMカードについてのその他ご注意
.USIMカードの所有権は当社に帰属し

ます。

.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。

.解約・休止などの際は、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、環境保存のためリサイク

ルされています。

.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。

.ソフトバンク携帯電話（USIMカード

装着済）やUSIMカードを盗難・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。

緊急利用停止の手続きについては、お

問い合わせ先（AP.15-35）までご

連絡ください。

USIMカードの暗証番号について

PINコードの入力を間違えると
.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ロックを解除するとき
.お問い合わせ先（AP.15-35）で、

「PINロック解除コード（PUKコー

ド）」を確認のうえ、次の操作を行っ

てください。

PINロック解除コード入力S%S
新しいPINコード入力S%S再度

新しいPINコード入力S%
,PINロック解除コードは、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ロック解除コードの入力を間違えると
.10回間違えると、USIMカードがロッ

クされ、本機が使用できなくなりま

す。所定の手続きが必要となるため、

お問い合わせ先（AP.15-35）まで

ご連絡ください。
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USIMカード

.USIMカードを取り付け／取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。

.USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

1電池カバー／電池パックを取り

外す（AP.15-4）

2 USIMトレイの突起部を引き出

す

3金色のIC部分を上にして、

USIMカードをUSIMトレイに

セットする

4 USIMトレイを奥までゆっくり

と押し込む

.このあと、電池パック／電池カバー
を取り付けます。（AP.15-4）

1電池カバー／電池パックを取り

外す

2 USIMトレイの突起部を引き出

す

3 USIMカードを少し持ち上げな

がらスライドして取り外す

.このあと、電池パック／電池カ
バーを取り付けます。

.取り外したUSIMカードは紛失し
ないよう、ご注意ください。

USIMカードを取り付ける／取り外す

USIMカードを取り付ける

USIM

USIMカードを取り外す

解約／機種変更／修理などでUSIM
カードを取り外したとき
.本機やメモリカードに保存したデー

タが利用できなくなることがありま

す。また、別のUSIMカードを取り付

けるとS!アプリが利用できなくなる

ことがあります。
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.電池パックを使い切った状態で、保管・

放置しないでください。お客様が登録・

設定した内容が消失または変化したり、

電池パックが使用できなくなることが

あります。長期間保管・放置するとき

は、半年に１回程度補充電を行ってく

ださい。

.電池パックの使用条件によって、寿命

が近づくにつれて電池パックが膨れる

ことがありますが、安全上問題はあり

ません。

.電池パックは消耗品です。十分に充電

しても使用できる時間が極端に短く

なったら、交換時期です。新しい電池

パックをお買い求めください。

.電池パックや本機の充電端子が汚れた

ら、乾いたきれいな綿棒などで清掃し

てください。そのままにしておくと、

充電ができなくなるなど接触不良の原

因となります。

.電池カバーが正しく装着されていない

と、防水／防じん性能が保証できませ

んのでご注意ください。

.電池パックは防水／防じん対応してい

ません。

.

1電池カバーを取り外す

.ツメに指をかけて電池カバー（ツ
メ付近）を少し浮かせたあと、電
池カバーの底面全体を指で起こす
ようにして外します。

2電池パックを取り付ける

.印刷面を上にして、電池パックの
先を合わせてください。

3電池カバーを取り付ける

.電池カバーの先を本体の溝に合わ
せて、浮いている箇所がないよう
に電池カバーをしっかりと押さえ
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、水や粉じんが侵入する原因と
なります。

電池パックを取り付ける／取り外す

電池パックについて リチウムイオン電池について
.本機は、リチウムイオン

電池を使用しています。リ

チウムイオン電池はリサ

イクル可能な貴重な資源

です。

,リサイクルは、お近くのモバイル・

リサイクル・ネットワークのマーク

のあるお店で行っています。

,リサイクルのときは、ショートさせ

たり、分解しないでください。火

災・感電の原因となります。

電池パックを取り付ける



資
料
／
付
録

15

5-5

#02UG_843SH_PDF.book  5 ページ  ２０１０年８月３日　火曜日　午前１０時２８分
1

電池パック

.電池パックを取り外すときは、必ず本機

の電源を切った状態で行ってください。

1電池カバーを取り外す

（AP.15-4）

2電池パックを取り外す

.図のように電池パックを持ち上げ
ます。

電池パックを取り外す
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ネットワークを利用してソフトウェア

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。
.確認および更新には、パケット通信料

はかかりません。

.本機にUSBケーブルを接続していると

きは、取り外してください。そのまま

でソフトウェア更新を実行すると、正

しく完了できないことがあります。

1%S「設定」S%
S「ネットワークの設定」

S%　

2「ソフトウェアの更新」S%

3「ソフトウェア更新を実行する」

S%SB　

.以降は、画面の指示に従って操作
してください。

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。
.このあと%を押すか、そのままにして

おくと自動的にソフトウェア更新が実

行されます。

ソフトウェア書き換え完了画面が表示

されたあと、自動的に再起動します。
.再起動後、更新完了のメッセージとお

知らせが表示されます。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新についてのご注意
.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30
分程度かかることがあります。

.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。更新に失敗

しないためにも、電波状態のよい所

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。

.他の機能を操作しているときは、ソ

フトウェア更新は行えません。ソフ

トウェアを更新する前に（予約更新

するときは予約時刻前に）すべての

機能を終了させてください。

.本機の状況（故障・破損・水濡れな

ど）によっては、保存されているデー

タが破棄されることがあります。必

要なデータは、ソフトウェア更新前

にバックアップしておくことをおす

すめします。なお、データが消失し

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。

ソフトウェアを更新する

更新結果を表示するとき
3で「ソフトウェア更新の結果を確

認する」S%

予約更新について

ソフトウェア更新が完了すると

更新結果を確認するとき
お知らせ表示中に「ソフトウェア更

新結果」S%
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（AP.15-35）にご相談ください。
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本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水

