お買い上げ品の確認
クイックスタート

■■ モバイルシアター■
（本体）

このたびは、「モバイルシアター」をお買い上げいただき、まこと
にありがとうございます。
● モバイルシアターをご利用の前に、
「クイックスタート（本書）」
および「ユーザーガイド」をご覧になり、正しくお取り扱いく
ださい。
● ユーザーガイドは、ソフトバンクホームページ
（http://www.softbank.jp/mobile/support/product/
mobile-theater/）からご確認ください。

本機でできること

■■ USIM・MicroSDカード
トレイ抜挿ツール（試供品）

■■ ACアダプタ
（ZEDAZ1）

モバイルシアターは、4G ／ LTE ／ 3G 方式に対応しております。
SoftBank 4G は、第 3.5 世代移動通信システム以上の技術に
対しても 4G の呼称を認めるという国際電気通信連合（ITU）の
声明に基づきサービス名称として使用しています。
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。
• 本書で記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があ
ります。
• 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不明な
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）までご連絡ください。

モバイルプロジェクターとしての利用の他に、AndroidTM 搭載端末、モバイルWi-Fiルーター、モバイルバッテ
リーとしても利用できます。
■モバイルプロジェクター

• 本機のディスプレイに表示した、本機やUSBデバイス内の静
止画・動画などの映像を投写する
• Miracast™による無線接続で、スマートフォンなどのディ
スプレイに表示した静止画・動画などの映像を投写する
• HDMI®による有線接続で、パソコンやスマートフォン、セッ
トトップボックスなどに表示した静止画・動画などの映像を
投写する

■Android 搭載端末

• Android 4.4.4に対応したアプリケーション※を利用する

■■ HDMIケーブル（試供品）■■ クイックスタート
（本書）
■■ 保証書■
（本体、ACアダプタ）

※ アプリを追加ダウンロードしてご利用することもできます。

■モバイルWi-Fiルーター

• 無線LAN対応機器（パソコン、スマートフォン、ゲーム機など）
を無線接続※して、
「SoftBank 4G LTE」
「SoftBank 4G」
などによる高速通信を行う
※ この無線接続を「LAN Wi-Fi」と呼びます。

• 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™／microSDXC™
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。

■モバイルバッテリー

• スマートフォンやタブレットなどを充電する

各部の名称

USIMカードを取り付ける
フォーカスセンサー
プロジェクション
レンズ
スタンド

通知ランプ

補助マイク

電源ソケット

イヤホン接続端子

USIMカードは、お客様の電話番号や情報などが登録さ
れているICカードです。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。

USIMカード
トレイ

microSDカード
トレイ

1 本機を裏返した状態で、USIMカードトレイの穴

HDMI
接続端子

ディスプレイ
（タッチスクリーン）

USB接続端子

排気口

戻るキー

ホームキー
メニューキー

スピーカー

• USIMカードトレイが少し飛び出してきたら、ゆっくり
と水平に引き抜いてください。

お買い上げ時は、内蔵電池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。

■■電源を入れる

• 投写中は手や顔を排気口に近づけたり、変形など、熱に
よる悪影響を受けるものを排気口の近くに置いたりし
ないでください。排気口から温風が出るため、やけどや
変形、事故の原因となります。

基本操作
■■タッチパネル操作

■■ホーム画面での操作

タップ
画面に軽く触れて、すぐに指を離
します。

プロジェクターウィジェット

1 電源ボタン（長押し）

• ロック画面が表示されます。画面ロックの解除方法に
ついてはユーザーガイドを参照してください。
• 初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示され
ます。設定についてはユーザーガイドを参照してくだ
さい。

■■電源を切る

1 電源ボタン（長押し）
2「電源を切る」→「OK」

ドラッグ
アイコンなどの対象物に軽く触
れ た ま ま、目 的 の 位 置 ま で な ぞ
り、指を離します。

基本操作
■■モバイルバッテリーとしての利用

1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「接続」
2「LAN Wi-Fi」の「OFF」をタップして「ON」にす

