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はじめに

201THはコンパクトさと利便性をあわせ持つソフトバンク衛星電話です。
サテライト（SAT）とGPSの２つのテクノロジーを１つの電話機に搭載したことで、これまでにない品
質と性能を実現しています。

ご注意
●● ●SATモードでの通信品質を保つため、以下の点にご注意ください。
•●●電話の発信および着信、通話時にはSATアンテナを完全に伸ばした状態でご使用ください。
•●●ステータスアイコン（SAT●シグナル）で、Thuraya 衛星との接続の強さを確認できます。
•●●周りに建物、木および山などの障害物が無い広い場所でご利用ください。
●● ●音量を急に大きくしたり、大きい音量で長時間利用すると、耳（鼓膜）を傷つけることがあります。
適切な音量でご利用ください。
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01　ご使用になる前に

1 ●SATアンテナ
2 ●イヤホン端子
3 ●ディスプレイ
4 ●左ソフトキー
5 ●右ソフトキー
6 ●開始キー
7 ●終了キー
8 ●ナビゲーションキー
9 ●センターキー

10 ●キーパッド
11 ● キー
12 ●＃キー
13 ●マイク
14 ●電池パック取り外しボタン
15 ●充電端子
16 ●SIMカードホルダー
17 ●外部接続端子

各部の名称
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01　ご使用になる前に

お買い上げ品の確認

本機

電池パック

充電器（充電器用アダプタ※ 1、RF ケーブル用

キャップ※ 1 含む）

イヤホンマイク

USB ／データケーブル※ 1

サポート CD ※ 1 ※ 2

クイックスタート（本書）

USER GUIDE

保証書

※1●試供品となります。
※2●日本語版は同梱しておりません。
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01　ご使用になる前に

キーの機能
ナビゲーションキー
メニューナビゲーション用の 4方向キーで
す。
センターキー
メニューやオプションの選択、選択解除、確
定などに使用します。

左ソフトキー
画面左下に表示された機能を実行します。

右ソフトキー
画面右下に表示された機能を実行します。

開始キー
電話をかけたり、着信時に通話を開始します。
また、通話履歴を表示します。

終了キー
通話を終了します。また、着信を拒否します。

キーパッド
文字や数字などの入力を行います。
電話番号の入力画面では、0キーを長押しし
て「+」を入力できます（+971…などの国
番号入力時に使用します）。

キー
長押しでマナーモードのオン／オフを切り替
えます。SMSを作成するときなどに、記号
のリストを開きます。
＃キー
長押しで電話機をロックします。SMSを作
成するときなどに、文字入力モードを切り替
えます。
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01　ご使用になる前に

充電器を接続して充電する
電池パックを完全に充電した状態でお使いいただ
くために、電池消耗時にはできるだけ早く充電さ
れることをおすすめします。

充電のしかた
1	 充電器に、所在国専用の変換アダプタを差し込
みます

2	 本機の底にある外部接続端子カバーを開きます
3	 充電器のケーブルを、充電端子に差し込みます

4	 充電器のアダプタを、AC電源に接続します

SIM カードの取り付けかた
SIM カードの取り付けは必ず電源を切ってから
行ってください。

SIM カードを取り付ける
1	 本機の電源を切ります
2	 電池パックを取り外します

3	 SIMカードを図のように挿入します
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01　ご使用になる前に

4	 電池パックを取り付けます

電源を入れる／切る

電源を入れる

１	 を長押し（3秒間）します
•●電源を切るには、再度 を長押し（3秒間）
します。
初めて電源を入れたときは、セットアップ
ウィザードの画面が表示されます。画面に
従って設定を行ってください。

PIN コードを入力する
SIMカードにはPINコード（4～8桁の暗証番号）
が設定されています。お買い上げ時の番号は、ソ
フトバンクより提供されますが、お客様自身で変
更することができます。
•●PIN コードはキーパッドを使って入力します。
入力した数字は（＊）などで画面に表示されます。
•	 を押してPINコードの入力を確定します。

注意
•●PINコードの入力を3回連続して間違えると、
本機がロックされて使用できなくなります。
この場合は、PUKコードを入力し、ロックを
解除してください。
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02　基本機能

