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安全上のご注意
ご使用の前に
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、お読みになった後は大切に保管してください。
製品本体および取扱説明書には、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。
お子様がお使いになるときには、保護者の方が取扱説明書をお読みになり、正しい使い方を
ご指導ください。
本書で「本製品」という記述は、SoftBank C01SW USB モデムとすべての同梱品が対象となり
ます。

表示の説明
表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解のうえ、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、「使用者が死亡また
は重傷（※ 1）を負うことがあり、その危険性が高いこ
と」を示します。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「使用者が死亡また
は重傷（※ 1）を負うことが想定されること」を示しま
す。

注意

この表示は、 取り扱いを誤った場合、「使用者が障害（※ 2）
を負うことが想定されるか、または物的損害（※ 3）の発
生が想定されること」を示します。

※ 1: 重傷とは、失明やけが、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や長期の通院を要するものを指します。
※ 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど（高温、低温）
・感
電などを指します。
※ 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を
指します。
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図記号の説明
禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。

指示

指示する行為の強制 ( 必ずすること ) を示します。

免責事項について
• 本書の内容は将来、予告なしに変更することがあります。
• 地震・雷・風水害およびソフトバンクモバイル株式会社（以降、当社と呼びます）の責任
以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意、または過失、誤用、
その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、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。
• 本製品の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害（記録内容の変化・消失・事業
利益の損失、事業の中断など）に関して、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。
• 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、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。
• 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた
損害に関して、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。

4

2131110

危険

分解禁止

火気禁止

火気禁止

火気禁止

指示

本製品を分解・改造・修理しないこと
火災・感電の原因となります。本製
品の改造は電波法違反になります。
故障したときの修理は、最寄りの
「ソフトバンクショップ」または
「お問い合せ先」
（→13ページ）まで 水濡れ禁止
ご連絡ください。
本製品を火の中に入れたり、加熱し
ないこと
発熱・破裂・発火の原因となりま
す。なお、水に濡れた場合でも加熱
用機器などで強制的に乾燥させない
でください。

本製品を火のそば、ストーブのそば
などの高温の場所で使用・放置しな
いこと
発熱・破裂・発火やUSIMカードの
データ消失の原因となります。
本製品をガソリンスタンドなど引火の
おそれのある環境で使用しないこと
本製品をガソリンなどの引火性物質
や粉塵のある場所で使用すると、
火災や爆発の原因となります。

水濡れ禁止

水濡れ禁止

本製品の周りにコップや花びんなど、
液体の入った容器を置かないこと
液体がこぼれて濡れると、発熱・破
裂・発火やUSIMカードのデータ消失
の原因となります。

本製品を水や汗、海水などで濡らさ
ないこと
発熱・破裂・発火やUSIMカードの
データ消失の原因となります。誤っ
て水などの中に落としたときは、最
寄りの「ソフトバンクショップ」ま
たは「お問い合わせ先」（→13ペー
ジ）までご連絡ください。
本製品を屋外や浴室など、水がかか
る場所に置かないこと
本製品が濡れると、発熱・破裂・
発火やUSIMカードのデータ消失の原
因となります。
本製品を落としたり、強い衝撃を
与えないこと
発熱・破裂・発火やUSIMカードの
データ消失の原因となります。

禁止

すべての標識および通知に従い、
すべての規則および規定に従うこと
本製品の電源をオフにするように指
示があった場合、あるいは干渉また
は危険を引き起こすおそれがある場
合は、本製品の無線機能をオフにし
てください。
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警告

禁止

禁止

禁止

自動車などの運転中に本製品を使用
しないこと
交通事故の原因となります。運転者
が使用する場合は、駐車が禁止され
ていない安全な場所に止めてから
ご使用ください。
高精度な電子機器の近くでは本製品
を使用しないこと
電子機器に影響を与える場合があり
ます。
影響を与えるおそれのある危機の例:
心臓ペースメーカー・補聴器・その
他の医用電気機器・火災報知器・
自動ドアなど。医用電気機器をお使
いの場合は、機器メーカーまたは
販売者に電波による影響について
ご確認ください。
航空機内などの使用を禁止された場
所では本製品を使用しないこと
航空機内での電子機器の使用は法律
で禁止されており、罰則の対象とな
ります。
長時間使用しない場合は、パソコン
から本製品を抜くこと
感電・火災・故障の原因となります。

