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料金に関する情報は、別冊子「料金プラン&割引サービス」カタログをご参照ください。
掲載商品について : 本カタログに掲載の商品は、店舗によって在庫切れ、またはお取り扱いしていない場合がございます。あらかじめご了承ください。ソフトバンクUSIMカードについて : ●USIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクの
ご契約を解除されている時は、ワンセグの視聴やカメラ機能などをご利用いただけません（一部機種は除く）。●USIMカードは、電話番号などを記録したICチップで、ご利用料金のご請求はUSIMカードの電話番号に対して行われます。USIMカード
は、別の携帯電話に差し込んでも利用可能なので、携帯電話（USIMカード差し込み済）を盗難・紛失された場合、携帯電話のタイプ（国内専用／世界対応ケータイ）にかかわらず速やかに「故障・事故・盗難・紛失受付」（→P.82）にご連絡して、緊急利
用停止のお手続きを必ず行ってください。●機種により、USIMカードに記憶可能な情報は異なります。機種変更などにより、USIMカードを別の携帯電話に差し替えた場合、USIMカード上の電話帳を正しく表示できない場合があります。●USIM
カードの所有権は弊社に帰属します。解約などの際は、弊社にご返却ください。

本カタログに記載の料金について : 本カタログに記載の商品、サービスなどの料金は消費税相当額を加算した総額表示となります。その際、小数点以下は切り捨
てて表記しております（通話料・通信料は除く）。毎月のご請求については、税抜価格の合計金額に消費税相当額を加算して計算しております（一部サービスを除
く）ので、お客さまが税込価格を基に計算された場合、実際のご請求額と異なる場合があります。

携帯電話番号ポータビリティ（MNP）受付中！ 詳しくはP.84

P.11、P.12に掲載されている商品の形状・機能は実際の商品と異なる場合があります。各商品の詳細につきましてはソフトバンクホームページをご確認ください。

詳しくはP.81　オンラインショップでは、24時間いつでも新規・MNPのご契約、SoftBank 
スマートフォン、SoftBank 3Gへの機種変更がご利用いただけます。

本カタログの掲載内容はSoftBank スマートフォン、SoftBank 3G対応のサービスです（一部除く）。掲載のない機種については一部ご利用いただけないサービスがあります。
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SoftBank スマートフォン 大画面、タッチ操作、アプリ。その手に今までにない驚きと楽しさを。

SoftBank 3G カラーが選べる、個性が選べる。あなたらしさをケータイにも。

かんたんケータイ みまもりケータイ デジタルフォトフレーム

モバイルデータ通信フォトビジョンプリモバイル

インフォメーション

ウェブ安心サービス 79

自動音声応答サービス／My SoftBank 82

お申し込み 85

　　　　   他社ケータイとも電話番号だけで
メール送受信ができるようになりました。詳し
くはP.84またはソフトバンクホームページ
（www.softbank.jp）をご覧ください。
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航空写真や3D表示も見られる Google マップ 
なら、ルート検索も簡単です。ウェブの検索には
話しかけるだけの Google 音声検索 が便利。

Google 音声検索TM

Google マップTM

好みのセレクトを選んで、ホーム画面とアプリを
まとめてチェンジ。自分に合ったスマートフォン
にすぐに変えられます。

AndroidTM 搭載

PCでおなじみの GoogleTM サービス を始め
多彩な機能をスムーズに使えます。豊富な種
類のアプリを追加してさらに便利に。

外部からのウイルスの侵入をセキュリティソフ
トで検出。たくさんの情報を扱う大切なスマー
トフォンをしっかり守ります。

通話もパケット通信も定額プランだからどれだ
け使っても安心。海外でのパケット通信が定額
でできる「海外パケットし放題」もあります。

絵文字、デコレメール

今まで使っていたメールアドレスをスマート
フォンでも引き続き使えます。気持ちが伝わる
絵文字やデコレメールも送れます。

ひとりひとりの毎日に最適なカタチ を、SoftBank スマートフォンで。

PCを持ち歩く
感覚！

知りたいこと
すぐに検索！

ホーム画面や
アプリを簡単チェンジ！

ウイルスから
しっかりガード！

ケータイメールが
変わらず使える！

好みに合わせて自由にカスタマイズ変わらない使い心地　ではじめてでも安心

赤外線通信
防水

ケータイでよく使う定番機能が、スマートフォ
ンでも変わらず使えます。防水対応スマート
フォンも続々登場。

定番機能は
そのまま！

スマートフォンをオリジナルカバーで自由に演
出。カバコレアプリよりオーダーいただけます。

●詳しくは「料金プラン&割引サービス」カタログをご覧ください。

対応機種はP.43～44をご覧ください。

対応機種はP.43～44をご覧ください。

対応機種：104SH、103SH、102SH、101K、009Z、009SH、008Z、
　　　　 007HW、006SH、003SH、003P
●対応機種は順次拡大予定です。

対応機種：104SH、103SH、102SH、101SH、101K、101N、101DL
●101DLは一部機能がご利用いただけません。

おサイフケータイ®

「使い方ガイド」が基本操作や設定をサポート
スマートフォンに慣れていない方にもわかりやすく、タッチ操作の練習や設定方法の確認ができます。

ゲーム感覚で
タッチ操作を練習

 http://www.facebook.com/softbank.smartphone

「SoftBank スマートフォン情報局」  で検索！

Point1

Facebookでスマートフォンの耳寄り　情報をゲット！

SoftBank スマート フォン情報局
ココでしか聞けない各機種のこだわり機能や開発　秘話など、SoftBank
スマートフォンの最新情報がFacebookで手軽に　読めます。

