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 USIMカード
USIMカードのお取り扱い
USIMカードは、お客様の電話番号や情報な
どが記憶されたICカードです。本機のご利用
にはUSIMカードが必要です。
• USIMカードには連絡先をコピーできます
（P.3-4）。
• USIMカードに保存したデータは、ほかの
USIMカード対応のソフトバンク携帯電話
にもご利用いただけます。

• 他社製品のICカードリーダーなどにUSIM
カードを挿入し故障した場合は、お客様ご
自身の責任となり当社は責任を負いかねま
すのであらかじめご注意ください。

• IC部分はいつもきれいな状態でご使用くだ
さい。

• お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いて
ください。

• USIMカードにラベルなどを貼り付けない
でください。故障の原因となります。

• USIMカードに関するその他の内容につい
ては、USIMカードに付属の取扱説明書を
ご覧ください。

IC部分

• USIMカードの所有権は当社に帰属します。
• 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償と
なります。
• 解約の際は、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
境保全のためリサイクルされます。
• 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内
容は、控えを取っておかれることをおすすめし
ます。登録された情報内容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。
• USIMカードやソフトバンク携帯電話（USIM
カード挿入済み）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。
詳しくは、お問い合わせ先（P.14-16）までご連絡
ください。

    USIMカードの暗証番号
（PIN／PIN2）
USIMカードには、PIN／PIN2と呼ばれる2
種類の暗証番号があります。大切な暗証番号
ですので、忘れないように別にメモなどに取
り、他人に知られないように保管してくださ
い。

PIN
第三者による本機の無断使用を防ぐための
4～8桁の暗証番号です。
• 「USIMカードのロック設定」（P.11-2）を
有効にしている場合は、電源を入れたとき
にPINを入力しないと本機を使用すること
ができません。

• お買い上げ時には「9999」に設定されて
います。

• PINは変更できます（P.11-2）。

PIN2
オンラインサービスなどで個人認証が必要な
場合に入力する4～8桁の暗証番号です。

• 本機ではPIN2は変更できません。
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 PINロック解除コード（PUK／PUK2）
PIN／PIN2ロック状態を解除するために使
用する暗証番号です。間違ったPIN／PIN2を
3回続けて入力すると、PIN／PIN2ロック状
態になります。

• PINロック解除コードについては、お問い合わせ
先（P.14-16）までご連絡ください。
• PUKコードを10回間違えて入力すると、USIM
カードがロックされ、本機が使用できなくなり
ます。その際には、ソフトバンクショップにて
USIMカードの再発行（有償）が必要になります。

   USIMカードを取り付ける／
取り外す
USIMカードの取り付け／取り外しは、電源
を切り、電池パックを取り外してから行いま
す（P.1-5）。

USIMカードを取り付ける

1 USIMカードのIC部分を下にして、下図
に示す向きにUSIMカードをまっすぐ差
し込む

切り欠き

USIMカード

USIMカードを取り外す

1 USIMカードをスライドさせながら引き
抜く

• USIMカードを取り扱う際には、IC部分に触れた
り、傷つけたりしないようにご注意ください。
また、無理に取り付けたり取り外そうとすると、
USIMカードが変形し破損の原因となります。
• 取り外したUSIMカードをなくさないようにご注
意ください。
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 アプリケーション一覧