• 病棟内では、本製品を使用しない
• ロビーなどであっても付近に
医用電気機器がある場合は、
本製品を使用しない

指示
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禁止

植込み型心臓ペースメーカー、植込み
型除細動器や医用電気機器の近くで本
製品を使用する場合は、電波によりそ
れらの装置・機器に影響を与えるおそ
れがあるため、次のことを守ること
1. 植込み型心臓ペースメーカーおよ
び植込み型除細動器を装着されて
いる場合は、植込み型心臓ペース
メーカー等の装置部位から22cm
以上離して携行および使用して
ください。
2. 満員電車の中など混雑した場所で
は、付近に植込み型心臓ペース
メーカー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、本製品の使用を
ひかえてください。電波により
植込み型心臓ペースメーカーなど
の作動に影響を与える場合があり
ます。
3. 医療機関の屋内では、次のことに
注意してご使用ください。
• 手術室、集中治療室（ICU）、
冠状動脈疾患監視病室（CCU）には
本製品を持ち込まない

指示

雷鳴が聞こえた場合はただちに使用
を中止すること
落雷・感電の原因となります。
雷鳴が聞こえた場合は、ご使用を
中止し、安全な場所へ移動してくだ
さい。

指示

本製品を使用中に発煙・異臭などの
異常が発生したり、破損したときは、
すぐ使用を禁止し、最寄りの
「ソフトバンクショップ」または
「お問い合わせ先」（→13ページ）
までご連絡ください

• 医療機関が個々に使用禁止、
持ち込み禁止等の場所を定めて
いる場合は、その医療機関の
指示に従う
4. 医療機関の外で、植込み型心臓
ペースメーカーおよび植込み型
除細動器以外の医用電気機器を
使用される場合（自宅療養等）は、
電波による影響について個別に
医用電気機器メーカーなどにご確
認ください。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」（不要
電波問題対策協議会「平成9年
4月」）に準拠、ならびに「電波の
医用機器等への影響に関する調査
研究報告書」（平成13年3月
「社団法人 電波産業会」）の内容
を参考にしたものです。
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注意

禁止

禁止

本製品を直射日光の強いところや
炎天下の車内など、高い温度になる
ところで使用・放置しないこと
発熱・発火やUSIMカードのデータ
消失の原因となります。

車載電子機器に影響を与える場合は
使用しないこと
自動車内で使用した場合、車種に
よっては、まれに車載電子機器に
影響を与える場合があります。安全
走行を損うおそれがありますので、
そのような場合は使用しないでくだ
さい。

禁止

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こと
落下して、けがや故障の原因となり
ます。
禁止

汗をかいた手で触ったり、汗でぬれ
た衣服のポケットに入れないこと
発熱・故障の原因となります。
禁止

禁止
本製品内にごみやほこりなどが混入し
ないように使用および保管すること
故障の原因となります。

指示

指示

本製品を幼児の手に届く場所には
置かないこと
幼児がケーブルや部品などで遊ばな
いようにご注意ください。ケーブル
が首に巻きついたり、パソコンや
本製品が落下してけがをするおそれ
があります。
また、幼児が部品等を誤って飲み込
むと、窒息のおそれがあります。

人の混雑している場所では本製品を
使用しないこと
本製品が人にあたり、思わぬけがを
したり、周囲の方の迷惑になる
おそれがあります。
ご使用の際は、本製品を身体から
1cm以上離すこと

指示
本製品をパソコンから取り外すとき
は、取扱説明書で定められた手順に
従うこと
データの消失や故障の原因となりま
す。
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注意
誤って本製品の部品を飲み込んでしまった、または皮膚に異常を感じた場合は、必ず専門の
医師に相談してください。
本製品は以下に記載の材料を使用しております。
品名
C01SW USB モデム

部品

材料

トップカバー

ABS 樹脂

ボトムハウジング

PPG 樹脂

USIM カードの取り扱いについて

注意
USIMカードの挿入・取り出しの際
には、必要以上に力を入れないよう
にしてください。
禁止

禁止

分解、改造をしないでください。
データの消失、故障の原因となりま
す。
禁止

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、
お客様ご自身の責任となり当社では
一切責任を負いかねますのでご注意
ください。