などが付着したときは、汚れを軽く布

で除去し、やや弱めの水流［6リット

ル／分以下、常温（5℃～35℃）の水

道水］で蛇口やシャワーから約10cm
離して洗います。電池カバーを取り付

けた状態で、端子キャップが開かない

ように押さえたまま、ブラシやスポン

ジなどは使用せず手で洗ってくださ

い。洗ったあとは、水抜きをしてから

使用してください。
.電池カバーや端子キャップが、きちん

と閉まっていることを確認してから

洗ってください。

.洗濯機や超音波洗浄機などで洗わない

でください。

.乾燥のために電子レンジには絶対入れ

ないでください。電池パックを漏液・発

熱・破裂・発火させる原因となります。

また、本機を発熱・発煙・発火させたり

回路部品を破壊させる原因となります。

.乾燥のためにドライヤーの温風をあて

たり、高温環境に放置しないでくださ

い。本機の変形、変色、故障などの原

因となります。

水に濡れたあとは、必ず次の各部の水

抜きを行ってください。

.本機を振るときは、落とさないように

しっかりと握ってください。

1本機の表面の水分を乾いた布な

どでふく

2本機のヒンジ部をしっかりと持

ち、20回程度振る

3各部のすき間に入った水分を、

乾いた布などに押し当ててふき

取る

.各部の穴に水がたまっていること
がありますので、開口部に布をあ
て、軽くたたいて水を出してくだ
さい。

4乾いた布などを下に敷き、

２～３時間程度常温で放置する

本機のお手入れ

本機の洗いかた 水抜きのしかた

ヒンジ部 マイク部

スピーカー部

水滴が付着したまま使用すると
.通話不良となったり、衣服やカバンな

どを濡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恐れ

があります。

.寒冷地では凍結し、故障の原因とな

ることがあります。
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■全般

故障かな？と思ったら

症状 確認すること 処置

電源が入らない

「しばらくお待ちく
ださい」と表示され
るまで、"を押して
いますか。

「しばらくお待ちください」と表
示されるまで、"を押してくだ
さい。

電池切れになってい
ませんか。

電池パックを充電するか、充電
されている予備の電池パックと
交換してください。

電池パックは取り付
けられていますか。

正しく取り付けてください。
（AP.15-4）

電源を入れたのに操
作できない

P IN認証の設定を
「On」にしていませ
んか。

「On」にしているときは、P IN
コードを入力するまで本機を使
えません。画面の指示に従って
入力してください。

「USIM未挿入です。
電源Off後、USIMを
挿入してください。」
と表示される

USIMカードは正し
く取り付けられてい
ますか。

電源を切り、USIMカードが正し
く取り付けられているか確認し
たあと、電源を入れ直してくだ
さい。
それでも症状が改善されないと
きは、USIMカードが破損してい
る可能性があります。

違った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。

「リフレッシュ」と表
示され、待受画面に
戻った

本機を落としたり、
強い衝撃を与えませ
んでしたか。

USIMカードが一時的に認識さ
れなくなったためです。故障で
はありません。

症状 確認すること 処置

ボタン操作ができな
い

キー操作ロックが設
定されていません
か。

キー操作ロックを解除してくだ
さい。（AP.11-6）

充電していないのに、
電池残量表示が点滅
する

周囲温度5℃～35℃
以外の場所で使って
いませんか。

周囲温度5℃～35℃の場所で
使ってください。

本機やACアダプタが
熱くなる

充電中ではありませ
んか。

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、長時間肌に触れたままに
していると、低温やけどになる
恐れがありますので、ご注意く
ださい。

本機を長時間利用し
ていませんか。

テレビ電話で通話し
ていませんか。

メモリカードのデー
タが表示されない

本機で初期化（フォー
マット）したメモリ
カードを使っていま
すか。

他の機器で初期化したメモリ
カードは、利用できないことが
あります。本機で初期化したメ
モリカードを使ってください。

日時の設定内容が保
持されない

電池パックを外して
いませんでしたか。

設定した日時は、電池パックを
交換するときも保持されますが、
約１時間程度電池パックを外し
ているか空の状態で放置してい
ると、設定がリセットされるこ
とがあります。このときは再度
設定してください。

背面画面のライトが
点灯しない

歩行中または振動の
多い場所で操作して
いませんか。

持ち上げたときに点灯する設定
にしていても、歩行中および振
動の多い場所では点灯しません。
故障ではありません。

#を押してもマナー
モードが設定できな
い

待受画面で#を押
していますか。

待受画面以外で操作しても設定
できません。
待受画面で#を押してくださ
い。
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故障かな？と思った

