
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）

お問い合わせ先一覧

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）

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、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。
■ ソフトバンクカスタマーサポート

各部の名称

お買い上げ品の確認
■■ 301Z（本体） ■■ 電池パック（ZEBAT1）

ら

は

さあ か

なた

やま

わ
をん絵 記号

■■ ACアダプタ（ZECAP1）

■■ microUSBケーブル■
（ZEDAD1）

■■ クイックスタート（本書）

■■ Quick■Start■Guide

■■ 保証書■
（本体、ACアダプタ）

•	保証書を含め付属品は大切に保管してください。
•	本機ではmicroSD™／microSDHC™カード（以降、SD
カードと記載）に対応しています。ご利用にあたっては、
市販のSDカードを購入してください。

301Zでできること
待受画面でキーを1回押すだけで、メールの作成や通話履歴の表示などの各種機能を直接呼び出すことができま
す。ショートカットキーで呼び出せる機能は変更することができます。

❶■■ディスプレイ
❷■■メールキー
❸■■発信キー
❹■■カメラキー
❺■■ダイヤルキー
❻■■受話口

�■■スピーカー
�■■電池カバー
�■■カメラ
�■■送話口
�■■イヤホン接続端子

充電する
お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていませ
ん。初めてお使いになるときは、必ず充電してからお
使いください。

1■ACアダプタにmicroUSBケーブルのUSBプ
ラグを差し込む

2■本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルの
microUSBプラグを差し込む

3■家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグ
を差し込む
•	充電中は、ステータスバーの電池アイコン がアニ
メーション表示されます。
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3

2

•	本機とパソコンを付属のmicroUSBケーブルで接続す
ると、本機をパソコンで充電できます。
•	本機の充電には付属のACアダプタ、microUSBケーブ
ル以外はご使用にならないでください。故障の原因と
なります。

301Z
クイックスタート

このたびは、「SoftBank 301Z」をお買い上げいただき、まこと
にありがとうございます。
● SoftBank 301Zをご利用の前に、「クイックスタート（本書）」
および「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

● 取扱説明書は、ソフトバンクモバイルホームページ
（http://www.softbank.jp/mobile/products/list/
301z-prepaid/）からご確認ください。

● 本機は、ソフトバンクシンプルスタイル（3G ケータイ）に対応
した携帯電話です。詳しくは、「シンプルスタイルご利用ガイド」
をご覧ください。

● 本機は、Yahoo! ケータイに対応しておりません。
● 「メールし放題」にご加入いただいている場合、My SoftBankにて、
メールアドレスの変更などのメールに関連した設定ができます。

● My SoftBankは「メールし放題」の有効期間内のみご利用いた
だけます。

SoftBank 301Zは、3G方式に対応しております。

ご注意
• 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
•本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
•本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な
点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わ
せ先（→お問い合わせ先一覧）でご連絡ください。

USIMカードを取り付ける 電池パックを取り付ける
2■USIMカードのIC部分を下にして、奥まで挿入する
•	USIMカードが完全に取り付けられていることを確認し
てください。

切り欠き

3■電池カバーを閉じる
•	電池カバーと本体の間にすきまができないよう「カチッ」
と音がするまで押し込んで、完全に閉めてください。

本機をご利用になるお客様にソフトバンクから貸与
されているICカードのことをUSIMカードといい、お
客様の電話番号などの情報が記録されています。本機
を使用するためにはUSIMカードを取り付けてくださ
い。USIMカードに付属の説明書も参照してください。

1■電池カバーを開く
•	電池カバーの凹みに指をかけ持ち上げます。電池カ
バーと本体の間にすきまができたら、周囲に沿って少
しずつ取り外します。
•	爪を傷つけないようにご注意ください。

