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設定一覧
端末設定

カッコ内の記載は文字表示切替を「漢字」に設定した場合の表示です。

項目 初期値 参照ページ

でんわちょう
（発信先リスト）

※１ － P.4-5

きんきゅう（緊急通報） － P.4-6

メール よむ（受信メール）※2 － P.4-13

おくる
（メール作成）

ていけいぶんをおくる（定型文） － P.4-18

こえをおくる（音声） － P.4-15

といあわせる（新着受信） － P.4-14

うけたでんわ（着信履歴）※2 － P.4-9

せってい（設定） おと（音） ちゃくしんおん
（着信音）

でんわ
（音声着信）

でんわのおと（パターン） おと1（パターン1） P.3-2

おとのおおきさ（音量） 大 P.3-4

メール
（メール着信）

メールのおと（パターン） おと1（パターン1） P.3-2

おとのおおきさ（音量） 大 P.3-4

つうわおん（通話音量） 大 P.3-6

がめんのいろ（画面の色） しろ（白） P.3-7

マナーモード（マナーモード） つうじょうモード 
（通常モード）

P.3-8

じぶんのばんごう（自局番号表示） － P.4-2

ほすうけい（歩数計） オフ（OFF） P.4-30

さいがい（災害情報） － P.4-28

管理設定 「管理設定」（P.5-3）を参照 － P.3-9

※1　音声発信先に登録した電話番号が3件まで表示されます。
※2　直近の50件まで表示されます。
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管理設定

項目 初期値 参照ページ

お知らせ － P.3-11

文字・時計 文字表示切替 ひらがな P.3-12

文字サイズ 中 P.3-13

時計表示 12時間表示 P.3-14

電話設定 着信モード 手動着信 P.3-15

発信方法 セレクト発信 P.3-16

順番発信（ワンタッチ発信設定時のみ表示） OFF P.3-17

簡易留守録設定 OFF P.3-19

メール設定 現在地URL添付 ON P.3-20

開封確認メール ON P.3-21

速度検知設定 OFF P.3-26

生活みまもり OFF P.3-22

その他設定 暗証番号変更 － P.3-33

ソフトウェア更新 － P.4-33

緊急速報メール ON P.3-35

省電力モード設定 OFF P.3-36

簡単設定ウィザード － P.3-11
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My SoftBank設定一覧
オーナー設定

項目 内容 参照ページ

－ 本機を管理・設定することができるオーナーを設定します。 P.2-5

メンバー設定

項目 内容 参照ページ

メンバーリスト取得 本機に登録されているメンバーを確認します。 P.2-6

メンバーリスト編集 本機に登録するメンバーを追加／削除／編集します。 P.2-7

音声発信先設定 音声発信先として設定するメンバーを選択します。 P.2-8

あんしん機能

項目 内容 参照ページ

生活みまもり設定 生活みまもりについて確認、設定します。 P.2-11

速度検知設定 速度検知について確認、設定します。 P.2-13

動作設定

項目 内容 参照ページ

動作設定状態取得 動作設定登録の設定状態を確認します。 P.2-16

音設定 音声着信 電話の着信時の音量や着信音を設定します。 P.2-19

メール着信 メールの着信時の音量や着信音を設定します。

通話音量 通話時の音量を設定します。

マナーモード マナーモード、サイレントモードについて設定します。
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項目 内容 参照ページ

表示設定 画面の色 画面の色を設定します。 P.2-20

文字表示 画面表示を漢字／ひらがなに設定します。

文字サイズ 本機で表示する文字サイズを設定します。

時計表示 待受画面の時刻表示を12時間／24時間表示に設定します。

電話設定 着信モード 電話着信時に自動で着信するかどうかを設定します。 P.2-20

発信方法 電話発信時のワンタッチ発信／セレクト発信を設定します。

順番発信 ワンタッチ発信に設定している際に、電話がかからないときに次の電話
番号へ順番に発信するかどうか設定します。

順番発信　切り替え秒数 順番発信を「ON」に設定している際に、電話がつながらない場合、何秒
で次の設定先に発信するかを設定できます。 

簡易留守録 簡易留守録機能を有効にするかどうかを設定します。

簡易留守録　応答時間 簡易留守録に切り替えるまでの時間を設定します。

通知メール編集 本機の状態に応じて、自動的にオーナーまたはメンバーに登録されてい
る連絡先にメールを送信する際の定型文を編集します。

P.2-23

その他設定 緊急速報 緊急速報を受信するかどうか設定します。 P.2-21

現在地URL添付 本機から自動でメールを送信する際に、現在地URLを添付するかどうか
を設定します。

歩数計 歩数計機能を使用するかどうか設定します。

歩数計の感度 歩数計の感度を設定します

開封確認メール 本機でメールを開封したときにメール通知するかどうかを設定します。

ソフトウェア自動更新 本機で自動的にソフトウェア更新を行うかどうかを設定します。

ソフトウェア自動更新時間 自動ソフトウェア更新が有効な場合、更新する時間を設定します。

省電力モード 省電力モードにするかどうか設定します。
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リセット