■充電／電池

症状 確認すること 処置

充電時間が短い

電池残量がある状態
で充電していません
か。

電池残量がある状態で充電する
と、充電時間が短くなることが
あります。

スモールライトが赤
色で点滅していませ
んか。

電池パックが寿命または異常で
す。新しい電池パックと交換し
てください。

充電に時間がかかる

テレビ電話で通話し
ていませんか。

通話中は電池を多く消耗するた
め、充電されにくくなります。

USB充電を利用して
いませんか。

USB充電は、卓上ホルダーやAC
アダプタを利用したときよりも
時間がかかります。また、接続環
境によっては充電できないこと
があります。

充電できない

ACアダプタの接続
コネクターが、卓上
ホルダー／本機に
しっかりと差し込ま
れていますか。

もう一度、確実に差し込んでく
ださい。

ACアダプタのプラ
グが、家庭用ACコン
セントにしっかりと
差し込まれています
か。

もう一度、確実に差し込んでく
ださい。

電池パックが本機に
取り付けられていま
すか。

正しく取り付けてください。
（AP.15-4）

本機、電池パックの
充電端子やACアダ
プタの接続コネク
ター、本機の外部機
器端子が汚れていま
せんか。

端子部を乾いたきれいな綿棒な
どで清掃してから、充電し直し
てください。

指定されたACアダ
プタなどを使ってい
ますか。

指定品を使用してください。指
定品以外のものを利用すると、
充電できないだけではなく、電
池パックを劣化させる原因とな
ります。

症状 確認すること 処置

電池パックの消耗が
早い

ライトが点灯した
り、音を出す機能／
操作などを頻繁に利
用していませんか。

ポジションを頻繁に変更したり、
S!アプリ／カメラ、音楽や動画
の再生、外部機器との通信など
を頻繁に行うと、電池パックの
使用可能時間は短くなります。

電波の弱い場所に長
時間いませんか。

電波の弱い状態で通話したり圏
外にいると、電池を多く消耗し
ます。

画面やボタンの照明
設定を明るくした
り、点灯時間を長く
設定していません
か。

照明を暗くしたり、点灯時間を
短くすると、電池パックの消耗
を軽減できます。
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※1「ー」は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

※2「N」、「+」、「P〔ポーズ〕」、「?」、「-」は、電話番号入力時だけ入力できます。（画面によっては入力できないことがあります。）

※3 画面によっては入力できないことがあります。

文字入力用ボタン一覧

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

1 あいうえお
ぁぃぅぇぉ

アイウエオ
ァィゥェォ

＠．／＿―１

□〔スペース〕
1　 1　

2 かきくけこ カキクケコ ＡＢＣａｂｃ２ 2　 2　

3 さしすせそ サシスセソ ＤＥＦｄｅｆ３ 3　 3　

4 たちつてとっ タチツテトッ ＧＨＩｇｈｉ４ 4　 4　

5 なにぬねの ナニヌネノ ＪＫＬｊｋｌ５ 5　 5　

6 はひふへほ ハヒフヘホ ＭＮＯｍｎｏ６ 6　 6　

7 まみむめも マミムメモ ＰＱＲＳｐｑｒｓ７ 7　 7　

8 やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ ＴＵＶｔｕｖ８ 8　 8　

9 らりるれろ ラリルレロ ＷＸＹＺｗｘｙｚ９ 9　 9　

0 わをんー ワヲンー ０ 0　 0　

(

゛゜ ゛゜- ※1 ───── N + P〔ポーズ〕 ? - ※2

─────
絵文字入力（常に全角）／
記号入力（全角／半角）※3

大文字／小文字入力
モードの切替

絵文字入力（全角）／
記号入力（半角）

小文字／大文字変換（変換できる文字で有効） ─────

# 、。0〔改行〕？ ！ □〔スペース〕
， ．0〔改行〕

？ ！ □〔スペース〕
# ─────
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文字入力用ボタン

※4 文字変換中以外は、カーソルが上下に移動します。

※5 半角英数字入力モード選択時だけ操作できます。

※6 後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。

※7 文字変換中だけ操作できます。

ボタン
漢字（ひらがな）

［全角］

カタカナ

［全角／半角］

英数字

［全角／半角］

数字

［半角］
区点コード

ab 変換※4 カーソル上下移動（文末でbを押すと0〔改行〕）

cd カーソル左右移動

$
１文字消去

変換中止 ───── 変換中止※5 ───── 入力済コード消去

$
（長く）

カーソル以降消去（カーソルが文字の上にあるとき）／カーソル前消去（カーソルが文字の上にない［文末にある］とき）

!
$で消去した文字の復元

再変換※6 ───── 再変換※5※6 ─────

% 確定／完了

B 辞書連携※7 ─────

B
（長く）

通常変換※7 ─────

A カナ英数字変換※7 ─────

A
（長く）

単漢字変換※7 ─────
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区点コード一覧
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区点コード



資
料
／
付
録

15

15-14

#02UG_843SH_PDF.book  14 ページ  ２０１０年８月３日　火曜日　午前１０時２８分
区点コード



資
料
／
付
録

15

5-15

#02UG_843SH_PDF.book  15 ページ  ２０１０年８月３日　火曜日　午前１０時２８分
1

区点コード
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仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

.上記の時間は、照明が「明るさ：２」のとき

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、本機をクローズポジ

ションにし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。

.お使いの場所や状況、設定内容によって、

上記の各時間は変動します。

.液晶画面は非常に精密度の高い技術で作ら

れていますが、画素欠けや常時点灯する画

素がありますので、あらかじめご了承くだ

さい。

■使用材料

■電池パック

■卓上ホルダー

おもな仕様／機能別仕様

843SH　

質量
本体：約117g
電池パック装着時：約134g

連続通話時間
約200分（3Gモード）
約210分（GSMモード）

連続待受時間
約310時間（3Gモード）
約260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）

ACアダプタ：約140分
シガーライター充電器：約140分

サイズ（幅×高
さ×奥行）

約51.8×109.5×17mm
（クローズポジション時、突起部 
除く）

大出力
0.25W（3Gモード）
2.0W（GSMモード）

使用箇所 使用材料／表面処理

キャビネット（画面側、操作ボ
タン側）

レニー材／SUSイン
サート、表面塗装

キャビネット（電池パック側）レニー材／表面塗装

電池カバー、ヒンジカバー
PC樹脂＋ABS樹脂／
表面塗装

ディスプレイパネル、ディスプ
レイ背面パネル、カメラパネル
（赤外線ポート、モバイルライ
ト）、カメラレンズ

アクリルパネル／裏
面印刷

楽ともボタン、辞書ボタン、
Yahoo!ケータイ・ボタン、OK
ボタン、便利ボタン、電話ボタ
ン、写真ボタン、メールボタン、
開始ボタン、戻るボタン、電源／
終了ボタン、ダイヤルボタン、
Nボタン、＃ボタン