こちらからアクセス

料金も安心！

ホワイトプラン  パケットし放題フラット 
海外パケットし放題

for スマートフォン

カバーを自由に
デザイン！

スマートフォンの基本操作をゲームや体験型チュートリアルで
楽しく覚えられる！

Point2 使い方や設定方法の説明を読みながら、操作や設定に進める！

Point3 必要な情報をすぐに検索できる！
FAQモバイルサイトへも簡単アクセス！

スマートフォンだけの新しい使いやすさ



ソフトバンク初！ Android 4.0 搭載！

○Home画面、アプリ・ウィジェットなどさらなる
　快適操作を提供。
○スピード感あふれるグラフィックデザイン
　（SHARPカスタム）。

外出先で大容量データをサクサク
操作でき、忙しいビジネスシーンで
も活躍。

AndroidTM 4.0 搭載 1.5GHzデュアルコアCPU搭載スマートフォン

※1 microSDカード（2GB）が同梱されています。※2 今後対応予定です。●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット
定額サービスの加入が必要です。●Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

●画面はすべてイメージです。●Android、Android ロゴ、Google、Googleロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索  ロゴ は
Google Inc.の商標または登録商標です。

画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。詳しい商品の発売日はソフトバンクホームページをご確認ください。

サイズ：［暫定値］約65（W）×129（H）×9.0（最薄部8.8）（D）mm（突起部除く）　重さ：［暫定値］約126g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

下り最大21Mbps

4.0 Android 4.0搭載 デュアルコア ULTRA SPEED
（下り最大21Mbps） HD液晶／4.5インチ

1210万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※1 防水・防塵

カバコレ スマセレ※2 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急速報メール

デュアルコアCPU
2つのCPUコアによる高い
処理能力で動画の再生や
アプリの利用もスムーズ。

防水・防塵対応
お風呂やキッチンなどの
水回りでも安心してウェブ
やアプリを気兼ねなく使
える。

1210万画素
フルHD撮影対応カメラ
裏面照射型CMOSセンサーで、高
感度でクリアな撮影を実現。テ
レビの大画面でもキレイに表示。

優れた省電力機能
ワンタッチでかしこく簡単にバッ
テリーの消費を抑える省エネ機
能を搭載。省電力

■ Android 4.0 &高速1.5GHzデュアルコアCPU
使いやすさ抜群の Android 4.0 と処理能力の高い1.5GHz
デュアルコアCPU搭載。ULTRA SPEED対応で今までにない操
作性のスマートフォンを実現。

■ 4.5インチHD液晶&フルディスプレイ・デザイン
大画面4.5インチHD液晶と狭額縁フルディスプレイ・デザイ
ンを採用。圧倒的な表現力ですべてのコンテンツを美しく快適
に表示します。

N E W
春発売予定

RISING SUN
ライジングサン
［SHSEF1］

DEEP OCEAN
ディープオーシャン

［SHSEF2］

革新的なUIを実現、さらに使いやすく進化。

顔認証機能により、
ロック解除操作がよりスムーズに。

ロック解除画面から直接メール、電話、
カメラ、アプリ起動が可能に。

SNS連携の強化など、
コミュニケーション機能が便利に進化。

フルHD動画撮影機能で、速い動き
も鮮明に捉える高精細映像を簡単
撮影。

SoftBank スマートフォン
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その一瞬をキレイに撮影 
かんたんフォトシェア スマートフォン

約1,320万画素カメラ
ルミックスで培った高画質エンジン搭載
で、どんなシーンでも美しく撮影。

日本仕様
電子マネーやワンセグ※1など、おなじみ
の便利な機能が変わらず使える。

■ 本格派写真が簡単に撮れるデジカメスマートフォン
約1,320万画素・高画質エンジンと、ビューファインダーで効果を確認しなが
ら撮れる「マイカラーモード」により、イメージどおりの写真を撮影できます。

■ 撮影した写真を簡単共有
撮った写真をSNSやブログへワンタッチで共有できる「ピクチャジャンプ」や、
自動分類される「ピクチャセレクタ」搭載で写真の整理も簡単。

サイズ：約64（W）×123（H）×9.8（最厚部：12.4）（D）mm（突起部除く）　重さ：約128g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

※1 ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし、双方向サービスやウェブを利用した情報取得には
通信料がかかります。※2 対応チャネルは、1-11になっております。アクセスポイント側のチャネル設定
により、接続できない場合があります。※3 microSDカード（2GB）が同梱されています。●SoftBank ス
マートフォンのご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。●「LUMIX Phone」は、パナソニッ
ク株式会社の商標または登録商標です。●Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または
登録商標です。

N E W
1月中旬発売予定

メロウゴールド
［PMSBE3］

マゼンタ
［PMSBE2］

ブラック
［PMSBE1］

ピクチャジャンプ
写真を一覧からワンタッチでSNSや
メールなどで共有できる。

ピクチャセレクタ
撮った写真を顔認識や位置情報で自動
的に分類。

下り最大21Mbps

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア ULTRA SPEED
（下り最大21Mbps）

QHD液晶／
4.0インチ

1320万画素カメラ Wi-Fi※2 micro SDHC
メモリカード※3 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