項目 内容 参照ページ

オールリセット 全ての設定をリセットします。 P.2-25

ご利用設定リセット オーナー以外の設定をリセットします。 P.2-25
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SMSを利用した遠隔操作について
SMSを利用して、携帯電話／スマートフォンから遠隔操作や本機の
情報を知ることができます。
• SMSを利用した遠隔操作は、オーナーのみ行うことができます。

本機のビープ音を鳴らす
本機のビープ音を遠隔操作で鳴らすことができます。
• ビープ音は、本機がマナーモード／サイレントモードに設定されて

いるときでも鳴らすことができます。

1 携帯電話／スマートフォンから、半角英数字で「BEEP,n」と
本文に入力したSMSを本機に送信する
• nには、ビープ音の大きさを入力します。
• ソフトバンク携帯電話以外からは、「BEEP,n」と本文に入力

したEメールを本機に送信します。

n（ビープ音の大きさ） 説明

4 最大

3 大

2 普通

1 小

0 最小

通知メッセージ

本文
成功

鳴動を開始しました。

鳴動音量：4/3/2/1/0

失敗 鳴動することが出来ませんでした。も
う一度お試しください。

電池残量の状態を知る
本機の電池残量を確認することができます。

1 携帯電話／スマートフォンから、半角英字で「GETBATTERY」
と本文に入力したSMSを本機に送信する
• ソフトバンク携帯電話以外からは、「GETBATTERY」と本

文に入力したEメールを本機に送信します。
通知メッセージ

本文 成功 みまもりケータイの電池残量：XX%
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表示メッセージ一覧
カッコ内は文字表示が「漢字」の場合の表示です。

表示 内容

USIMカード異常 USIMカードが認識されていません

ぼうはんブザー
（防犯ブザー）

ブザーを鳴らしています

はなしちゅうです
（話し中のため通話できません）

電話の相手が話し中です

きょひされました
（相手側に拒否されました）

電話の相手が本機を着信拒否に設定しています

はっしんさきがありません
（発信先がありません）

発信できる登録先が登録されていません

メールをおくれませんでした
（メールを送信できませんでした）

メールの送信が失敗しました

メールをおくりました
（メールを送信しました）

メールの送信に成功しました

おくるメンバーがとうろくされていません
（送信できるメンバーが登録されていません）

メールを送信できるメンバーが登録されていません

おくるメンバーがいません
（送信できるメンバーがいません）

メールを送信できるメンバーがいません

そうしんできないアドレスです
（送信できないアドレスです）

メールを送信できないメールアドレスです

かくにんしました
（問い合わせを行いました）

新着メールの確認を行いました

かくにんしっぱい
（問い合わせに失敗しました）

新着メールの確認に失敗しました
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表示 内容

じゅしんちゅう
（受信中）

メールを受信中です

メールじゅしんしっぱい
（メール受信に失敗しました）

メールの受信が失敗しました

じしんそくほう
（緊急地震速報）

緊急地震速報を受信しました

さいがいひなん
（災害・避難情報）

災害・避難情報を受信しました

つなみけいほう
（津波警報）

津波警報を受信しました

けんがいのためはっしんできません
（圏外のため発信できません）

圏外で発信ができません

電池残量が不足しています
充電後に再度行ってください

電池残量が不足しています

サーバー接続中 ソフトウェア更新を行うためにサーバーに接続しています

ソフトウェアを更新しました ソフトウェアを更新しました。自動的に再起動が行われます

ソフトウェアの更新に失敗しました ソフトウェアの更新ができませんでした

ソフトウェアのダウンロードに失敗しました ソフトウェアのダウンロードができませんでした

ソフトウェア更新が完了しました ソフトウェアの更新が全て終了しました

ソフトウェアの更新確認中です
しばらくお待ちください

ソフトウェアの更新があるかどうかを確認しています。しばらくお待
ちください

お使いのソフトウェアは最新です
そのままご利用ください

本機のソフトウェアは最新です。ソフトウェア更新の必要はありませ
ん
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漢字表記 ひらがな表記