UV硬化樹脂／裏面印
刷

サイドボタン（音量大ボタン、
音量小ボタン、緊急ブザーボタ
ン）、外部機器端子キャップ

PC樹脂／表面塗装

電池パック PC樹脂＋ABS樹脂

充電端子　
SUS／金メッキ
（下地：ニッケル）

ネジ
SWCH16A／
三価クロメート

USIMピン
銅合金／金メッキ
（下地：ニッケル）

USIMトレイ POM　

付属品

電圧 3.7V　

使用電池 リチウムイオン電池

容量 770mAh　
外形サイズ（幅
×高さ×奥行）

約35.4×46.3×4.6mm
（突起部 除く）

入力電圧／
入力電流

DC5.4V／700mA　

出力電圧／
出力電流

DC5.4V／700mA　

充電温度範囲 5℃～35℃
サイズ（幅×高
さ×奥行）

約130×32×46mm
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仕様

■文字入力

※本機内では、「家庭の健康事典」と表示されます。

■電話帳

■S!電話帳バックアップ
※添付ファイル数（容量）は、本文などの内容によって

少なくなることがあります。

※ブックマークは、フォルダと合わせた件数です。

■共通

■静止画撮影モード

共通操作

ユーザー辞書登録
250件（同じ読みは5件）、
単語：30文字、
読み：ひらがな8文字

ダウンロード辞書 5件
貼り付けリスト 10件
消去した文字の復元 大半角30720文字（30720バイト）

スマートリンク
辞書

明鏡モバイル国語辞典：
　約4万7100語句
ジーニアスモバイル英和辞典：
　約4万5700語句
ジーニアスモバイル和英辞典：
　約5万5800語句
家庭の健康べんり事典※：
　約490項目

電話帳登録 1000件
名前、よみがな 姓32文字、名32文字

電話番号 32文字、5件
メールアドレス 128文字、5件
グループ 16グループ

住所
郵便番号20文字、国名32文字、都道
府県・市区町村・番地・付加情報各
64文字

ホームページ 1024バイト

メモ 256文字

メールグループ
20グループ（1グループあたり20
名）、グループ名16文字

同期履歴 10件

電話

発信履歴 日時順：30件
着信履歴 30件
簡易留守録／
音声メモ

20件（ 長12分）

短縮ダイヤル／
メール

100件

メール

メモリ容量

受信メール
10Mバイト、
3000件

下書きメール 5Mバイト（下書
きメール、送信済
みメール、未送信
メール合計で
大1000件）

送信済みメール

未送信メール

件名（S!メール）全角256文字（半角512文字）

本文（S!メール）
全角約15000文字（半角約30000
文字）

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）

自動再送回数 2回
添付ファイル 20ファイル（ 大2Mバイト）※

送信予約 10件
同報送信 20件

振り分けフォルダ
20個（１フォルダあたり振り分け
条件20件）

迷惑メール
個別迷惑設定 20件
受信許可リスト 20件

インターネット

ダウンロード

情報画面全体で300Kバイト

プログレッシブダウンロードで
10Mバイト

閲覧履歴 300件
URL入力履歴 10件
ブックマーク※／
画面メモ

100件

タブ表示 3画面

インプットメモリ 20件
ストリーミング
履歴

20件

カメラ

有効画素数 3.2メガピクセル

自動終了時間 約3分

ズーム 大5倍

写真の大きさ
（横×縦ドット）

大サイズ 1536×2048
普通サイズ 480×640
壁紙サイズ 240×400

保存形式 JPEG形式

保存可能枚数
（本体に何も保
存されていない
とき）の目安

約49枚（ 大サイズ）

ファイル名
yymmdd_hhmmss　
（西暦年下2ケタ＋月＋日＿時＋分＋秒）

推奨撮影距離 接写撮影10cm
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■動画（ビデオ）撮影モード

※お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す

ることがあります。

※2010年6月現在の祝日が登録されています。

ズーム 大8.7倍

ビデオの大きさ
（横×縦ドット）

長時間撮影
320×240（QVGA）

176×144（QCIF）

メール添付
320×240（QVGA）

176×144（QCIF）
保存形式 3GP形式

保存可能容量
（１ファイルあ
たり）の目安

長時間撮影
約30分※（メモリカー
ド保存時）

メール添付 2Mバイト／295Kバイト

ファイル名
yymmdd_hhmmss　
（西暦年下2ケタ＋月＋日＿時＋分＋秒）

推奨撮影距離 1.5ｍ（明るい場所で）

撮影中の一時停
止可能サイズ

QVGAサイズ
（長時間撮影時のみ）

音楽／動画（ビデオ）

対応データ

AACデータ（.mp4／.3gp／.m4a）
※サンプリング周波数、ビットレー
トの組み合わせによっては再生で
きないことがあります。

「すべての音楽」
大表示曲数

音楽
各350曲

着うた®

便利な機能

歩数計

本日の歩行

歩数：99,999歩
歩行時間：
23時間59分59秒
エクササイズ：71.9Ex
消費カロリー：
9,999.9kcal　
移動距離：179.9km
脂肪燃焼量：999.9g