防水・防塵対応
薄さ9.8mmのスリムボディで使い勝手
の便利な防水対応を実現。

細部まで鮮やかに
高精細4.5インチHD液晶搭載スマートフォン

4.5インチHD液晶
HD画質の高精細画像を楽しめるほか、
アプリの使いやすさも抜群。

N E W

■ 圧倒的な迫力を体感できる4.5インチHD液晶
動画やゲームなどを驚きの鮮やかさと臨場感で映し出す3D対応4.5インチ
HD液晶を搭載。卓上ホルダーやイヤホンなどのアクセサリーも充実。

■ ULTRA SPEED&デュアルコアCPUでウェブをサクサク操れる
大容量コンテンツのダウンロードや、自分で撮った高画質動画のブログアッ
プなど、さまざまな操作がスムーズに。外出先でも快適にウェブが楽しめます。

サイズ：約65（W）×128（H）×9.8（D）mm（突起部除く）　重さ：約137g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア ULTRA SPEED
（下り最大21Mbps） HD液晶／4.5インチ

1210万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※ 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

【3D視聴に関するご注意】●3D映像の見え方には個人差があります。●体調がすぐれないとき、視聴中に体調の変化を感じた場合などには、3D視聴はお控えください。●他人が著作権を有する映像を3D変換される場合、個人で楽し
むなど、私的目的の範囲でご使用ください。●3D映像の視聴年齢については、7歳以上を目安にしてください。●3D映像をご覧になる場合は、30分程度を目安に適度に休憩を取り、目を休ませてください。●車や電車に乗車中や歩
行中など画面のゆれが想定される環境での3D視聴は、疲労感や不快感の原因となることがあります。●3D映像を快適に見ていただくために、同梱のお願いとご注意をお読みください。

※ microSDHCカード（4GB）が同梱されています。●ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし、
双方向サービスやウェブを利用した情報取得には通信料がかかります。●SoftBank スマートフォンのご
利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。●Android および Android ロゴは、Google Inc.の
商標または登録商標です。

イノセントパープル
［SHSED1］

ブラック
［SHSED2］

ホワイト
［SHSED3］

光学手ぶれ補正搭載カメラ
暗い場所やズームアップしての撮影でも
ぶれを抑えてキレイに撮れる光学手ぶ
れ補正搭載裏面照射型CMOSカメラ。

デュアルコアCPU
アプリの起動や動画の再生などがスピー
ド感のある操作でスムーズ。

下り最大21Mbps

SoftBank スマートフォン

画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。詳しい商品の発売日はソフトバンクホームページをご確認ください。
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カラーごとにモチーフとお父さんが
キュートなオリジナル壁紙を搭載。

コンパクトな手のひらサイズで持
ちやすい。もちろん、スマートフォ
ンだからフルタッチ操作が可能。

丸みを帯びたラウンドフォルムが
厚みを感じさせず、手にフィット。

メールが打ちやすい かわいいコンパクトスマケー

※1 ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし、双方向サービスやウェブを利用した情報取得には通信料がかかります。※2 
microSDカード（2GB）が同梱されています。●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。
●Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

サイズ：約53（W）×112（H）×15.6（D）mm（閉じた状態、突起部除く）　重さ：約129g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大7.2Mbps）

フルワイドVGA液晶／
3.4インチ

800万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※2 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ
（3Gエリア専用） GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

防水・防塵
お風呂やプールサイドでも
ウェブやワンセグ※1などが
楽しめる。

800万画素カメラ
多彩な撮影機能で高画質の
きれいな写真が簡単に撮れ
る。

日本仕様
電子マネーやワンセグなど、おなじみの便利な機
能が変わらず使える。

■ 丸みが可愛いコンパクト&カラフルデザイン
女性の手でも持ちやすく、鞄にすっぽり収まるコンパクトサイ
ズ。フラワーブーケを思わせる華やかな4色から好みの色を選
べます。

■ シーンにあわせてフルタッチと10キーを使い分け
ネットの閲覧時にはフルタッチ、メールを打つ時には10キーに
することで使い勝手が格段にアップ。スライダーで切り替えも
簡単。

N E W

ビビッドピンク
［SHSEC3］

ホワイト
［SHSEC1］

ターコイズ
［SHSEC2］

ネイビーブラック
［SHSEC4］

女子会セレクト

101SHにぴったり！ 
おすすめスマセレ

例えばこんなアプリをセレクト！

女子会予約
ラクラクアプリ
by じゃらん×ホット
ペッパーグルメ

ナカ
マップ

可愛いホーム画面と、
女子会や友達とのパー
ティーに役立つ&盛り
上がるアプリが満載！

お得で便利！ 女子会の計画もスムーズ！

SoftBank スマートフォン
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女子の“うれしい”がギュッとつまった
ビューティースマートフォン

■ もっとキレイになりたいひとのためのMEDIAS BEAUTYTM

「MEDIAS BEAUTYTM」で常に持ち歩くスマートフォンが女性の美しさを
サポート。メイク、ファッション、フィットネスの機能やアプリが満載。

■ 女性らしさを際立たせる華やかなデザイン&カラー
柔らかく艶やかな4色のカラーと、女性の手でも持ちやすいラウンドフォル
ムを採用。場所を選ばずどんな場面も可愛らしくスマートに操作できます。

サイズ：約63（W）×128（H）×11（D）mm（突起部除く）　重さ：約133g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

N E W
1月下旬発売予定

ルージュピンク
［NESAW1］

パウダーピンク
［NESAW2］

ホワイト
［NESAW3］

ブラック
［NESAW4］

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大14Mbps）

ワイドVGA有機EL
／4.0インチ

810万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※2 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。詳しい商品の発売日はソフトバンクホームページをご確認ください。