USIMカードにラベルなどを貼らな
いでください。スロット内部で引っ
かかる原因となり、正しく挿入でき
ないおそれがあります。
禁止

USIMカードを落としたり、衝撃を
与えないでください。故障の原因と
なります。
禁止

USIMカードを曲げたり、重いもの
を載せたりしないでください。
故障の原因となります。
禁止

USIMカードを濡らさないでくださ
い。水やペットの尿などの液体が付
着すると故障の原因となります。
禁止
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ICチップ部分を傷つけないでくださ
い。故障の原因となります。

禁止
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ICチップ部分に不用意に触れたり
ショートさせないでください。
データの消失、故障の原因となりま
す。

火の中に入れたり、加熱しないでく
ださい。変形・発熱・発煙やデータ
の消失、故障の原因となります。
禁止

禁止
USIMカードはほこりの多い場所に
は保管しないでください。故障の
原因となります。

ICチップ部分はいつもきれいな状態
でご使用ください。また、他社の
USIMカードを本製品に挿入しない
でください。
指示

禁止
USIMカードを取り外す際に、手や
指を傷つける可能性がありますので
ご注意ください。
指示

お手入れは乾いた柔らかい布などで
ふいてください。

指示
乳幼児の手の届かない場所に保管し
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。

指示

指示

ご使用中、USIMカードが温かくな
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。
指示

USIMカードを使用する機器は、
当社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、データの消失や故障の原因
となります。
指定商品につきましては「お問い合
わせ先」（→13ページ）までご連絡
ください。

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、環境保全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ことがあります。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。
• 国内外を問わず、USIM カードを挿入した本製品ならびに USIM カードの盗難・紛失の際は、
必ず緊急利用停止の手続きを行なってください。緊急利用停止の手続きは「お問い合わせ先」
（→ 13 ページ） までご連絡ください。
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ソフトバンク携帯電話をお使いのお客様へ
• ソフトバンク携帯電話にて使用していた USIM カードを本製品に使用する場合は、以下の点
にご注意ください。
· ソフトバンク携帯電話でお申し込みの料金プランが適用されます。
· 電話、SMS、TV コール等、全ての着信ができません。
· ソフトバンク携帯電話に送信された SMS は、本製品を使用中には破棄されます。その
後、ソフトバンク携帯電話に USIM カードを戻しても破棄された SMS は受信できませ
ん。

コンピュータウィルスに関するご注意
• インターネット接続を行なう場合は、ウィルス感染などを防ぐためにウィルス対策ソフト
のご利用やパソコンのシステムを定期的にアップデートしてください。

お取り扱い上のご注意
• 本製品を次のような場所で使用したり、放置しないでください。
· 結露する場所
· 極度に高温や低温の場所
· 湿気が多い場所や水がかかる場所
· 直射日光の当たる場所
· ほこりの多い場所
· 薬品や有害なガスに触れる可能性のある場所
万一、本製品から異常な発熱や発煙、異臭が生じた場合には、ただちに本製品をご使用の
パソコンから抜き取ってください。お客様による修理は危険ですので、絶対におやめくだ
さい。
• 本製品は、使用環境により本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
この場合、本製品の側面を持って取り外してください
• 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
• 本製品を曲げたり、無理な力を加えないでください。
• 本製品がパソコンの USB ポートにスムーズに挿入できなかったり、挿入時に違和感を
感じる場合は、無理に挿入せず C01SW の USB コネクタおよび USB ポートの点検を行なって
ください。
• 本製品を鞄などに入れて持ち運ぶ際は、必ず収納ケースなどに入れるようにしてください。
本製品単体で持ち運ぶと故障の原因となります。
• 火の中へ投下しないでください。
• 正しい方向に挿入してください。
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付属ソフトウェアに関するご注意
製品付属のソフトウェアの使用にあたり、下記の事項にご注意ください。
• お客様には、本ソフトウェアの使用権のみが譲渡されます。著作権が移転するものでは
ありませんので、第三者への譲渡・販売などはできません。
• 本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）の目的にのみ許可されます。他人への
譲渡・販売等の目的でコピーすることはできません。
• 本ソフトウェアのご使用にあたり、生じたお客様の損害および第三者からのお客様に
対する損害の請求については、当社および販売店などはその一切の責任を負いません。

C01SW に関するご注意
• 本製品は使用中に熱くなることがあります。取り扱いにはご注意ください。
• 本製品の裏側に貼り付けられている IMEI シールを剥がさないでください。

IMEI シール ( 例 )