歩行履歴

過去2年分

時間別履歴：
9999歩／時間

日別履歴：
99999歩／日

累積歩行

累積日数：999日
歩数：99,999,999歩
歩行時間：
99,999時間59分59秒
エクササイズ：
99,999.9Ex　
消費カロリー：
9,999,999.9kcal　
移動距離：
999,999.9km　

脂肪燃焼量：
999,999.9g　

１日平均

歩数：99,999歩
歩行時間：
23時間59分59秒
エクササイズ：71.9Ex
消費カロリー：
9,999.9kcal　
移動距離：179.9km
脂肪燃焼量：999.9g

カレンダー※
スケジュール1000件、件名：32文
字、内容：128文字、場所：16文字、
プライベート祝日10件

目覚まし 4件、件名9文字

電卓 999,999,999,999　
地図 位置メモ 50件

ストップウォッチ
23時間59分59.9秒まで
1／10秒単位、ラップタイム4件

タイマー 99分59秒まで1秒単位

メモ帳 500件（1件あたり8192文字）

録音
メール添付

1件あたり約20分（メー
ル作成サイズ2Mバイ
ト時）／1件あたり約3
分（メール作成サイズ
300Kバイト時）

長時間録音 長99時間59分59秒
バーコード読み取
り（連続モード）

JANコード 大50回
QRコード 大16回
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仕様

■S!アプリ

■ブログツール

※コンテンツ・キーは、yymmdd（西暦年下2ケタ＋

月＋日）

■赤外線通信

■ソフトバンクモバイルホームページ
http://www.softbank.jp

■microSDメモリカードの対応情報
http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/sd_support.html
（パソコン用）
http://shweb.sharp.co.jp/
（携帯電話用）

■S!電話帳バックアップ
http://www.softbank.jp/SAB
（パソコン用）

■SVG-T　
http://shweb.sharp.co.jp/svgt/index_pdc.html
（携帯電話用）

S!アプリ／ブログ／コンテンツ

メモリ容量
100件、50Mバイト（絵はがき素材、
写真などのデータとメモリを共有）

登録可能ブログ数 5件
ブログ名 16文字

ブログ設定
（メール）

投稿先メー
ルアドレス

128文字

投稿
タイトル

32文字

投稿本文 128文字

画像サイズ
設定

小（320×320以内）、
中（640×640以内）、
大（1024×1024以内）、
そのまま送信

ブログ設定
（Yahoo!ケー
タイ）

ブログ投稿
先URL 1024文字

ブログ参照
URL　 1024文字

写真などのデータ

メモリ容量
50Mバイト（絵はがき素材、S!アプ
リとメモリを共有）

メモリカード

保存ファイル名
yymmddXX※（西暦年下2ケタ＋月
＋日＋2ケタの英数字）

外部機器接続

赤外線通信
IrMC1.1　
通信距離 20cm以内

ネットワーク

ネットワーク
5件、国コード／ネットワークコー
ド：3ケタ、名前：半角25文字

参考URL
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メモリカードの構造と各データの保存場所
メモリカードの構造 保存されるデータ／本機で使うときに保存する場所

PRIVATE　
MYFOLDER　

Mail　 一括保存したメールのバックアップデータ（受信メール、送信済みメール、下書きメール）

My Items　

Bookmarks　 一括保存したブックマークのバックアップデータ

Character　 「写真を見る」フォルダ内にある「キャラクタ」で表示するファイル

Flash(R)　 「Flash®」で表示する壁紙用のファイル

Flash(R) Ringtones　 「Flash®」フォルダ内にある「着信音Flash®」で再生する着信音用のファイル

Games and More　 S!アプリのデータ

Mail Art　 「写真を見る」フォルダ内にある「デコレメピクチャー」で表示するファイル

Message Templates　 メール「絵はがき素材」で表示するファイル

Music　 「音楽」で再生する音楽

Other Documents　 「その他ファイル」で表示するファイル

Pictograms　 「写真を見る」フォルダ内にある「マイ絵文字」で表示するマイ絵文字（GIFファイル）

Pictures　 「写真を見る」で表示する画像

Sounds & Ringtones　 「着うた・メロディ」で再生する音楽

Videos　 「ビデオを見る」で再生する動画

SH_Folder　 アプリケーションの管理情報など

Utility　 一括保存したバックアップデータ（電話帳）など

SHARP　 MOBILE　 一括保存したバックアップデータ（ユーザー辞書）など
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■電話の設定をする：