凹み

おもなアイコン

電波レベル 電池残量

データ通信有効 圏外

未読メールあり 機内モード

メールボックス空
き容量不足 マナーモード設定中

アラーム設定中 ドライブモード設定中

簡易留守録録音あ
り イヤホン接続中

SDカード取り付
け中 緊急速報メールあり

基本操作 その他の機能
■■Webアクセス

■ 待受画面→◉→「MySoftBank」

■■カレンダー
■ 待受画面→

■■アラーム
■ 待受画面→◉→「アラーム」→◉

■■ボイスレコーダー
■ 待受画面→◉→「ツール」→◉→「ボイスレコーダー」→◉

■■ストップウォッチ
■ 待受画面→◉→「ツール」→◉→「ストップウォッチ」→◉

■■世界時計
■ 待受画面→◉→「ツール」→◉→「世界時計」→◉

■■電卓
■ 待受画面→◉→「ツール」→◉→「電卓」→◉

ソフトバンクモバイルホームページから、詳しい使い方
をまとめた取扱説明書（PDFファイル）をダウンロードで
きます。
本書で説明していない機能についても掲載しています。
http://www.softbank. jp/mobile/products/
list/301z-prepaid/

マナーとルールを守り安全に使用しましょう
安全のために
■■ こんな使いかたはやめましょう。
	⁃分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。	
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。
	⁃落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。	
故障などの原因となります。
	⁃本機を加熱調理機器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜な
ど）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたり
しないでください。故障などの原因となります。
	⁃高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当た
る場所、炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。	
機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱
くなり、やけどなどの原因となることがあります。
	⁃本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、高温になる場
所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下
の車内など）、また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こた
つや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）では
熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふ
れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

マナーを守ろう！
■■ 安全のために使用が禁止されています。
	⁃航空機内では本機の電源を切ってください。	
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話等の
電源を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。
	⁃病院、研究所など本機の使用が禁止されている場所では、使用しな
いでください。医療機器などに影響をおよぼす場合があります。
	⁃電車やバスなどの優先席近くでは使用しないでください。ペース
メーカなど生命にかかわる機器に影響をおよぼすことがあります。
	⁃ゴルフ場など野外で雷鳴が聞こえたときは、落雷の恐れがあ
りますので、使用しないでください。

■■ メインメニュー

▶ ▶▶
決定キー
を押す

表示

決定キー
を押す

決定選択

上下左右
キーを押す

■■ ソフトキー
ソフトキーには、対応するキーの操作が表示されます。

左のソフトキー
を選択

右のソフトキー
を選択

中央のソフトキー
を選択

■■ クイックオペレーション
ダイヤルキーでメニューを選択できます。
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■■ メール
■ 待受画面→ ■を長押し→S!メール作成→ （送
信）

■■電話（電話帳利用）
■ 待受画面→ →連絡先を選択→◉（OK）→電話番号を選択
→◉（発信）

■■カメラ
■ 待受画面→ →◉（撮影）

■■動画撮影
■ 待受画面→ → （メニュー）→「ビデオカメラに
切り替え」→◉（OK）→◉（録画）→ （停止）

■■キーを押してできること
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通話履歴（留守録）
表示

メールメニュー表示

カメラ起動

カレンダー表示

着信履歴を表示
（左キーの       
ショートカットキー）

電話帳を表示
（下キーの
  ショートカットキー）

電卓を起動
（上キーの
  ショートカットキー）

発信履歴を表示
（右キーの
  ショートカットキー）

メニュー画面表示
／決定

通話履歴（全て）表示

■■ キーを長押してできること
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スピードダイヤル
（数字の                 
ショートカットキー） 

簡易留守録設定
／解除

データフォルダ表示

新規予定入力

マナーモード設定
／解除

スピードダイヤル
登録

新規連絡先登録

ボイスレコーダー
起動

画面ロック設定
／解除

新規S! メール作成
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❺

❶

❷

❹

❸

❻

❽

10

❼

❾

11

❼■■上下左右キー／決定キー
❽■■カレンダーキー
❾■■電源／通話終了キー
�■■削除／戻る／簡易留守録
設定キー

�■■外部接続端子

�■■USIMカードスロット
�■■通信用内蔵アンテナ
�■■SDカードスロット
�■■電池端子

通信用内蔵アンテナについて
•	感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手でお
おったりしないでください。