1 ホーム画面で「設定」→「システム」→「デバイス」

3「LAN Wi-Fi」をタップする

LAN Wi-Fi画面が表示されます。

4「設定」

モバイルWi-FiルーターのSSIDとパスワードを確認でき
ます。

ステータスバー

→「USBモード」

2「USB機器に接続」

USB接続端子から給電が開始されます。

ホーム画面で「設定」をタップすると、リモコンアプリ
用のQRコードが表示されます。
お手持ちのスマートフォンなどにダウンロードして
お使いください。

アプリケーション
ショートカット

• プロジェクターウィジェット
プロジェクターの主な操作がここでできます。
• （off）をタップして （on）にすると、プロジェクター
がOnになります。
• オートフォーカスのON/OFFの切り替えや画面の明るさ
の調整もできます。
• タブ
アプリケーションが分類されています。タブ名右の「+」を
タップすることでタブを追加したり、編集したりできます。
• アプリケーションショートカット、フォルダ
画面の任意の場所に、アプリケーションのショートカットを
配置したり、ショートカットをフォルダにまとめたりするこ
とができます。

保証とアフターサービス

■■モバイルWi-Fiルーターとしての利用

モバイルWi-Fiルーターとしてのアクセスポイントが有
効になります。

■■リモコンによる操作
タブ

フォルダ

フリック
画面に軽く触れて、上下左右に指
を軽くはじきます。

る→「OK」

• USIMカードトレイは挿入方向に注意して正しく取り
付けてください。

吸気口

メインマイク

電源を入れる／切る

3 USIMカードトレイを本機に差し込む

スタンド
三脚取付リング

電源ボタン

• プロジェクターがOnのときに、プロジェクションレン
ズを直視したり、人や動物の目に向けないでください。
視力低下などの傷害を起こす原因になります。

トレイにはめこむ

にUSIM・MicroSDカードトレイ抜挿ツール（試
供品）の先端を差し込む

音量大ボタン
音量小ボタン

2 USIMカードのIC部分を下にして、USIMカード

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。
• 本製品の故障、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（→お問い
合わせ先一覧）までご連絡ください。

お問い合わせ先一覧
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。

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
東海地域
関西地域
中国・四国・九州・沖縄地域

022-380-4380（有料）
052-388-2002（有料）
06-7669-0180（有料）
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
端末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
＋81-92-687-0025
（有料、ソフトバンク携帯電話からは無料）

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。
⁃⁃ 本機に使用する機器は、当社の指定品以外のものは使用しないでください。
⁃⁃ 自動車運転中のご使用は危険なため、法律で禁止されています。車を安全なところ
に停車させてからご使用ください。

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。

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。

マナーを守ろう！
■■ 安全のために使用が禁止されています。
⁃⁃ 航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

本機の電波により航空機の運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
⁃⁃ 病院など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。
⁃⁃ 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。

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。

⁃⁃ 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。

注意

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。

プロジェクターの発光部を人の目に近づけて投写させないでください。また、
プロジェクター投写時は発光部を直視しないようにしてください。同様にプロ
ジェクターを他の人の目に向けて投写させないでください。
視力低下などの傷害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で
投写しないでください。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の
原因となります。
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。

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。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。
充電中は、本機・ACアダプタに長時間触れないでください。
低温やけどになる恐れがあります。

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
航空機内では航空会社の指示に従い適切にご使用ください。
本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあります。
心臓の弱い方は、通知などの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。
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。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させる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。
本機および付属品は、周囲温度－5～45℃（推奨5～35℃）、湿度5～90%
の範囲でご使用ください。