留守番・転送電話の設定

■電話の設定をする：

簡易留守録の自動応答設定

■電話の設定をする：

国際電話に関する設定

■電話の設定をする：

通話時間とデータ通信の明細

メニュー一覧
楽ボタンメニュー

ボタン 機能名 ページ

a　
便利メニュー

歩数計を使う 　P.9-3

カレンダーを見る 　P.9-5

目覚ましを使う 　P.9-8

電卓を使う 　P.9-10

番号を交換する 　P.13-5

地図を見る 　P.9-11

c　
電話メニュー

電話帳を見る 　P.3-17

発信履歴を見る 　P.4-10

着信履歴を見る 　P.4-10

自分の番号を見る 　P.2-5

留守番電話を聞く 　P.4-14

電話帳に追加する 　P.3-15

d　
メールメニュー

受信メールを見る 　P.5-13

送信メールを見る 　P.5-13

文章のみ送る 　P.5-4

写真を送る 　P.5-5

音声を送る 　P.5-6

SMSを送る 　P.5-7

b　
写真メニュー

写真を撮る 　P.7-4

写真を見る 　P.12-3

壁紙用写真を撮る 　P.7-8

ビデオを撮る 　P.7-5

ビデオを見る 　P.12-3

写真を送る 　P.5-5

メインメニュー

電話機能

機能名 ページ

電話帳を見る 　P.3-17

発信履歴を見る 　P.4-10

着信履歴を見る 　P.4-10

自分の番号やアドレスを見る 　P.2-5

留守番電話を聞く
センターの留守録を聞く 　P.4-14

簡易留守録を聞く 　P.4-6

電話帳に追加する 　P.3-15

S!電話帳バックアッ
プを使う

電話帳を 新の状態
にする

　P.3-22

バックアップを設定する 　P.3-22

短縮ダイヤルを使って電話する 　P.4-9

電話の設定をする

留守番・転送電話の
設定

　P.4-13

簡易留守録の自動応
答設定

　P.4-5

電話帳グループの設定 　P.3-16

発信者番号の通知を
設定

　P.4-20

割込通話サービスの
設定

　P.4-19

国際電話に関する設定 　P.4-15

イヤホン使用時の設定 　P.4-17

通話時間とデータ通
信の明細

　P.4-10

電話帳の登録方法を
変える

　P.3-16

登録件数の確認と
内容の削除

　P.3-27

電話帳の切替 　P.3-16

未確認のお知らせを見る 　P.1-8

機能名 ページ

留守番電話の設定 　P.4-14

転送電話の設定 　P.4-13

留守番／転送電話の機能を停止 　P.4-14

設定の確認 　P.4-19

機能名 ページ

通常モード 　P.4-5

マナーモード 　P.4-5

オリジナルモード 　P.4-5

応答時間の設定 　P.4-5

機能名 ページ

国番号を一覧で表示 　P.4-16

海外発信アシスト機能 　P.4-15

国際コードの変更 　P.4-15

機能名 ページ

通話時間明細 　P.4-10

データ通信明細 　P.4-10
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■メールを送る

■メールの各種設定をする：

S!メールとSMSの設定

■写真を撮る
.静止画撮影画面でBを押すと、次の項目が

表示されます。

■写真を撮る：撮影方法で選ぶ

メール機能

機能名 ページ

受信メールを見る 　P.5-13

送信メールを見る 　P.5-13

メールを送る 　P.5-6

下書きメールを見る 　P.5-24

未送信のメールを見る 　P.5-24

新着メールを問合せて受信する 　P.5-21

メールの各種設定を
する

未受信メールの操作 　P.5-21

メールアドレスの
確認と変更

　P.5-3

迷惑メールを振り分
ける

　P.5-15

一覧表示の形式 　P.5-25

メール自動削除の設定 　P.5-26

S!メールとSMSの
設定

　P.5-8

メールグループの設定 　P.5-17

メールのメモリ使用
量の確認

　P.5-25

機能名 ページ

文章のみ送る 　P.5-4

いろいろなメールを
送る

写真を送る 　P.5-5

声を録音して送る 　P.5-6

定型文を使って
メールを送る

　P.5-6

絵はがき風のメール
を送る

　P.5-6

SMSを送る 　P.5-7

機能名 ページ

S!メール受信方法の設定 　P.5-12

メールの作り方を変える 　P.5-8

返信時の引用 　P.5-23

作成するメールの 大サイズ 　P.5-19

添付する画像の 大サイズ 　P.5-19

SMSを作成するときの文字コード 　P.5-19

新着メールの表示方法を変える 　P.5-21

写真や音楽

機能名 ページ

写真を撮る 　P.7-4

壁紙用の写真を撮る 　P.7-8

ビデオを撮る 　P.7-5

写真・ビデオ・音楽
などの確認

写真を見る 　P.12-3

絵はがき素材 　P.12-2

着うた・メロディ 　P.9-18

S!アプリ 　P.12-2

音楽 　P.12-2

ビデオを見る 　P.12-3

Flash®　 　P.12-2

その他ファイル 　P.12-2

使用容量確認 　P.12-2

フレーム付きの写真を撮る 　P.7-8

カメラ便利機能

バーコードを読み取る 　P.9-20

ラクラク瞬漢ルーペ
を使う

　P.9-21

名刺を読み取る 　P.9-22

読み取ったバーコー
ドを確認する

　P.9-30

機能名 ページ

ビデオを撮る 　P.7-4

撮影方法で選ぶ 　P.7-7

すぐ撮り 　P.7-8

拡大鏡 　P.9-19

写真の大きさ 　P.7-9

明るさ調整 　P.7-9

セルフタイマー 　P.7-7

ライト点灯 　P.7-9

保存の設定 　P.7-9

写真を見る 　P.7-6

機能名 ページ

フレーム付き撮影 　P.7-8

連写撮影 　P.7-7

シーンを選ぶ 　P.7-8

読み取り

バーコードを読み取る 　P.9-20

ラクラク瞬漢ルーペ
を使う

　P.9-21

名刺を読み取る 　P.9-22
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■データのやりとりをする ■Yahoo!ケータイを使う