※1 ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし、双方向サービスやウェブを利用した情報取得には
通信料がかかります。※2 microSDカード（2GB）が同梱されています。●SoftBank スマートフォンの
ご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。●「MEDIAS／メディアス」「MEDIAS BEAUTY」、
「Beauty up Navi」「MEDIAS WELLNESS」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標
または登録商標です。●Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

おくだけ充電TM

ケータイを充電器に置くだけ
でワイヤレスで充電ができる。

日本仕様
電子マネーやワンセグ※1など、
おなじみの便利な機能が変わら
ず使える。

MEDIAS 
WELLNESS®

食事から運動、睡眠まで、
トレーナーが体の中から
美しくなる秘訣を伝授。

Beauty up
NaviTM

メイクアップアーティ
ストのアドバイスで、メ
イクテクニックが上達。

女の子の毎日を楽しくする
キラ☆かわ♡スマホ

下り最大21Mbps

益若つばさ

赤外線通信・防水
アドレス交換ができる赤外
線通信や濡れても安心の防
水対応で便利。

楽しい壁紙や操作画面
時間や季節によって変わる
ライブ壁紙。キャラクター
がかわいく動く操作画面。

メール・電話キー
着信やメールをイルミネーション
がキラキラ光ってお知らせ。

約200万画素インカメラ
画面を見ながら撮影できる
インカメラは自撮りに最適。

■ スマホもかわいく！ カラフル&キラキラデザイン
ポップなツートンカラー※1とぷっくりしたキーに、ラメがキラキラ光る 
かわいさ満載の一台。キーを押すだけでアプリの起動も簡単。

■ 女の子におすすめのキュートで使えるアプリが満載
女の子におすすめのアプリをスマセレ（→P.31）ですぐに利用できます。さらに
マイ絵文字を簡単に作成できる「とるデコ」をプリイン。

サイズ：約56（W）×117（H）×13.4（D）mm（突起部除く）　重さ：約133g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

※1 ピンク、ブラックはツートンカラーではありません。※2 microSDカード（2GB）が同梱されています。
●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。●Android および 
Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

N E W
1月下旬以降発売予定

ホワイトピンク
［KYSAA1］

ピンク
［KYSAA2］

グリーンイエロー
［KYSAA3］

ブルー
［KYSAA4］

ブラック
［KYSAA5］

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア ULTRA SPEED
（下り最大21Mbps）

ワイドVGA液晶／
3.5インチ

約515万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※2 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

HONEY BEE
セレクト

101Kにぴったり！
おすすめスマセレ

例えばこんな
アプリをセレクト！

ヘアサロン検索
ホットペッパー
ビューティー

ぽけっと
時間割

うろおぼ絵17

HONEY BEE®デビュー宣言キャンペーン
［期間：2012年2月29日（水）まで］
期間中に、Webでデビュー宣言→101Kご購入→Webでご応
募された方全員に「つーちゃんセレクトスマホカバー for 
HONEY BEE®」をプレゼント！
●スマホカバーのデザイン、仕様は実際と異なる場合がございます。

詳しくは
こちら！

かわいい髪型、すぐ見つかる。

うっかり忘れる心配なし！

お題の絵にチャレンジ！

女の子にうれしいgirls
アプリをまとめてダウ
ンロード！

Webサイト「ハニビ学園」
で、益若つばさが収録アプ
リを紹介しています！
▶▶http://hanibi.jp/

SoftBank スマートフォン
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N E W
3月上旬以降発売予定

■ クラウドストレージSyncUPで写真や音楽を共有
オンライン上のクラウドストレージ「SyncUP」に音楽・写真・動画などのデー
タを保存でき、パソコンとも共有が可能。手軽にお気に入りを楽しめます。

■ 色鮮やかなスーパー有機ELディスプレイ搭載
屋外でも見やすい高精彩スーパー有機ELディスプレイを搭載。ムービー LIFE
（→P.58）などの動画コンテンツなどを美しく再生します。

サイズ：［暫定値］約65（W）×126（H）×10（D）mm（突起部除く）　重さ：［暫定値］約145g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大14Mbps）

QHD有機EL／
4.3インチ

800万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※ 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

※ microSDカード（8GB）が同梱されています。●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定
額サービスの加入が必要です。● Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標
です。

ブラック
［DLSAB1］

高精彩スーパー有機ELディスプレイ搭載
クラウド連携スマートフォン

デュアルコアCPU
2つのCPUコアによる高い処理能力で
動画の再生やアプリの利用もスムーズ。

SyncUP
クラウドストレージに最新ファイルを共
有し、どこでもコンテンツが楽しめる。

DELL Stage 2.0
本体やメモリカードに
保存したコンテンツを
簡単に再生してすぐに
楽しめる。

スーパー有機ELディスプレイ
高コントラストで視野角が広く、屋外で
もキレイな画質が楽しめる。

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大14Mbps）

QHD液晶／
4.0インチ

800万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※3 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急速報メール

タッチ操作が快適に
防水スリムスマートフォン ■ 防水なのにスリムデザイン

持ちやすくスマートな薄さ約9.8mm（暫定値）のスリムデザイン。水に濡れても
安心の防水対応（→P.43）なので、ポケットに入れて気軽に持ち歩けます。

■ 「エコ技」※2機能搭載の長時間バッテリー駆動
1520mAhの大容量バッテリーに、ワンタッチで省エネ設定できる「エコ
技」機能を搭載。長時間のウェブや動画視聴も安心して楽しめます。