本機の取り扱いについて
本機の内蔵電池の種類は以下のとおりです。
表示

電池の種類

Li-ion 00

リチウムイオン電池

注意
不要になった本機を、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
電池を内蔵していますので、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちくださ
い。
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。
通知音が鳴っているときや、本機で動画を再生しているときなどは、スピー
カーに耳を近づけないでください。
難聴になる可能性があります。

危険
火の中に投下しないでください。
内蔵電池を漏液・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。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

警告

医用電気機器近くでの取り扱いについて

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。
• 医療機関内での携帯電話の使用においては、各医療機関からの指示に
従ってください。
• 手術室、集中治療室（ICU）などでは、本機の電源を必ず切ってください。
• 病室・ロビーなど使用を許可されたエリアでも、近くに医用電気機器が
ある場合は、必要な離隔距離を確保してください。
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、通信が困難になることがありま
す。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信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。

Wi-Fi（無線LAN）について
⁃⁃ Wi-Fiについて
電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生していると
ころで使用しないでください。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、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）。
• テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れること
があります。
• 近くに複数のWi-Fiアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用している
と、正しく検索できない場合があります。
⁃⁃ 2.4GHz機器使用上の注意事項
• Wi-Fi搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療
用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局
（免許を要する無線局）および特定小電力無線局
（免許を要しない無線局）ならびに
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1.この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力
無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してくださ
い。
2.万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例
が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していた
だいた上で、お問い合わせ先（→お問い合わせ先一覧）までご連絡いただき、混信
回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談く
ださい。
3.その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無
線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたと
きは、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。
⁃⁃ 5GHz機器使用上の注意事項
本機は、
5GHzの周波数帯において、
5.2GHz帯
（W52）
、
5.3GHz帯
（W53）
、
5.6GHz帯
（W56）
の3種類の帯域を使用できます。
－5.2GHz帯（W52／36、40、44、48ch）
－5.3GHz帯（W53／52、56、60、64ch）
－5.6GHz帯（W56／100、104、108、112、116、120、124、128、132、
136、140ch）
本機に内蔵の無線LAN
（WLAN）を5.2／5.3GHz帯でご使用になる場合、電波法
の定めにより屋外ではご利用になれません。
⁃⁃ Wi-Fi
（無線LAN）機能は日本国内で使用してください。本機のWi-Fi機能は日本国
内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられ
ることがあります。

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、内蔵電池の
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
内蔵電池を充電すると、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。

危険

本機に使用するACアダプタは、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、内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、
ACアダプタの発熱・発火・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・故障や内蔵電池の漏液・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ACアダプタを接続する際、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。
内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
本機とACアダプタを接続した状態で、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。
USIM・MicroSDカードトレイ抜挿ツールの先端部を人に向けないでください。
けがや失明の原因になります。
投写中はレンズを絶対にのぞかないでください。
投写中のレンズからは強い光がでます。投写中にレンズをのぞくと光が目に入
り、目を痛めたり、視力に悪影響を与えることがあります。小さなお子様のいる
ご家庭では特に注意してください。
投写中はレンズの前に立たないでください。
投写中のレンズからは強い光がでます。投写中のレンズの前に立つとやけどの
原因となったり、衣服を傷めたりする場合があります。
本機の吸気口や排気口をふさがないでください。
吸気口や排気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災ややけど、故障の原因とな
ることがあります。また、手やものを近づけないでください。排気口からの熱
で、やけどやけが、変形の原因となります。
風通しをよくするために次の項目を守ってご使用ください。
• スタンドを立てて使用する。
• 周囲の壁から10cm以上離して設置する。
• 押し入れや本箱の中など、密閉された狭い場所に設置しない。
• じゅうたん、カーペット、スポンジマット、布団、毛布などのやわらかい面の
上に置かない。
• 排気口を下にして立てて使用しない。
• 毛布、カーテン、テーブルクロス、紙、布などを上にかけない。
本体底面の吸気口に、布や紙などが吸着することがあります。本体の下には吸
着するおそれのあるものは置かないでください。