■音楽を聴く

便利な機能

機能名 ページ

ボタンの働きとマークの意味 　P.2-5

歩数計を使う 　P.9-3

カレンダーを見る 　P.9-5

目覚ましを使う 　P.9-8

電卓を使う 　P.9-10

番号やアドレスを
交換する

自分の番号を送る 　P.13-5

相手の番号を受ける 　P.13-5

相手に送る内容を
選択する

　P.13-5

自分の電話番号と
アドレスを確認

　P.13-5

地図を見る

現在地付近の地図を
読み込む

　P.9-12

地図アプリを起動する 　P.9-11

位置ナビを使う 　P.9-13

その他の機能 　P.9-11

詳しい設定 　P.9-11

データのやりとりをする 　P.13-3

ストップウォッチを使う 　P.9-14

タイマーを使う 　P.9-15

時報を設定する 　P.9-16

辞書を使う 　P.3-12

メモ帳を使う 　P.9-17

拡大鏡を使う 　P.9-19

声を録音する 　P.9-18

機能名 ページ

赤外線で通信する
赤外線On／Off 　P.13-3

一括データ送信 　P.13-4

USBケーブルで
パソコンと接続する

パソコンからメモリ
カードを操作する

　P.13-6

パソコンからUSB充
電を行う

　P.1-5

メモリカードを使う

メモリカードへの
保存と読込み

　P.12-8

カードの初期化 　P.12-6

使用容量確認 　P.12-2

楽しい機能

機能名 ページ

Yahoo!ケータイを使う 　P.6-3

音楽を聴く 　P.8-4

ビデオを見る 　P.8-5

ストリーミングを再生する 　P.6-11

S!アプリを使う 　P.10-2

ブログに簡単に登録する 　P.10-3

無料コンテンツを使う 　P.10-5

S!コンテンツストアを見る 　P.10-5

機能名 ページ

Yahoo!ケータイ 　P.6-3

メニューリストに接続する 　P.6-3

ブックマークを開く 　P.6-7

画面メモを見る 　P.6-7

過去に見たホームページの一覧 　P.6-3

文字サイズを設定する 　P.6-8

URLを入力する 　P.6-3

詳しい設定

セキュリティの設定
を行う

　P.6-8

一時的な情報を消去
する

　P.6-8

ブラウザの設定を
初期化する

　P.6-9

ブラウザを購入時の
状態にする

　P.6-9

機能名 ページ

前回の続きから聴く 　P.8-7

再生リストを選んで聴く 　P.8-4

楽曲をインターネットで探す 　P.8-3

再生の設定
音響効果 　P.8-7

繰り返しの方法 　P.8-7
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■ビデオを見る

■S!アプリを使う

機能名 ページ

前回の続きから見る 　P.8-7

再生リストを選んで見る 　P.8-5

ビデオをインターネットで探す 　P.8-3

再生の設定

繰り返しの方法 　P.8-7

表示サイズ 　P.8-7

音響効果 　P.8-7

機能名 ページ

S!アプリ一覧 　P.10-2

S!アプリの設定 　P.10-6

お知らせ 　P.10-7

安心機能

機能名 ページ

位置ナビを使う 　P.9-13

緊急ブザーを設定する 　P.11-2

読んだよメールを送る 　P.11-3

元気だよメールを送る 　P.11-4

設定

機能名 ページ

マナーモードの設定 　P.2-6

待受画面の設定
壁紙を変更する 　P.3-3

待受画面の表示 　P.14-3

照明の時間と明るさの設定 　P.14-3

文字サイズの設定 　P.14-3

メインメニューの表示形式 　P.2-3

画面配色の変更 　P.14-3

ミニ電池の表示 　P.14-3

背面表示の設定 　P.14-3

操作ボタンの照明 　P.14-3

電話着信時の設定 　P.3-4

メール着信時の設定 　P.3-4

待ちうたの設定 　P.3-5

着信お知らせ機能 　P.4-14

効果音の設定 　P.14-5

時計の設定

日付・時刻の設定 　P.14-2

日時の自動補正 　P.14-2

時刻の表示形式 　P.14-2

祝日の設定 　P.9-24

自動世界時計 　P.14-2

世界時計を手動で
設定する

　P.14-2

時差の時間帯を設定
する

　P.14-2

サマータイムの設定 　P.14-2

かな漢字変換の単語を追加 　P.3-11

セキュリティ設定

PIN認証の設定 　P.11-6

キー操作ロック 　P.11-6

履歴の使用禁止 　P.11-7

制御中の機能を確認
する

　P.11-8

暗証番号の変更 　P.1-11

管理者暗証番号の変更 　P.1-12

ケータイの利用制限
を設定する

　P.11-7

ネットワークの設定

ネットワークの選択 　P.14-6

電波が強い基地局に
再接続する

　P.14-6

電波を停止する 　P.2-4

ネットワークを自動
で調整する

　P.14-6

3G／GSMの選択 　P.14-6

ネットワークの状態 　P.14-6

ソフトウェアの更新 　P.15-6

初期化

本体の設定を初期化
する

　P.14-7

すべてを購入時の状
態に戻す

　P.14-7

機能名 ページ
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3G／GSM ................................................. 14-6
ACアダプタ ................................................. 1-4
PINコード ................................................. 15-2
PIN認証 ............................................ 11-6、11-9
PINロック ................................................. 15-2
SMS　 ............................................................ 5-2

SMS送信 .................................................. 5-7
S!アプリ ........................................... 10-2、10-6
S!コンテンツストア .................................. 10-5
S!電話帳バックアップ ...................... 3-20、3-27
S!メール ...................................................... 5-2
TVコール（テレビ電話） ........................ 4-2、4-7
USIMカード .............................................. 15-2

USIMカード内の電話帳 ......................... 3-16
取り付ける／取り外す ........................... 15-3

USIMカードの暗証番号 ............................ 15-2
Yahoo!ケータイ .......................... 6-2、6-3、6-8
Yahoo!ケータイ接続 .......................... 6-3、6-9