項目 説明 参照
ページ

Docs To Go ドキュメントファイル（Word、Excel、
PowerPoint®）、PDFファイルを開くこと
ができます。

P.10-15

FMラジオ FMラジオを聴くことができます。 P.9-4

Gmail GoogleのWebメールサービスを利用でき
ます。

P.5-6

Latitude Googleの位置情報共有サービスを利用で
きます。

P.10-11

Twitter Twitterを利用できます。 P.6-2

Voice Search 音声でWebサイトを検索できます。 P.7-4

YouTube YouTubeで動画の閲覧ができます。 P.10-14

アラーム 目覚まし時計として使用できます。 P.10-6

カメラ 静止画を撮影できます。 P.8-2

カレンダー スケジュールを管理できます。 P.10-3

ギャラリー 静止画や動画を閲覧できます。 P.8-5

ストップウォッチ 時間を計測できます。 P.10-7

タスク管理 実行中のアプリケーションを切り替えたり、
終了したりできます。

P.10-18

トーク Googleのインスタントメッセージサービ
スを利用できます。

P.6-3

ナビ Googleの経路検索サービスを利用できま
す。

P.10-13

ニュースと天気 最新のニュース／天気予報を確認できます。 P.10-7

ノートパッド メモを作成できます。 P.10-17

ビデオ録画 動画を撮影できます。 P.8-3

項目 説明 参照
ページ

ファイル管理 メモリカードのファイルを管理できます。 P.10-16

ブラウザ Webサイトの閲覧ができます。 P.7-3

プレイス レストランなどのカテゴリから近くの場所
を検索できます。

P.10-13

マーケット Androidマーケットからアプリケーション
をインストールできます。

P.10-2

マップ Googleの地図検索サービスを利用できま
す。

P.10-9

メール（ ） SMSとS!メールを利用できます。 P.5-2

メール（ ） インターネットメールを利用できます。 P.5-9

音楽 音楽を聴くことができます。 P.9-2

音声レコーダー 音声を記録できます。 P.10-17

検索 アプリケーション、連絡先、Webサイトを
検索できます。

P.2-2、
P.3-3、
P.7-4

世界時間 世界の時間を確認できます。 P.10-5

設定 「設定一覧」を参照してください。 P.14-5

通話履歴 発信履歴、着信履歴、不在着信履歴を確認
できます。

P.4-2

電卓 四則演算や関数計算ができます。 P.10-18

電話 電話をかけられます。 P.4-2

動画 動画を閲覧できます。 P.8-5

連絡先 名前や電話番号、メールアドレスなどの個
人データを登録できます。

P.3-2
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  設定一覧
cボタン➡「設定」をタップすると、設定一覧が表示されます。

項目 説明

無線とネットワーク 機内モード、Wi-Fi、Bluetooth®などの設定がで
きます。

通話設定 ボイスメール、スピードダイヤルなどの通話に関
する設定ができます。

音 マナーモードなど、音、バイブに関する設定がで
きます。

表示 画面表示やバックライトに関する設定ができま
す。

現在地情報とセキュリティ 現在地、画面ロック、USIMカードなどの設定が
できます。

アプリケーション アプリケーションに関する設定ができます。

アカウントと同期 アカウントの追加／管理、同期の設定ができます。

プライバシー 本機のバックアップに関する設定、本機の初期化
ができます。

SDカードと端末容量 メモリカード／本機の容量確認、メモリカードの
フォーマットなどができます。

検索 インターネット、本機内の検索などに関する設定
ができます。

言語とキーボード 言語変更、文字入力の設定ができます。

音声入出力 音声認識、テキスト読み上げの設定ができます。

ユーザー補助 ユーザー補助、電源ボタンの設定ができます。

日付と時刻 本機に表示する日時の設定ができます。

端末情報 端末の状態や電池使用量、オペレーティングシス
テムのバージョンなどを確認できます。
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 ソフトウェア更新
ZTEホームページからソフトウェアアップ
デートツールをダウンロードしてアップデー
トを行うと、本機からソフトウェア更新がで
きるようになります。
ネットワークを利用して本機のソフトウェア
更新が必要かどうか確認し、必要なときには
更新ができます。
• 更新が完了するまで、本機は使用できませ
ん。

• ソフトウェア更新を実行する前に電池残量
が十分かご確認ください。

• ソフトウェア更新は電波状態のよいところ
で、移動せずに行ってください。

• 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があります）。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。

• ソフトウェア更新に失敗すると、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.14-16）までご連絡くださ
い。

• 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（P.14-16）にご相談ください。

更新情報をチェックする
本機からソフトウェア更新が必要かどうか確
認するには、次のとおりに操作します。

1  ➡「ソフトウェア更新」
• 以降の操作は、画面の指示に従ってください。
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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.1-5）

電池切れになっていませんか？（P.1-4）

充電できない 外部接続端子、電池パックの端子、micro USBケー
ブルのプラグ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.1-7）

本機、micro USBケーブル、ACアダプタが正し
く接続されていますか？（P.1-7）

パソコンと接続して充電する場合、パソコンの電
源が入っていますか？（P.1-8）

電源を入れたあと、通常の
操作ができない

PINを入力する画面が表示されていませんか？
（P.11-2）
「USIMカードのロック設定」が設定されています。
PINを入力してください。

「SIMカードが挿入されていません」と表示されて
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.14-3）。