その他ご使用にあたってのご注意
• パソコンのバッテリー残量が不足した状態では、動作が不安定になります。バッテリー
残量をよく確認のうえ、お使いください。バッテリーが不足していた場合、AC アダプタを
接続するなど安定した状態にしてください。
• 通信中もしくは本製品へ電源供給中に本製品を引き抜かないでください。また、本製品へ
電源供給中にパソコンをシャットダウン、レジュームなどの状態にしないでください。
特に通信中に引き抜いた場合は、次回接続時にネットワーク接続を拒否される可能性があ
ります。
• テレビやラジオのそばで本製品を使用すると、画面が乱れたり雑音が入ったりする場合が
あります。この場合、テレビやラジオから離してお使いください。
• 次のような場合は通信ができなかったり、雑音が入ることがあります。
· 製氷倉庫など特に温度が下がる場所に置かないでください。正常に動作しないことが
あります。
· 金属製家具などの近くは避けてください。電波が届きにくくなります。
· 電気製品・AV・OA 機器などの磁気を帯びている場所や磁波が発生している場所に置か
ないでください。
（電子レンジ、スピーカー、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、
ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など）
· 磁気や電気雑音の影響を受けると、通信ができなくなることがあります。
特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
· 放送局や無線局などが近いときは、移動してみてください。電波が強すぎるときは使用
できないことがあります。
• 誤った操作をしたときは、パソコンの電源を一度切り、電源を入れ直してください。

11

SoftBank C01SW USB モデム

安全上のご注意

知的財産権について
• 本製品の一部は、以下に示す米国特許権の一部またはすべてにより保護されています：
5,515,013 5,629,960 5,845,216
6,191,741 6,199,168 6,339,405
6,653,979 6,697,030 6,785,830
6,968,171 6,985,757 7,023,878
7,287,162 D442,170 D459,303
その他の特許は出願中です。

5,847,553
6,359,591
6,845,249
7,053,843
D599,256

5,878,234
6,400,336
6,847,830
7,106,569
D560,911

5,890,057
6,516,204
6,876,697
7,145,267

5,929,815
6,561,851
6,879,585
7,200,512

6,169,884
6,643,501
6,886,049
7,295,171

• 技術ライセンスは以下より提供されています。
QUALCOMM® 3G
QUALCOMM Incorporated よりライセンスを受けた、以下に示す米国およびその他の国に
おける特許：
4,901,307 5,056,109 5,101,501 5,109,390 5,228,054 5,267,261 5,267,262 5,337,338
5,414,796 5,416,797 5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073 5,535,239 5,544,196
5,568,483 5,600,754 5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338
• InterDigital Group よりライセンスを受けた特許によって Sierra Wireless またはソフトバ
ンクは製造または販売しています。
• 3G Watcher® と TRU‐Install™ は Sierra Wireless の商標です。
• Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

• QUALCOMM® は QUALCOMM Incorporated の登録商標です。
• Mac、Mac OS は Apple Computer, inc. の登録商標です。
• microSD™ ロゴは商標です。
• TV コールはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。

• 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。
• その他、本書に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

著作権
©2008 Sierra Wireless. All rights reserved.
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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。電話番号はお間違いのないようにおかけください。
本製品の詳しい使用方法につきましては、取扱説明書をご覧ください。取扱説明書は以下の
URL よりダウンロードできます。
http://www.sierrawireless.com/support/softbank/C01SW.aspx
本製品のセットアップ、操作方法、技術的なお問い合わせについて

データ通信サポート窓口
受付時間 /

平日
9：00 〜 19：00
土日祝 9：00 〜 17：00

ソフトバンク携帯電話から
一般電話から

*5525（無料）
0088-21-5525（無料）

※海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

総合案内、紛失・故障受付について

ソフトバンクお客さまセンター
総合案内
紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から
ソフトバンク携帯電話から

157（無料）
113（無料）

一般電話からおかけの場合
ご契約地域
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・
福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・
茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・
石川県・福井県

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県

広島県・岡山県・山口県・鳥取県・徳島県・香川県・
愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・
熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

総合案内

0088-240-157（無料）

紛失・
故障受付

0088-240-113（無料）

総合案内

0088-241-157（無料）

紛失・
故障受付

0088-241-113（無料）

総合案内

0088-242-157（無料）

紛失・
故障受付

0088-242-113（無料）

総合案内

0088-250-157（無料）

紛失・
故障受付

0088-250-113（無料）

海外からおかけの場合

ソフトバンク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・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491（有料）
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MEMO
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