警告
本機・ACアダプタ・HDMIケーブル（試供品）・USIM・MicroSDカードトレイ
抜挿ツール（試供品）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。
本機・ACアダプタ・HDMIケーブル（試供品）・USIM・MicroSDカードトレ
イ抜挿ツール（試供品）の発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。
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。
内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。
電源ソケット、HDMI接続端子、USB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。
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。

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）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。
充電しながら本機を長時間使用すると、本機やACアダプタの温度が高くなる
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。
イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。
長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因
となります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタやHDMIケーブル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アダプタやHDMIケーブル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ACアダプタは、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。

USIMカードの取り扱いについて

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
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。

注意
ACアダプタやHDMIケーブルを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。
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（ZEDAZ1）、HDMIケーブル（試
供品）の取り扱いについて

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。

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。

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本機を使用することは、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。

ここで記載している内容は、
「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」
（電
波環境協議会［平成26年8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）の内容を参考にしたものです。

本機、USIMカード、ACアダプタ（ZEDAZ1）、
HDMIケーブル（試供品）、USIM・MicroSDカードト
レイ抜挿ツール（試供品）の取り扱いについて（共通）

• 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信環境などにより、通信速度が低下、または通信できなくなる場
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。
• 海外に持ち出す物によっては、
「輸出貿易管理令および外国為替令に基づく規制貨物
の非該当証明」という書類が必要な場合がありますが、本機を、旅行や短期出張で自
己使用する目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要ありません。ただ、本機
を他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許可が必要となる場合があります。また、
米国政府の定める輸出規制国（キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、スーダ
ン、シリア）に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要となる場合があります。輸
出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のホームページ
などを参照してください。
• 補聴器をお使いで本機をご使用になる場合、一部の補聴器の動作に干渉することが
あります。もし干渉がある場合は補聴器メーカーまたは販売業者までご相談くださ
い。
• 爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機の電源をお切りください。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。
• 本機では、Google Inc.が提供する「Google PlayTM」上より、さまざまなアプリケー
ションのインストールが可能です。お客さまご自身でインストールされるこれらの
アプリケーションの内容（品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性な
ど）およびそれに起因するすべての不具合（ウイルス等）につきまして、当社は一切の
保証を致しかねます。

知的財産権について
■■ 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。
•

Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

• Wi-Fi®、
WPATM、
WPA2TM、
Wi-Fi Protected SetupTMとそのロゴ、
Miracastは、
Wi-Fi
Allianceの商標または登録商標です。
• GoogleおよびGoogleロゴ、Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴ、Gmail、
YouTube、Googleマ ップ、Google音 声 検 索、Google+、ハ ン グ ア ウ ト、Google
Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
• HDMIとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI LicensingLLCの商標、ま
たは登録商標です。
• QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
• 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 © 2015 ZTE Corporation. All rights reserved.
• 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
ソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー
及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
• iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2014 All Rights Reserved.
• Copyright © 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
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。

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。

ACアダプタ（ZEDAZ1）について
• ACアダプタ（ZEDAZ1）は、汎用性がない電源コードセット（経済産業省：平成16年
3月11日 原院第1号 定義（4）-②）として扱われるため、以下の注意点を必ずお守り
ください。
• 製品には、同梱された電源コードセットを使用すること
• 同梱された電源コードセットは、他の製品に使用しないこと

充電について
• 充電中、ACアダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。
• 電源を切った状態で充電を開始すると、操作はできませんが本機の電源が入った状
態となります。このため、航空機内や病院など、使用を禁止された区域では充電を行
わないでください。
• 内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交
換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池は、お客様自身では交換で
きません。内蔵電池の交換については、
「ソフトバンクショップ」などで、本機をお預
かりして有料にて承ります。ソフトバンクショップもしくはお問い合わせ先（→お問
い合わせ先一覧）へご相談ください。

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。本機および付属品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。