17 19

18

20

1■電池カバーを開く
2■電池パックを取り付ける
•	電池パックの端子部分と本体の電池端子が合うように	
❶の方向に差し込んでから、❷の方向にはめ込みます。

❶

❷

端子
部分

3■電池カバーを閉じる

•	使用中に電池パックを取り外すと本機が正常に動作しな
くなりますので、本機の電源が入っている状態では絶対
に取り外さないでください。

使用材料
使用箇所 材質／表面処理

外装ケース（ディスプレイ部）PC／UV処理
外装ケース（側面部） PC／UV処理、シルク印刷
外装ケース（背面部） PC
外装ケース（電池部） 基盤部分：FR4；金属部分：メッキ；シール：PET
電池カバー PC／UV処理
ディスプレイ PMMA／シルク印刷
キー（黒色） PC／ペイント、レーザ印刷
キー（銀色） PC／NCVM、レーザ印刷
USIMカードスロット 金属部分：銅合金／ニッケルメッキ；樹脂部分：LCP
SDカードスロット 金属部分：ステンレススチール／ニッケル亜

鉛メッキ；樹脂部分：LCP
外部接続端子 金属部分：ステンレススチール／ニッケル亜

鉛メッキ；樹脂部分：LCP
イヤホン接続端子 金属部分：銅合金／ニッケルメッキ；樹脂部分：LCP
カメラ（レンズ部分） ガラス／シルク印刷
カメラリング（銀色） PC／UV処理
電池端子 金属部分：銅合金／ニッケルメッキ；樹脂部分：LCP
ネジ 亜鉛合金／黒亜鉛メッキ

イヤホン接続端子について
•	本機では、3.5mmマイクロフォン付きイヤホン［ZELAD1］
（オプション品）をご使用ください。指定品以外のものを使用し
た場合は、正常に動作しなかったり、故障の原因となります。



安全上のご注意
⁃⁃ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いくださ
い。また、お読みになったあとは大切に保管してください。
⁃⁃ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未
然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
⁃⁃ 本機の故障、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。

表示の説明
⁃⁃ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害
の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危
険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可
能性が想定される」内容です。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定さ
れる場合および物的損害※3のみの発生が想定される」内容です。

※1⁃ 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残る
ものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをいう。

※2⁃ 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをいう。
※3⁃ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指す。

絵表示の説明
⁃⁃ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解した
うえで本文をお読みください。

禁止（してはいけないこと）を示
します。

濡れた手で扱ってはいけないこ
とを示します。

分解してはいけないことを示し
ます。

指示に基づく行為の強制（必ず
実行していただくこと）を示し
ます。

水がかかる場所で使用したり、
水に濡らしたりしてはいけない
ことを示します。

電源プラグをコンセントから抜
いていただくことを示します。

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。
充電端子や外部接続端子、イヤホン接続端子に液体（水道水、清涼飲料水、海
水、ペットの尿など）や導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、
ヘアピンなど）が触れないようにしてください。また内部に入れないようにし
てください。
ショートによる火災・やけど・故障などの原因となります。
プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガソリンス
タンドなど）では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしな
いでください。
ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉
塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。
使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づい
たときは、次の作業を行ってください。
1. ⁃コンセントからACアダプタを持ってプラグを抜いてください。また、高温に
なっている可能性があるためやけどに注意して、本機を取り外してください。

2. ⁃本機の電源を切ってください。
3. ⁃やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。
異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

注意
ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下して、けがや故障などの原因となります。バイブレーション（振動）設定中
や充電中は、特にご注意ください。また充電中の落下は端子の破損の原因とな
ります。
本機をACアダプタから取り外す際は、コードを引っ張らず、ACアダプタの
コネクタを持って取り外してください。
コードを引っ張るとコードが傷ついたり、端子の破損による火災や感電など
の原因となります。
乳幼児の手の届かない場所やペットが触れない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中にお
いても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。
けがなどの原因となります。

電池パック（ZEBAT1）の取り扱いについて
電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認したうえで、ご利
用・処分をしてください。