※1 ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし、双方向サービスやウェブを利用した情報取得には
通信料がかかります。※2 「エコ技」機能により、バックライトによる電力消費を最大で約25%削減、また
待受け時の消費電力をエコ技「通常」モード時と「技あり」モード時との比較で約40%削減する省エネ効果
があります（数値は暫定値です。ご使用環境によっては省エネ効果が異なる場合があります）。※3 micro 
SDカード（2GB）が同梱されています。●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定額サービ
スの加入が必要です。●Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

サイズ：［暫定値］約61（W）×123（H）×10.4（最薄部：9.8）（D）mm（突起部除く）　重さ：約120g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

N E W
1月下旬発売予定

防水・防塵対応
お風呂やアウトドアでもウェブやワン
セグ※1などが楽しめる。

1.4GHzCPU
処理能力の高いCPUで、大容量の動画
やウェブもサクサク表示。

4.0インチ高精細液晶
屋外でも鮮明で見やすく、臨場感のある
動画や写真が見られる。

新メニュー対応
アプリがカテゴリ別に
整理できるので、目的の
アプリが探しやすい。

スプラウトグリーン
［SHSEE1］

ピンク
［SHSEE2］

ホワイト
［SHSEE3］

ブルーブラック
［SHSEE4］

SoftBank スマートフォン

画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。詳しい商品の発売日はソフトバンクホームページをご確認ください。
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ブラック
［SHSDU1］

ミスティブルー
［SHSDU4］

ホワイト
［SHSDU2］

ボルドー
［SHSDU3］

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】
サイズ：約51.8（W）×113（H）×19.3（最薄部16.8）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約140g

ビターピンク
［SHSDX1］

「AmebaGG スマホガール」
約5,000人が集い女性視点のスマートフォン情報
が集まる、国内最大級の女性スマートフォンユー
ザーコミュニティです。

※ microSDカード（2GB）が同梱されています。●一部の機能（ワンセグの視聴やカメ
ラ機能など）は、ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態ではご利用
できませんが、携帯電話機の代金をすべてお支払いいただいている場合は、ソフトバンク
ショップで、電話帳やカメラなどの機能が使えるようにお手続きすることができます。

スマートフォンを可愛く使いこなす 大人女子スマケー
2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード

（下り最大7.2Mbps）
フルワイドVGA液晶
／3.4インチ

1610万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※ 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

数量
限定

アンティークベリー
［SHSDY1］

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】
サイズ：約51.8（W）×113（H）×19.3（最薄部16.8）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約140g

※ microSDカード（2GB）が同梱されています。●一部の機能（ワンセグの視聴やカメ
ラ機能など）は、ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態ではご利用
できませんが、携帯電話機の代金をすべてお支払いいただいている場合は、ソフトバンク
ショップで、電話帳やカメラなどの機能が使えるようにお手続きすることができます。

スマートフォンなのに二つ折りケータイ。ハローキティのスマケー
2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード

（下り最大7.2Mbps）
フルワイドVGA液晶
／3.4インチ

1610万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※ 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

©1976,2011 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.S523270

キティの世界観が広がる
オリジナルパッケージ

※ microSDカード（2GB）が同梱されています。●一部の機能（ワンセグの視聴やカメ
ラ機能など）は、ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態ではご利用
できませんが、携帯電話機の代金をすべてお支払いいただいている場合は、ソフトバンク
ショップで、電話帳やカメラなどの機能が使えるようにお手続きすることができます。

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大7.2Mbps）

フルワイドVGA液晶
／3.4インチ

1610万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※ 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

スマートフォンなのに二つ折りケータイ。
略して“スマケー”登場
片手に収まるコンパクトサイズと使い慣れたテンキーで、今まで通
りの快適な操作を可能にする、初心者にも安心なスマートフォンで
す。16.1Mの高精細撮影に加え、デジタルカメラ並みの多彩な機能
で写真も動画も鮮やかに記録。カメラアプリを使って編集や仲間と
の共有も簡単。

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

サイズ：約51.8（W）×113（H）×19.3（最薄部16.8）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約140g

N E W

■ 自分らしさを選べる7色カラー
目を惹き付けるメタリックの質感が華やかさを演出。スマートフォンでは
珍しいビビッドカラーを含んだ全7色から、自分好みの一台が選べます。

■ 気軽に使える防水・防塵&カテゴリメニュー画面
水回りでも安心してワンセグやウェブが楽しめる防水・防塵対応（→P.43）ほか、
お父さんイラストアイコンを使ったわかりやすいカテゴリメニューが特長です。

サイズ：約62（W）×125（H）×12（D）mm（突起部除く）　重さ：約152g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

※1 ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし、双方向サービスやウェブを利用した情報取得に 
は通信料がかかります。※2 なくなり次第終了となります。写真はイメージで実際の仕様と異なる場合
があります。※3 microSDカード（2GB）が同梱されています。●SoftBank スマートフォンのご利用には、
パケット定額サービスの加入が必要です。●USIMロック解除対象機種となります。●Android および 
Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

ムーン
ホワイト
［ZESAK6］

ジュピター
ピンク

［ZESAK5］

マーズ
ピンク

［ZESAK4］

ネプチューン
グリーン
［ZESAK2］

アース
ターコイズ
［ZESAK1］

ヴィーナス
イエロー
［ZESAK3］

サターン
ブラック
［ZESAK7］

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大14Mbps）

ワイドVGA液晶／
3.8インチ

503万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※3 防水・防塵

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

防水・防塵
プールサイドやアウトドアなど、さま
ざまな場所で大活躍。

ワンセグ※1

好きなときにスマートフォンの大画面
でテレビを楽しめる。

ライブ壁紙
ホーム画面に設定でき
る8種類のオリジナルラ
イブ壁紙がプリインス
トール。

宇宙服
お父さん
ストラップ
数量限定で「宇宙
服お父さんスト
ラップ」をプレゼ
ント※2。

選べる7色の
防水ワンセグスマートフォン

SoftBank スマートフォン

●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。●Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。 2625