タッチパネルについて
• ディスプレイの表面に爪や鋭利な物、硬い物などを強く押し付けないでください。傷
の発生や破損の原因となります。
タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先のと
がったもの（爪・ボールペン・ピンなど）を押し付けたりしないでください。
以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。
また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
• 手袋をしたままでの操作
• 爪の先での操作
• 異物を操作面に乗せたままでの操作

本製品の比吸収率（SAR）について
本項目における【502ZT】とは、本機【モバイルシアター】を示しています。
この製品【502ZT】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。
この製品は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1ならびに、これと同等な国
際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国
際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会
（ICNIRP）が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分
な安全率を含んでいます。
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を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）で定めており､
この通信端末に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この製品を次に記述する所定の
使用法※3で使用した場合のSARの最大値は0.565W/kg※2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足しています。

この製品を人体の近くでご使用になる場合※3
この製品を人体の近くでご使用になる場合、身体から1.0センチ以上離してご使用くだ
さい。このことにより、この製品は国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および
電波防護の国際ガイドラインに適合します。
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。
※1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。
※2この値は同時送信の値です。
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/01denpa/denpa02-02.html
SoftBank スマートフォン 各機種の電波比吸収率（SAR）一覧はこちら
http://www.softbank.jp/mobile/support/sar/

•
•
•
•

• 保護シートやシールなどを貼っての操作
• ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
• 濡れた指または汗で湿った指での操作
カバンなどに入れて持ち運ぶ際は、タッチパネルに金属などの伝導性物質が近づ
いた場合、タッチパネルが誤動作する場合がありますのでご注意ください。
タッチ操作は指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作し
ないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイへの傷の発生や、破
損の原因になる場合があります。
タッチパネルにシールやシート類（市販の保護フィルムや覗き見防止シートなど）
を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があり
ます。
爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、けがの原因となる場合があ
ります。

点検・清掃について
• 吸気口や排気口にほこりがたまると空気の通りが悪くなり、内部の温度が上昇し、
故障の原因となります。吸気口や排気口にほこりがたまっていないかを確認し、こ
まめにほこりを取り除いてください。

Bluetooth®について
⁃⁃ 本機は、Bluetooth®機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標
準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによっ
てセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth®機能を使用した通信を
行う際にはご注意ください。
⁃⁃ Bluetooth®機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
⁃⁃ 本機では、ヘッドセット、オーディオ、オブジェクトプッシュを利用できます。また、
オーディオではオーディオ／ビデオリモートコントロールも利用できる場合があり
ます。
⁃⁃ Bluetooth®機器使用上の注意事項
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器
のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線
局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」
と略します）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認し
てください。
2.万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使
用場所を変えるか、
「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3.その他、ご不明な点につきましては、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。
⁃⁃ Bluetooth®機能は日本国内で使用してください。本機のBluetooth®機能は日本
国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せら
れることがあります。

使用材料
モバイルシアター本体
使用箇所
プロジェクションレンズフレーム
プロジェクションレンズ
タッチパネル
音量ボタン、電源ボタン
外装ケース（表面と側面一体）、排気口
外装ケース（底面）
スタンド
マット
USIM/MicroSDカードトレイ
三脚取付リング

材質／表面処理
アルミ
ガラス
ガラス
アルミ
PC／塗装
PC
PC
シリコン
PC／塗装
ステンレス鋼

ACアダプタ
使用箇所
外装
AC入力MOLD
AC入力PIN
DCケーブル
ACケーブル

材質／表面処理
PC
PBT+30%GF
銅合金／ニッケルメッキ
MPPO
TPE

HDMIケーブル（試供品）
使用箇所

材質／表面処理
TPE
銅／金メッキ

ケーブル
コネクタ

USIM・MicroSDカードトレイ抜挿ツール（試供品）
使用箇所
外装

材質／表面処理
ステンレス鋼

発売元
製造元

ソフトバンク株式会社
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