表示 電池の種類

Li-ion⁃00 リチウムイオン電池

発売元 ソフトバンクモバイル株式会社
製造元 ZTEコーポレーション

2014年11月　第2版

危険
火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。
釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない
でください。
変形した電池パックを使用すると、漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因
となります。ご使用の際は、電池パックの状態をご確認ください。
電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、
導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒
に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水
で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。

警告
電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用
をやめ、きれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今まで
と異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取
り外し、さらに火気から遠ざけてください。
異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるな
どの原因となります。
ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。また、ペットが噛
みついた電池パックは使用しないでください。
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や機器の故障・火災の原因となります。

注意
不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンク
ショップ」へお持ちください。電池を分別している市町村では、その規則に
従って処理してください。

301Zの取り扱いについて

警告
自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。
交通事故の原因となります。乗り物を運転しながら携帯電話を使用するこ
とは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用する場
合は、駐停車が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。
充電中は、本機を布や布団でおおったり、包んだりしないでください。また
布や布団でおおった状態で、就寝しないようにしてください。
熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となります。
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を
切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細動器・その他の医用電気
機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など
航空機内では本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定（アラー
ム機能など）をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で携帯電話の電源
を入れることは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。
心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション（振動）や着信音量の設定に注
意してください。
心臓に影響を与える恐れがあります。
屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全
な場所に移動してください。
落雷や感電の原因となります。

注意
車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与
え、安全走行を損なう恐れがあります。
本機に磁気カードなどを近づけないでください。
キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディス
クなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師
の診察を受けてください。
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調に
よっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。（→使用材料）
本機を長時間ご使用になる場合、高温になる場所（火のそば、暖房器具のそ
ば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で充電・使用・放置しないで
ください。また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所（こたつや電気毛布の
中、携帯カイロのそばのポケット内など）では熱くなることがありますの
で、ご注意ください。
長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

充電しながら携帯電話を長時間使用すると、本機や充電器の温度が高くなる
ことがありますので、温度の高い部分に長時間触れないでください。
低温やけどなどの原因となります。

USIMカード、SDカード（市販品）の取り扱いについて

注意
USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないように
ご注意ください。
USIMカードは指定以外のものを使用しないでください。
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。
USIMカードのIC部分への接触は、データの消失や故障の原因となる可能性
があります。不要なIC部分への接触は避けてください。
本機を使用中、USIMカード自体が温かくなることがありますが、異常ではあ
りませんのでそのままご使用ください。
SDカードスロットにSDカード以外のものを入れないでください。
発熱・感電・故障の原因となります。
SDカードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えたり、SDカード
を取り出さないでください。
データ消失・故障の原因となります。
SDカードは対応品以外のものを使用しないでください。
データ消失・故障の原因となります。

ACアダプタ（ZECAP1）、microUSBケーブ
ル（ZEDAD1）の取り扱いについて

警告
充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。また布や布団
でおおった状態で、就寝しないようにしてください。
熱がこもって火災・やけど・故障などの原因となります。
指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となります。
ACアダプタ：AC100V～240V（家庭用交流ACコンセント専用）
また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。
雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。
濡れた手でACアダプタのプラグや端子を抜き差ししないでください。
感電や故障などの原因となります。

プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコンセントか
ら抜き、乾いた布などで拭き取ってください。
火災の原因となります。
ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグやmicroUSB
ケーブルの端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘア
ピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。
感電・ショートによる火災・やけど・故障などの原因となります。
付属のmicroUSBケーブルは、本機の充電専用の機器です。他社製品の充電
にご使用にならないでください。
万一、他社製品の充電にご使用され、ショート、火災、故障が発生した場合、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。
使用しない場合は、ACアダプタを持って電源プラグをコンセントから抜いて
ください。
電源プラグを挿したまま放置し、ACアダプタのプラグに異物や液体が付着し
たり、ACアダプタのプラグを踏みつけたりすると感電・火災・故障の原因とな
ります。
万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタを
持ってコンセントからプラグを抜いてください。
感電・発煙・火災の原因となります。