【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】
サイズ：約62（W）×119（H）×13（D）mm（突起部除く）　重さ：約133g

はじめてでも使いやすい  シンプルスマートフォン
2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード

（下り最大14Mbps）
ワイドVGA液晶／
3.8インチ

503万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※1 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報※2

※1 microSDカード（2GB）が同梱されています。※2 お客さまご自身でソフトウェア
アップデートしていただく必要があります。●USIMロック解除対象機種となります。

シェルホワイト
［ZESAG1］

チタンブラック
［ZESAD1］

ホワイト
［ZESAD2］

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】
サイズ：約57（W）×114（H）×12.5（D）mm（突起部除く）　重さ：約115g

※1 microSDカード（2GB）が同梱されています。※2 お客さまご自身でソフトウェア
アップデートしていただく必要があります。●ソフトウェアおよびOSのバージョンアッ
プ時に、更新ツールをダウンロードしたPCと接続していただく必要がございますので、
あらかじめご了承ください。詳しくは、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）
をご参照ください。●ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態では、
カメラ機能などをご利用いただけません。

世界で活躍する3ヵ国語対応スマートフォン
2.2 Android 2.2搭載 デュアルコア 3Gハイスピード

（下り最大7.2Mbps）
ワイドVGA液晶／
3.5インチ

500万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※1 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報※2

オービタルブラック
［HWSAL1］

ビビッドピンク
［HWSAL2］

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大14Mbps）

ワイドVGA液晶／
3.7インチ

500万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※3 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

世界初ラウンドガラスタッチディスプレイ搭載
コンパクトスマートフォン
世界初※1ラウンドガラスタッチディスプレイとアルミボディが今ま
でにない優雅な曲線美を実現。薄さ約11mmのボディでスマートに
操作できます。また、Android 2.3 に対応し、ビデオ通話アプリ※2

「Google トーク」で、相手の顔を見ながら話せます。約500万画素
のメインカメラに加え、インカメラも装備。

サイズ：約60（W）×119（H）×11（D）mm（突起部除く）　重さ：約122g

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

※1 2011年7月12日Huawei調べ。※2 ビデオ通話を行うには Google アカウントが
必要です。※3 microSDカード（2GB）が同梱されています。

ブリリアントピンク
［PMSBD3］

ブラック
［PMSBD1］

ホワイト
［PMSBD2］

大画面でも片手で操作しやすい 「マイ・ファースト・スマートフォンTM」

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】
サイズ：約67（W）×128（H）×14（D）mm（突起部除く）　重さ：約139g

※1 対応チャネルは1～11になっております。アクセスポイント側のチャネル設定によ
り、接続できない場合があります。※2 microSDカード（2GB）が同梱されています。※3 
後日ソフトウェアアップデートにより対応いたします。●「マイ・ファースト・スマート
フォン」は、パナソニック株式会社の商標または登録商標です。

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大7.2Mbps）

フルワイドVGA液晶
／4.3インチ

510万画素カメラ Wi-Fi※1 micro SDHC
メモリカード※2 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報※3

●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。●Android および Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

プレシャスゴールド
［SHSDW4］

ブラック
［SHSDW1］

ホワイト
［SHSDW2］

ピンク
［SHSDW3］

アドバンスド
ホワイト
［SHSEA1］

数量限定

上質デザイン×最先端の機能を備えた AQUOS PHONE -THE PREMIUM-

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】
サイズ：約61.5（W）×123（H）×12（D）mm（突起部除く）　重さ：約129g

※ microSDカード（2GB）が同梱されています。●一部の機能（ワンセグの視聴やカメ
ラ機能など）は、ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態ではご利用
できませんが、携帯電話機の代金をすべてお支払いいただいている場合は、ソフトバン
クショップで、電話帳やカメラなどの機能が使えるようにお手続きすることができます。

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大7.2Mbps）

QHD液晶／
4.0インチ

800万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※ 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

プログレスレッド
［SHSDT1］

ブラック
［SHSDT2］

ホワイト
［SHSDT3］

※ microSDHCカード（4GB）が同梱されています。●一部の機能（ワンセグの視聴やカ
メラ機能など）は、ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態ではご利
用できませんが、携帯電話機の代金をすべてお支払いいただいている場合は、ソフトバン
クショップで、電話帳やカメラなどの機能が使えるようにお手続きすることができます。

TWIN CAMERA搭載　迫力の3D体験を！ AQUOS PHONE誕生

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】
サイズ：約64（W）×130（H）×13（D）mm（突起部除く）　重さ：約139g

2.3 Android 2.3搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大14Mbps）

QHD液晶／
4.2インチ

800万画素
ツインカメラ Wi-Fi micro SDHC

メモリカード※ 防水

カバコレ スマセレ 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報

SoftBank スマートフォン
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SoftBank スマートフォンのさらなる魅力を引き出す
SoftBank SELECTIONの厳選アクセサリーをご紹介します。