症状 確認／処置

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

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。

海外でご利用ではありませんか？
海外でご利用になる場合は、通信方式および通信
事業者の設定が必要です（P.4-5）。

内蔵アンテナ部分（P.1-3）を手などで覆って
いませんか？

が表示されていませんか？
「機内モード」が設定されています。「機内モード」
を解除してください（P.1-14）。

電話がかけられない 市外局番からかけていますか？

以前に使っていた機種で発信規制を設定していま
せんでしたか？
発信規制を解除してください（P.4-7）。

電話が着信しない 転送電話サービスで、「常に転送」の設定をして
いませんか？（P.4-6）

以前に使っていた機種で着信規制を設定していま
せんでしたか？
着信規制を解除してください（P.4-7）。

メールが送信できない 以前に使っていた機種で発信規制を設定していま
せんでしたか？
発信規制を解除してください（P.4-7）。

メールが受信できない 以前に使っていた機種で着信規制を設定していま
せんでしたか？
着信規制を解除してください（P.4-7）。
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故障かな？と思ったら

症状 確認／処置

通話の途中に途切れたり、
切れたりする

が表示されていませんか？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ください。

内蔵アンテナ部分（P.1-3）を手などで覆って
いませんか？

ボタンを押しても反応しな
い

ロック解除画面が表示されていませんか？
ロックを解除してください（P.1-9）。

アプリケーションを起動し
ても最初の画面が表示され
ない

すでにそのアプリケーションを起動していません
か？
アプリケーションを起動している場合は、最後に
動作していた状態の画面が表示されます。一度ア
プリケーションを終了させてから、再度起動させ
てください。
アプリケーションによっては終了できないものも
あります。本機の電源を一度切るとアプリケー
ションは終了します。

Bluetooth®対応機器から
検出されない

「無線とネットワーク」で「Bluetooth」がOFF
になっていませんか？（P.12-2）
「無線とネットワーク」で「Bluetooth設定」の「検
出可能」がOFFになっていませんか？（P.12-2）

Wi-Fi（無線LAN）に接続
できない

「無線とネットワーク」で「Wi-Fi」がOFFになっ
ていませんか？（P.7-2）

動作が不安定 複数のアプリケーションを同時に起動している場
合など、メモリの空き容量が不足すると、本機の
動作が不安定になる場合があります。
メモリの空き容量を確保してください（P.13-3）。

こんなときはご使用になれません
「 」が表示されているとき サービスエリア外か電波が届きにくい場所で

す。受信電波の強さを示すバーが1本以上表示
される場所に移動してください。

本機がロックされているとき 誤操作防止のため本機がロックされています。
ロックを解除しないと操作することはできませ
ん。ただし、ロック中でもかかってきた電話に
出ることはできます。

機内モードがONのとき 「機内モード」がONになっていると、すべての
電波の発信が制限されます。

電池残量不足のとき 電池残量がなくなっています。電池パックを充
電するか、充電済みの電池パックと交換してく
ださい。



14-9

資
料
／
付
録

14

 主な仕様
システム情報 プロセッサ Qualcomm MSM7227-1 600MHz

メモリ ROM：512Mバイト
RAM：512Mバイト

オペレーティングシステム Android2.2

サイズ（W×H×D） 約57×114×12.5mm

質量 本体 約85g

電池パック装着時 約115g

最大出力 3G 0.25W

GSM900 2W

GSM1800 1W

連続通話時間 約390分

連続待受時間 約420時間

ディスプレイ LCD タッチパネル付3.5インチTFT

解像度 WVGA（480×800）／65,536色

カメラ 種類 CMOS

有効画素数 約500万画素

デジタルズーム 最大約1.6倍

充電時間 ACアダプタ使用時 約180分

パソコン接続時 約240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 1250mAh

サイズ（W×H×D） 約43.7×47.5×6.5mm

• 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。

• ディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用（動画再生やイ
ンターネット閲覧など）が多い場合は、連続通話時間および連続待
受時間は短くなります。

• 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。
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  保証とアフターサービス
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.14-16）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（連絡先やフォルダの内容など）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。
• 故障または修理の際、MACアドレスが変更にな
ることがありますのであらかじめご了承くださ
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.14-16）までご連絡ください。
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  お問い合わせ先一覧
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

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）

スマートフォン テクニカルサポートセンター
スマートフォンの操作案内はこちら
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
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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