注意
ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を
与えないでください。
けがや故障の原因となります。
microUSBケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけたりしない
でください。また、傷つけたり、加工したり、上に物を載せたり、加熱したり、熱
器具に近づけたりしないでください。
感電・発熱・発火の原因となります。
電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかったりするときは使
用しないでください。
プラグに手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
やけど・感電・傷害・故障の原因となります。
ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、ACアダプ
タを持ってプラグを抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。
ACアダプタをテーブルタップに接続しているときは、踏みつけるなど外部か
ら過大な力を加えないようにしてください。
火災や故障の原因となります。
お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグを抜いて
ください。
感電などの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて
ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電
話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会［平成9年4月］）および「各種電波利用
機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」（総務省［平成
25年1月］）の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合
は、ペースメーカ等の装着部位から15cm以上離して携行および使用して
ください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影
響を与える場合があります。
自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型
除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響につ
いて個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。
医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器
に影響を及ぼす恐れがあります。
•⁃ 手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には、本機を持
ち込まないでください。

•⁃ 病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る設定（ア
ラーム機能など）をしている場合は、設定を解除してから電源を切って
ください。

•⁃ ロビーなど、本機の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気
機器があるときは本機の電源を切ってください。

•⁃ 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合
は、その医療機関の指示に従ってください。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している
方がいる可能性がありますので、身動きが自由に取れないほど混雑した状
況等、15cm以上離隔距離を確保できない恐れがある場合には、事前に通信
機能が使用できない状態（例：機内モード）に切り替えるか、または携帯電話
の電源をお切りください。電源が自動的に入る設定（アラーム機能など）を
している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作
するなどの影響を与える場合があります。

お願いとご注意
ご利用にあたって
•⁃ USIMカードや、USIMカード装着済みの本機を盗難・紛失された場合は、必ずお問
い合わせ先（→お問い合わせ先一覧）までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続きを
行ってください。

•⁃ 本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状
態でご利用ください。

•⁃ 本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネ
ル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがありま
す。また、通話中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることが
ありますので、あらかじめご了承ください。

•⁃ 本機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようにご注
意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますの
でご注意ください。

•⁃ 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けて
いただく場合があります。あらかじめご了承ください。

•⁃ 以下の場合、本機やSDカードに登録された情報内容が変化・消失することがあり
ます。情報内容の変化・消失については、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。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要
な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。
•⁃ 誤った使いかたをしたとき
•⁃ 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
•⁃ 動作中に電源を切ったとき
•⁃ 故障したり、修理に出したとき

•⁃ 回線の混雑状況や通話環境などにより、通信速度が低下、または通話できなくなる
場合がありますので、あらかじめご了承ください。

•⁃ 爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機を使用しないでください。爆発を誘発す
る恐れがあります。また、爆破装置などに影響を与える場合があります。

•⁃ 本機で利用するUSIMカードは、一部機種（これまで当社より発売された機種を含
む）ではご利用になれません。

•⁃ 充電中や長時間連続でご使用された場合、本機が熱くなることがあります。
•⁃ 長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。取り扱
いにはご注意ください。

•⁃ 充電中はACアダプタが熱くなることがあります。

■■ 通話中／通信中の制限について
•⁃ 通話中／通信中は、同時に他の機能を使用している間や各種操作を行っている間
も、通話料、通信料がかかりますのでご注意ください。

■■ カメラについて
•⁃ カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
•⁃ 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影
されていることを確認してください。

•⁃ 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
•⁃ カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合を除き、著作権者（撮
影者）などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

■■ 画像について
•⁃ 本機でSDカードに保存した画像データは、その他の端末では使用できない場合があ
ります。

■■ 緊急速報メールについて
•⁃ お買い上げ時、緊急速報設定は「On」に設定されています。
•⁃ 受信時には、マナーモードであっても警告音が鳴動します。
•⁃ 通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
•⁃ お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報
が受信される場合、または受信できない場合があります。

•⁃ 緊急速報設定を「On」にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。
•⁃ 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因
した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いま
せん。

お取り扱いについて
•⁃ 電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または
変化したり、本機が使用できなくなることがありますので、ご注意ください。なお、こ
れらに関しまして発生し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。