URLを入力して接続 ................................. 6-3
閲覧履歴から接続 .................................... 6-3
メインメニューから接続 ......................... 6-3

アフターサービス .................................... 15-34
暗証番号 .................................................... 1-11
安心遠隔ロック ......................................... 11-6
安心機能 .................................................... 11-2
安全上のご注意 ............................................viii
インターネット .................................... 6-2、6-8
インターネットのしくみ ............................. 6-2
オープンポジション .................................... 1-2
お買い上げ時の状態に戻す ....................... 14-7
お手入れ .................................................... 15-7

本機の洗いかた ...................................... 15-7

水抜きのしかた ...................................... 15-7
お問い合わせ先 ....................................... 15-35
お願いとご注意 ............................................ xiv
オプションサービス ......................... 4-13、4-19
音楽 .............................................................. 8-2
音楽再生 ............................................... 8-4、8-7
音楽ダウンロード ........................................ 8-3
音楽取り込み ............................................... 8-3
音声電話 .................................... 4-4、4-15、4-16

音声電話を受ける .................................... 4-4
音声電話をかける .................................... 4-4
国際電話をかける .................................... 4-4

外部機器端子 ............................................... 1-2
拡大鏡 ........................................................ 9-19
各部の名称 ................................................... 1-2
画像確認 ...................................................... 7-6

静止画確認 ............................................... 7-6
動画（ビデオ）確認 .................................... 7-6

壁紙 .............................................................. 3-3
カメラ ................................................... 1-2、7-2
画面 .............................................................. 1-2
画面の見かた ............................................... 1-8

お知らせ ................................................... 1-8
音楽再生画面 ........................................... 8-4
自動消灯 ................................................... 1-8
静止画撮影画面 ........................................ 7-3
ソフトキー ............................................... 1-8
動画（ビデオ）再生画面 ............................. 8-5
動画（ビデオ）撮影画面 ............................. 7-3
パネルセーブ ........................................... 1-8
待受画面 ................................................... 1-8
メッセージ画面 ...................................... 5-11
リスト画面 ............................................. 5-11

画面配色 .................................................... 14-3

画面表示設定 ............................................. 14-3
画面メモ ............................................. 6-7、6-12
カレンダー .......................................... 9-5、9-24

カレンダー表示 ........................................ 9-5
予定確認 ................................................... 9-6
予定削除 ................................................... 9-7
予定登録 .......................................... 9-5、9-25

簡易留守録 ................................................... 4-5
管理者用暗証番号 ...................................... 1-12
キー操作ロック .......................................... 11-6
機能の探しかた ............................................... ii
機能別仕様 ............................................... 15-19

S!アプリ／ブログ／コンテンツ .......... 15-21
インターネット .................................... 15-19
音楽／動画（ビデオ） ............................. 15-20
外部機器接続 ....................................... 15-21
カメラ .................................................. 15-19
共通操作 ............................................... 15-19
写真などのデータ ................................ 15-21
電話 ...................................................... 15-19
ネットワーク ....................................... 15-21
便利な機能 ........................................... 15-20
メール .................................................. 15-19
メモリカード ....................................... 15-21

機能別利用制限 .......................................... 11-7
緊急通報（110、119、118）発信 ................... 4-3
緊急ブザー ........................................ 11-2、11-9

緊急ブザーを鳴らす ............................... 11-2
緊急連絡先登録 ...................................... 11-2

空気抜き穴 ................................................... 1-2
区点コード一覧 ........................................ 15-12
グループ通話サービス ...................... 4-13、4-19
クローズポジション .................................... 1-2
携帯電話機の比吸収率（SAR）について .........xx
ケータイ機能制御 ...................................... 11-8
元気だよメール ................................. 11-4、11-9

索引
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効果音設定 ................................................. 14-5
開閉時の音 ............................................. 14-5
充電完了音 ............................................. 14-5
電源On／Off時の音 ............................... 14-5
ボタン確認音 .......................................... 14-5

交換機用暗証番号 ...................................... 1-11
国際電話 ....................................................... 4-4
故障かな？と思ったら ............................... 15-8
コンテンツ入手 .......................................... 10-5

再生リスト ................................................... 8-6
音楽管理 ................................................... 8-8
動画（ビデオ）管理 .................................... 8-9

サイドボタン ............................................... 1-3
サマータイム ............................................. 14-2
参考URL .................................................. 15-21
時刻の表示形式 .......................................... 14-2
時差の時間帯 ............................................. 14-2
自宅ボタン ................................................. 3-18
自動世界時計 ............................................. 14-2
自分の電話番号確認 .............................. 2-5、2-6
時報 ................................................... 9-16、9-28

時報解除 ................................................. 9-16
時報設定 ................................................. 9-16

充電 .............................................................. 1-4
ACアダプタ充電 ...................................... 1-5
USB充電 ................................................... 1-5
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■保証書
本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついてい

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、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて
修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲

載されている項目をもう一度ご確認ください。（AP.15-8）
該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、

ご契約いただいたソフトバンクの故障受付（AP.15-35）
にご相談ください。

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。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げい

ただいた「取扱店」、 寄りの「ソフトバンクショップ」

または「お問い合わせ先」（AP.15-35）までご連絡くだ

さい。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の

低保有期間は、生産打ち切り後６年です。

保証書とアフターサービス

.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／音楽など）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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1

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

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。

■ソフトバンクモバイル国際コールセンター

お問い合わせ先一覧

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 0088-240-113（無料）

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）

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。

+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）
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