ディスプレイ

ディスプレイの表示
①

②

③

①インジケーター領域
動作状態、状況を表すアイコンが表示されます。

②メインエリア
通話に関する情報（ステータス）、メニューや
それらのサブメニュー、電話帳やSMSの編集
画面などが表示されます。
•●メインエリアに「緊急通報のみ」と表示され
ている場合は、通常の電話発信はできません。
海外の一部の国で、その国の緊急機関へ発信
できます。

③利用可能なソフトキーの機能
表示中の画面で利用できるソフトキーの機能を
表示します。
、 、 と連動します。

•●ソフトキーの機能は表示している画面や利用
している機能により異なります。

アイコン

	■ インジケーターアイコン

信号の種類

SAT

HPA

充電残量

充電残量なし

充電不足

充電あり

充電完了
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02　基本機能

HPA強度※

‐ HPAシグナル低‐HPAシグナル強

信号の強さ

SATシグナル1

SATシグナル2

SATシグナル3

SATシグナル4

SATシグナル5

通話／通信状態

通話中

ミュート

暗号化OFF（通話暗号化OFF）
・●●通話暗号化がOFF の場合にこのアイコ
ンが表示されます。本機とネットワーク
間の暗号化機能が動作していない状態で
すので、注意してご使用ください。

GmPRS一時停止

（点滅） GmPRS接続中

外部デバイスとのデータ送受信中

GPS測位中

通知

未読SMSあり

スケジュールあり

留守番電話あり

SMS受信箱が一杯

マナーモードオン

留守番電話とSMSあり

アラーム設定中

転送電話設定中

※HPA：High-Penetration●Alerting
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02　基本機能

	■ ソフトキー表示アイコン

確定

スピードダイヤル

保存

やり直し

リスト

編集

検索

表示

電話をかける／受ける
電話を利用するときは、信号（SATシグナル）を
十分に受信していることを確認してください。

電話をかける
1	 キーパッドで電話番号を入力します
•●電話の発信元、相手先により発信方法が異な
ります。「電話のかけかた」（P.●10）を参
照ください。

2	 を押します

3	 通話が完了したら、 を押して終了します
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02　基本機能

 ■電話のかけかた

発信元 相手先 発信方法

ソフトバンク衛星電話

ソフトバンク衛星電話
「XXXX-XXXX」（「88216」を除く8桁）
※●上記でつながらない場合は●
「＋（または「00」）」-「88216」-「XXXX-XXXX」

携帯電話
固定電話

日本の●
事業者

携帯電話：「090/080」-「XXXX-XXXX」
固定電話：市外局番 -「XXXX-XXXX」
※●上記でつながらない、もしくは発信元が海外にいる場合は●
「＋（または「00」）」-「国番号※1」-「相手先電話番号※2」

海外の●
事業者 「＋（または「00」）」-「国番号※1」-「相手先電話番号※2」

携帯電話
固定電話

日本の●
事業者

ソフトバンク衛星電話

「＋（または「010」）」-「88216」-「XXXX-XXXX」
※●固定電話の場合「＋」が入力不可のため「010」のみご利用できます。

海外の●
事業者 「＋（または「国際電話アクセス番号※3」）」-「88216」-「XXXX-XXXX」

※1●国番号は国ごとに異なります。（日本の場合：「81」）
※2●相手先の電話番号が「0」で始まる場合には「0」を除いてください。
※3●国際電話アクセス番号は発信者のいる国ごとに異なります。（日本の場合：「010」）
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02　基本機能

メモ
•●国際通話を発信するには、「+」記号が表示さ
れるまで を押してください。記号が表示さ
れたら、国番号、相手の電話番号（先頭の「0」
を除く）の順に入力してください。
※先頭が「0」でない場合には「0」を除く必
要はありません。

•● を 1 回押して「 」記号を入力したり、
を2回押して「Ｐ」を入力したり、 を

3回押して「Ｗ」を入力したりできます。

電話を受ける
電話が着信すると、本機は次のように動作します。
•●設定している着信音がなります。
•● が点滅して表示されます。
•●発信者の電話番号が表示されます。
電話番号と名前が電話帳に登録されている場合、
登録した名前が表示されます。
※●発信者が番号非通知で発信している場合には
表示されません。