•⁃ 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水に濡らさないよう十分ご
注意ください。本機は防水仕様ではありません。

•⁃ 本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場
所でご使用にならないでください。

•⁃ 本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
•⁃ 本機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、シン
ナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありま
すので、ご使用にならないでください。

知的財産権について
■■ 肖像権について

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたり
することがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められて
いる人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）がありま
す。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすること
は違法行為となりますので、適切なカメラの機能のご使用を心がけてください。

■■ 著作権について
音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作
物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的
または家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の
了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上で
の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処
罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされるときは、著作権法を遵
守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品に
はカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきまし
ても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。
⁃⁃ お客様は別途著作権者の許諾なく本製品に搭載されたソフトウェアの全部または一
部を、複製もしくは改変、ハードウェアからの分離、逆アセンブル、逆コンパイル、リ
バースエンジニアリングなどの行為を自らせず第三者にさせないでください。また
その利用を行わないでください。

•⁃ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴ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。

•⁃ S!メール、S!ベーシックパックは、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。

•⁃ ZTE、ZTE中興およびロゴは、ZTE⁃Corporationの中国およびその他の国における商標
または登録商標です。Copyright⁃©⁃2014⁃ZTE⁃Corporation.⁃All⁃rights⁃reserved.

•⁃ 本製品は（ソフトバンク携帯電話の一部では）、インターネットブラウザおよびメー
ラとして、株式会社ACCESSのNetFront⁃BrowserおよびNetFront⁃Messaging⁃
Clientを搭載しています。⁃
Copyright©⁃2002-2014⁃ACCESS⁃CO.,⁃LTD.⁃
ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標ま
たは登録商標です。⁃
本製品のソフトウェアの一部分にIndependent⁃JPEG⁃Groupが開発したモジュー
ルが含まれています。

•⁃ microSD、microSDHCロゴは、SD-3C,⁃LLCの商標です。
•⁃「Yahoo!」は、米国Yahoo!⁃Inc.の登録商標または商標です。
•⁃ その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または
登録商標です。

暗証番号について
本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

操作用暗証番号
パスワードキーロックの設定や解除など携帯電話機本体の操作
に必要となる暗証番号です。（お買い上げ時は、「0000」に設定
されています）

契約時の暗証番号

メールアドレス設定などのメール関連設定、迷惑メール設定、お
客さま申し入れによる緊急中断の際に必要となる、契約時の暗
証番号です。暗証番号を忘れた場合は、契約住所への郵送通知の
みとなります。

•⁃ 操作用暗証番号や契約時の暗証番号はお忘れにならないようにご注意ください。
万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しくは、お問い合
わせ先（→お問い合わせ先一覧）までご連絡ください。

•⁃ 操作用暗証番号や契約時の暗証番号は、他人に知られないようにご注意ください。
他人に知られ悪用されたときは、その損害について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。

•⁃ 入力を3回続けて間違えると、発着信規制サービスの設定変更ができなくなりま
す。この場合、契約時の暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。詳
しくは、お問い合わせ先（→お問い合わせ先一覧）までご連絡ください。

•⁃ 以前、携帯電話から契約時の暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定す
る際に、その変更された番号を入力してください。

操作用暗証番号を変更する
1■待受画面→◉→「設定」→◉
2■「セキュリティ設定」→◉→操作用暗証番号を入力→◉
3■「セキュリティコードOn/Off」→◉→「電源ON時本体暗証番号」→◉→On→◉
4■現在の操作用暗証番号を入力→◉→
5■「セキュリティコード変更」→◉→「電源ON時本体暗証番号」→◉
6■現在の操作用暗証番号を入力→◉
7■新しい操作用暗証番号を入力→◉
8■新しい操作用暗証番号を再入力→◉

ソフトウェア更新
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を確認し、必要なとき
には更新ができます。
•⁃ 確認／更新には、通信料はかかりません。
•⁃ ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。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もあります）。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（→お問い合わせ先一覧）までご連絡ください。