スマートフォン アクセサリー

スマホ女子向けアイテム

SoftBank 101SH対応の
アクセサリーを特集！  詳しくはこちら！　 http://sp.softbankselection.jp/101sh/ 

パソコンから アプリから

●別途通信料がかかります。●101SHを
ご使用の方はアプリもご利用ください。

ハードケース
for SoftBank 102SH

表面にハードコート塗装を施
し、すりキズや細かなキズがつ
きにくいハードケース。
クリア

リボンチャームロングストラップ
スマートフォンをおしゃれに楽しむ、リボンがかわいい
3wayストラップ。
■ブラック　■ピンク

デザインシール
for SoftBank 101SH

ぷっくりとしたデザインシールで、
スマートフォンのおしゃれ度アップ。
■ピンク　  ■ミント
■ホワイト　■ディープブルー

ワイヤレスクリップタイプヘッドセット BT04
ワイヤレスで音楽視聴や通話が楽しめる、カラフルな
Bluetooth®ヘッドセット。
■ピンク　■ブルー　■ブラック　■シルバー　■レッド

ソフトケース
for SoftBank 102SH

適度なグリップ感を実現す
る強靭でしなやかなソフト
ケース。
■ジュエルブラック
■ジュエルパープル

ブックタイプ
スタンドケース
for SoftBank 102SH

スタンド機能付きで動画の
視聴にも最適なブックタイ
プケース。
■ブラック

ハードケース
for SoftBank 101P

表面にハードコート塗装を施
し、すりキズや細かなキズがつ
きにくいハードケース。
クリア

ソフトケース
for SoftBank 101P

適度なグリップ感を実現す
る強靭でしなやかなソフト
ケース。
■ジュエルピンク

カメラレンズ
保護ケース
for SoftBank 101P

カメラレンズも保護でき
る101P専用ケース。
■ホワイト　■ブラック

光沢反射防止保護フィルム 
for SoftBank 101P

画面を鮮明に映し出す新素材を
使用した反射防止保護フィルム。

反射防止保護フィルム 
for SoftBank 101P

映り込み防止で画面が見やすい
反射防止保護フィルム。

カーボン調
ハードケース
for SoftBank 102SH

スタイリッシュで上質な
カーボン調デザインの
ハードケース。
■ネイビー　■ブラック

反射防止
保護フィルム
for SoftBank 102SH

映り込み防止で画面が
見やすい反射防止保護
フィルム。

ハードケース for SoftBank 101SH

ディスプレー用と背面用がセットになった101SH専用ケース。
表面にハードコート塗装を施し、すりキズや細かなキズがつき
にくい仕上がり。
クリア　■パールホワイト　■パールネイビー

ラバーケース for SoftBank 101SH

ディスプレー用と背面用がセットになった
101SH専用ケース。手になじみやすい
ラバーコーティング仕上げ。
■ミント

反射防止保護フィルム
for SoftBank 101SH

映り込み防止で画面が見やす
い反射防止保護フィルム。

※ 受信のみ可能。送信はできません。●以下の場合、ウェブ利用制限（→P.79）の設定が適用されません。ウェブ利用制限をご利用になる場合は、以下の接続をしないようにお願いいたします。・プリインストールされて
いる「Internet Explorer® Mobile」以外のブラウザを使ってインターネットに接続する場合。・パケット通信接続以外（ワイヤレスLANなど）でインターネットに接続する場合。・ワイヤレスLAN設定がオンの状態で、パケッ
ト通信でインターネットにアクセスする場合。・アクセスインターネットでインターネットに接続する場合。

［独自機能］ □ Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint® Mobile　□ Adobe Reader LE   □ Photo Base　□ Video Editor　□ 電子辞書　□ ATOK for Windows
■ CPU：Qualcomm® Snapdragon® QSD8250 （1GHz）　■ メモリ  ROM：512MB  RAM：256MB

1GHz CPU搭載でWindows Mobile® 6.5に対応
ワイドVGA液晶／4.1インチ 320万画素カメラ メディアプレイヤー micro SDHCメモリカード（別売） Bluetooth® 赤外線通信

世界対応ケータイ ULTRA SPEED Windows Mobile® 6.5 S!メール Internet Explorer® Mobile Wi-Fi

インターネットメール デコレメール※ TVコール PCサイトブラウザ ウェブ利用制限 防水

サイズ : 約70（W）×130（H）×9.9（D）mm（突起部除く）　重さ : 約129g
【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

マットブラック［TSSBS1］

【X02Tのインターネット接続について】●SoftBankメールなどのインターネット接続が必要となるアプリケーションは、インターネットご利用後は自動的に切断されないため、手動で切断する必要があります。インターネット接続
中は、携帯電話本体やアプリケーションから自動的に通信を行う、あるいはインターネット側からお客さまの携帯電話に対して通信される場合があります。無通信状態の場合、16～29分で自動的に切断されます。●Internet 
Explorer mobileは手動で回線を切断する必要がありますが、無通信状態の場合、16～29分で自動的に切断されます。ご利用の際はパケット定額サービスの加入をおすすめします。●無線LANサービスON状態で無線LAN圏外の場
合は、自動的にパケット通信で接続します。

【SoftBank スマートフォンはYahoo!ケータイには対応しておりませんので、サービスの詳細について詳しくはwww.softbank.jp/mb/smartphone/product/をご覧ください。】
●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。

ウェブ利用時の料金について詳しくは別冊子「料金プラン&割引サービス」をご覧ください。

パケット定額サービスをご利用の場合でも、定額の対象外となる通信、特に海外でのご利用においてパケット通信料が高額になる可能性がありますのでご注意ください。
パソコンやPDAでのモバイルデータ通信（インターネット接続など。アクセスインターネットを含む）、SMS、国際SMS、国際S!メールは、国内パケット定額サービスの対象外となります。パケット定額サービスでウェブ接続の際には、
PCサイトダイレクトのご利用になりますので、上限が9,800円（税込）へと自動的に変わります。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象となります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。
定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になることがあります。