道に迷った みちにまよった  

鍵がない かぎがない  

助けて たすけて  

大丈夫 だいじょうぶ  

元気です げんきです  

今起きました いま、おきました  

はい はい  

いいえ いいえ  

ありがとう ありがとう  

ごめんなさい ごめんなさい  

家 いえ  

学校 がっこう  

公園 こうえん  

学童 がくどう  

塾 じゅく  

駅 えき   

電車 でんしゃ  

バス バス  

友達の家 ともだちのいえ  

病院 びょういん  

スーパー スーパー   

いつもの所 いつものところ   

設定してある定型文は次のとおりです。定型文は全部で44件登録されています。定型文は、お客様による追加は出来ません。

メール定型文一覧

漢字表記 ひらがな表記

迎えにきて むかえにきて  

今から帰る いまからかえる  

今移動中です いま、いどうちゅうです   

後で電話します あとででんわします  

少し遅れます すこしおくれます  

分かりました わかりました  

電話して でんわして   

メールして メールして  

何時に帰る？ なんじにかえる？  

今どこ？ いまどこ？  

まだですか？ まだですか？  

いってきます いってきます  

出かけます でかけます  

電車に乗りました でんしゃにのりました  

バスに乗りました バスにのりました  

着きました つきました  

終わりました おわりました  

待ってます まってます  

おなかがすいた おなかがすいた  

具合が悪い ぐあいがわるい  

頭が痛い あたまがいたい  

おなかが痛い おなかがいたい  
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故障かなと思ったら
症状 確認／処置

電源が入らない 電池パックは正しく取り付けられていま
すか？（P.1-12）

電池切れになっていませんか？
（P.1-11）

充電できない 充電端子や外部接続端子、電池パックの端
子などが汚れていませんか？
乾いた綿棒などで清掃してください。

ACアダプタの電源プラグがコンセントに
正しく差し込まれていますか？

（P.1-15）

本機、microUSBケーブル、ACアダプタ、
卓上ホルダーが正しく接続されています
か？（P.1-15）

電源を入れたあと、通
常の操作ができない

が表示されていませんか？
電源を切り、USIMカードが正しく取り付
けられていることを確認してください

（P.1-10）。

本機の動作が不安定 付属の202Z専用工具（試供品）を使って
電源を切り（P.1-17）、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（P.1-14）、
再度取り付けてください（P.1-12）。

本端末が動かなくなっ
た

付属の202Z専用工具（試供品）を使って
電源が切ってください（P.1-17）。電源
が切れない場合は、電池パックを取り外し
てください（P.1-14）。

症状 確認／処置

電話がつながらない 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、やり直し
てください。

内蔵アンテナ部分（P.1-6）を手などで 
覆っていませんか？

メールが送信できない 電話の発信直後、緊急ブザーを鳴らした直
後に、すぐに停止しませんでしたか？
メールの送信も停止されます。

が表示された状態で緊急ブザーを鳴ら
していませんか？
サービスエリア外では、メールは送信でき
ません。

緊急ブザーを操作して
も何も起こらない

電源がOffになっていませんか？
電源がOffのとき、緊急ブザーは動作しま
せん。

My SoftBankの 設 定
内容とオーナー携帯電
話で受信したメンバー
リストの内容が異なる

ネットワーク状況などにより、設定が正し
く反映されない場合があります。
再度設定しなおしてください（P.2-4）。
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• 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、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。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバン
の中など）や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分
以下になることがあります。また、使用環境（充電状態、気温など）
によってはご利用時間が変動することがあります。

• 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値
です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗
が多いため、ご利用時間が半分以下になることがあります。なお、
利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。
利用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めくだ
さい。

• 液晶ディスプレイは、ドット落ち（画素欠け）や常時点灯する画素
がある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

主な仕様
サイズ（W×H×D） 約49×84×17.3mm

質量（電池パック装着時、ブザース
トラップを含む）

約76g

最大出力 0.25W

連続通話時間 約280分

連続待受時間 約570時間

ディスプレイ LCD 1.44インチTFT

解像度 128×128／65536色

充電時間 約130分

電池パック 電圧 3.7V

使用電池 リチウムイオン電池

容量 900mAh

サイズ 
（W×H×D）

約45.3×36.1×5.3mm
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使用材料
使用箇所 材質／表面処理

外装ケース（ディスプレイ側） PC/IML

外装ケース（側面部／電池カバー） PC＋ガラス繊維 

スピーカー PC

ディスプレイ アクリル

サイドキー（▲／▼）、戻るキー PC

○キー PC

外部接続端子キャップ PC+TPU+ゴム

電池カバー止めネジキャップ PC+TPU

緊急ブザー PC

緊急ブザーのひも ナイロン

外部接続端子、充電端子 銅
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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。

修理を依頼される場合、お問い合わせ先（P.5-17）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。

• 本製品の故障、誤動作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、大切な連絡先などは控えを取っ
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。

• 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.5-17）までご連絡くださ
い。

保証とアフターサービス
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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。
+81-3-5351-3491（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

お問い合わせ先一覧
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