1■待受画面→◉→「設定」→◉
2■「ソフトウェア更新」→◉→「ソフトウェア更新」→◉→ （Yes）
3■画面に従って操作

•⁃ ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、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、ソフトバンクの故障受付（→お問い合わせ先一覧）にご相談ください。

本製品の比吸収率（SAR）について
この機種【301Z】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準およ
び国際ガイドラインに適合しています。
電波の人体吸収に関する国の技術基準※は、人体の近くで使用する携帯電話機などの
無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基
づいて定められたものであり、人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸
収率（SAR：Specific⁃Absorption⁃Rate）について、2W/kgの許容値を超えないこと
としています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分に安全な
値として設定されており、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線
防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインにおける値と同じ値です。本携
帯電話機【301Z】の側頭部におけるSARの最大値は1.07W/kgであり、また下記の
方法により身体に装着した場合のSARの最大値は0.502W/kgです。これらは、国が
定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。
個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を
満たしています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信
電力になるよう設計されているため、実際に通信等を行っている状態では、通常SAR
はより小さい値となります。

側頭部以外の位置におけるご使用方法：
身体から1.0センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてご使
用ください。本携帯電話機が当該方法により使用された場合において、電波の人体吸
収に関する国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることが
確認されています。
※⁃技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）に規定されていま
す。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するた
めに、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯
電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明
しています。

また、SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームペー
ジをご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib-emf.org/index02.html

PINコードについて
USIMカードには、「PINコード」という暗証番号があります。第三者による無断利用を防
ぐため、初期設定からの変更をおすすめします。（お買い上げ時は、「9999」に設定され
ています）

PINコードを変更する
1■待受画面→◉→「設定」→◉
2■「セキュリティ設定」→◉→操作用暗証番号を入力→◉
3■「セキュリティコードOn/Off」→◉→「PINコード」→◉→On→◉
4■現在のPINコードを入力→◉→
5■「セキュリティコード変更」→◉→「PINコード」→◉
6■現在のPINコードを入力→◉
7■新しいPINコードを入力→◉
8■新しいPINコードを再入力→◉

PINコードの入力間違いについて
•⁃ PINコードの入力を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（→お問い合わせ先一覧）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。
PUKコードを入力→◉→新しいPINコードを入力→◉→新しいPINコードを
再入力→◉
•⁃ PUKコードの入力を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。このときは、「ソフトバンクショップ」にてUSIMカード
の再発行（有償）が必要になりますので、ご注意ください。

301Z、電池パック（ZEBAT1）、USIMカード、
ACアダプタ（ZECAP1）、microUSBケーブル
（ZEDAD1）の取り扱いについて（共通）

危険
高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の
車内など）で充電・使用・放置しないでください。また、暖かい場所や熱のこもり
やすい場所（こたつや電気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内など）にお
いても同様の危険がありますので、充電・放置・使用・携帯しないでください。
機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。ま
た、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。
本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・microUSBケーブルを接続
する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。
電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。また充電端
子を破損・焼損させる原因となります。
本機と充電器を接続した状態で、踏みつけるなど外部から過大な力を加えな
いようにしてください。
端子が破損した状態で充電すると故障や火災の原因となります。充電すると
きは、使用場所、取り扱いにご注意ください。
分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの
漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反とな
り、罰則の対象となります。
濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電
池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使
用場所、取り扱いにご注意ください。
本機に使用する電池パック・ACアダプタ・microUSBケーブルは、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した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、
ACアダプタとmicroUSBケーブルの発熱・発火・故障などの原因となります。

警告

本機・電池パック・ACアダプタ・microUSBケーブルを加熱調理機器（電子レ
ンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電磁調理器（IH調理器）の
上に置いたりしないでください。
電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・microUSBケーブ
ルの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

保証とアフターサービス
保証について
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（→お問い合わせ先一覧）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。

アフターサービスについて
•⁃ 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信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。なお、故障または修理の際に本機に登録されている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。

•⁃ 本機を分解／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
および外装ケース内のネジをおおっているシールをはがされた場合は、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（→お問い合わせ先一覧）までご連絡ください。