1	 を押します

	■ 電話を拒否する

または （拒否）を押します。

	■ 着信音を消音にする

（消音）を押します。

メモ
•●通話中に着信があった場合、 を押して拒否
できます。
•●通話中の音量は を使って上げる／下げること
ができます。
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02　基本機能

電話帳
電話帳に連絡先を保存したり、設定することがで
きます。

連絡先の追加
連絡先の追加にはいくつかの手順があります。

	■ 手順１

1	 待受画面で番号を入力し、 を押します
2	 連絡先を「本体」または「SIM」のどちらに保
存するか選択します

3	 入力した電話番号の種類を選択します
4	「名前」を入力します
5	「グループ」を選択します

6	 必要な情報をすべて入力し終わったら、 （保
存）を押して保存します

	■ 手順2

1	 待受画面で （メニュー）を押してメニュー
を表示します

2	「電話帳」を選択します
3	「新規登録」を選択します
4	 連絡先を「本体」または「SIM」のどちらに保
存するか選択します

5	「名前」および電話番号を入力し、「グループ」
を選択します

6	 必要な情報をすべて入力し終わったら、 （保
存）を押して保存します
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02　基本機能

メッセージの作成
•●作成したメッセージの送信／受信方法などにつ
いては「USER●GUIDE」の「03●メニューを利
用する」章内、「5. メッセージ」の項目をご参照
ください。
1	 待受画面で （メニュー）を押してメニュー
を表示します

2	「メール」→「新規作成」の順に選択します
•● 、 、 、 、 、 は選択されてい
る文字入力モードを表します。 は数字モー
ドを表します。使用可能な文字の入力形式は
次のとおりです。
：大文字　 ：小文字●
：大文字＋小文字●
：全角ひらがな、漢字●
：全角カタカナ　 ：半角カタカナ●
：数字　 ：記号　 ：eZiText オン
● ：英語、日本語

テキストの入力

•●入力する文字が表示されるまでキーパッドを繰
り返し押します。キーパッドに印字されている
文字以外にも入力できる文字は多数あります。
•●数字を挿入するには、キーパッドを長押ししま
す。
•●文字入力モードを切り替えるには、 を押しま
す。
•●入力する文字が同じキーに配列されている場合
は、カーソルが文字の右側に移動するまで待ち
（または を押してカーソルを文字の右側に移動
させてから）、文字の入力を続けます。
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02　基本機能

•●文字を削除するには、 （クリア）を押します。
すべての文字を消去するには、 （クリア）を
長押しします。
•●スペースを挿入するには、 を押します（英
語入力時）。
•●基本的な記号は、「1」キー（英語入力時）に割
り当てられています。その他の記号を挿入する
には、 （メニュー）を押して「記号入力」を
選択し、必要な記号を選択します。



1515

03　仕様／お問い合わせ先

仕様

 ■本体

項目 説明
質量（電池パック装着時） 約193g
連続通話時間 約6時間
連続待受時間 約80時間
充電時間 約2時間
サイズ（H×W×D） 約128× 53.5 × 27.6mm
最大出力 2W

 ■電池パック

項目 説明
電圧 3.7 Ｖ
使用電池 リチウムイオン電池
容量 2520mA
サイズ（H×W×D） 約84.6×35.8×13.1mm
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03　仕様／お問い合わせ先

お問い合わせ先
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。

ソフトバンクモバイル国際コールセンター
お問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
＜国内から＞
一般電話・携帯電話から　 0088-24-0018（無料）

＜海外から＞
一般電話・携帯電話から　+81-92-687-0025（有料）
※ソフトバンク携帯電話からは無料

ソフトバンク衛星電話から　+81-92-687-0025（無料）

故障受付窓口について
ソフトバンク衛星電話の故障受付窓口は日本国内のみとなり、海外にはございません。
ソフトバンク衛星電話を海外でご利用の際、故障した場合には、故障品を日本国内にお戻しになり、日本
国内のソフトバンクショップまたはオンライン修理受付にて修理申込みいただきますようお願い申し上げ
ます。なお、弊社オンライン修理受付は、国外への発送には対応しておりません。
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