●SoftBank スマートフォンのご利用には、パケット定額サービスの加入が必要です。●Android および Android ロゴは、 Google Inc.の商標または登録商標です。画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

ミラノレッド
［SHSDL1］

ネイビーブラック
［SHSDL2］

ホワイト
［SHSDL3］

リリーホワイト
［SHSDQ3］

ビビッドピンク
［SHSDQ1］

ブラック
［SHSDQ2］

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.43～44、サービスは ➡ P.49～50】

サイズ：約62（W）×121（H）×12（D）mm（突起部除く）　重さ：約140g

サイズ：約62（W）×122.8（H）×15.4（D）mm（閉じた状態。突起部除く）　重さ：約151g

お客さまご自身でアップデートしていただく必要があります。Android 2.3 対応

お客さまご自身でアップデートしていただく必要があります。Android 2.3 対応

Twitterやブログが楽しい フルキーボード搭載 3D対応スマートフォン

※1 microSDHCカード（16GB）が同梱されています。※2 Android 2.3 へのアップデー
トが必要です。※3 お客さまご自身でソフトウェアアップデートしていただく必要があ
ります。●一部の機能（ワンセグの視聴やカメラ機能など）は、ご契約中の有効なUSIM
カードが取り付けられていない状態ではご利用できませんが、携帯電話機の代金をすべ
てお支払いいただいている場合は、ソフトバンクショップで、電話帳やカメラなどの機
能が使えるようにお手続きすることができます。

2.2 Android 2.2搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大7.2Mbps）

ワイドVGA液晶／
3.8インチ

800万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※1 防水

カバコレ スマセレ※2 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報※3

飛びだす臨場感を手の平に  3D エンターテイメント スマートフォン

※1 microSDHCカード（16GB）が同梱されています。※2 Android 2.3 へのアップデー
トが必要です。※3 お客さまご自身でソフトウェアアップデートしていただく必要があ
ります。●一部の機能（ワンセグの視聴やカメラ機能など）は、ご契約中の有効なUSIM
カードが取り付けられていない状態ではご利用できませんが、携帯電話機の代金をすべ
てお支払いいただいている場合は、ソフトバンクショップで、電話帳やカメラなどの機
能が使えるようにお手続きすることができます。

2.2 Android 2.2搭載 デュアルコア 3Gハイスピード
（下り最大7.2Mbps）

ワイドVGA液晶／
3.8インチ

960万画素カメラ Wi-Fi micro SDHC
メモリカード※1 防水

カバコレ スマセレ※2 世界対応ケータイ GPS

ワンセグ おサイフケータイ® 赤外線通信 緊急地震速報※3
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この世のすべての女の子に使って欲しい“スマセレ for Girls” スマートフォンをもっと快適にするスマセレラインナップ

使い方に合わせたいろんな「セレクト」がたくさん！今後もぞくぞく追加予定！

アメーバピグ 
セレクト for Girls

mixi セレクト
for Girls

Mobage セレクト
for Girls

GREE セレクト
for Girls

© GREE, Inc. © 2011 DeNA Co.,Ltd. © mixi, Inc. © CyberAgent, Inc.

©miliyah. com  ©AXELENTERMEDIA, INC.

●画面は開発中のため、変更の可能性があります。

© Crypton Future Media,Inc.

人気モデルがセレクトした3テーマを収録!!

GREE（グリー）

Twin Planet
Channel

大人気ゲーム怪盗ロワイヤル登場！

怪盗
ロワイヤル

忍者
ロワイヤル

フォトやつぶやきで“いま”をシェア！

グループ
トーク

そっくりアバターで楽しくおしゃべり！

girls pic

コインおとし
by COINPLAZA

mixi

J.LEAGUE セレクト

優勝争い、昇格争いから
目が離せない！

よしもとセレクト

いつでも笑える
スマートフォン！

初音ミク セレクト

あのバーチャルアイドルが
スマホに登場！ R25セレクト

デキるオトコに必須！

美人時計 セレクト

時間を見るなら
楽しく見たい！

大人女子セレクト

便利なだけじゃ
ものたりない！

女子会セレクト

ガールズトークが
とまらない！ キャスターセレクト

by cent.FORCE

ホーム画面を華やかに！

もっと簡単、もっと便  利に。スマホを自分色にセレクト。

Miliyah.com KAWI JAMELE

Mirror by KJ

例えばM SELECTの場合、女の子が楽しめる11アプリをセレクト！

スマセレアイコンをタップして起動。気に入ったセレクトをダウ
ンロードしてタップすれば、テーマに合ったアプリがインストール
され、ホーム画面が切り替わります。

加藤ミリヤ オフィシャルファ
ンク ラ ブ「加 藤 ミリヤ ／
MILIYAH for SmartPhone」
へワンタップでアクセス！！

デザイナー加藤ミリヤによる
ファッションブランド「KAWI 
JAMELE」オフィシャル オン
ラインショップ！

MusicBox
音楽のランキング、ニュースを
紹介。音楽プレイヤーの起動や
楽曲購入まで、音楽に関するこ
とがすべて揃った便利アプリ。

加藤ミリヤプロデュースのア
クセサリーブランド「Mirror 
by Kawi Jamele」オフィシャ
ル オンラインショップ！

厳選アプリをまるごと一括インストール！
【ご利用はカンタン】

無料
スマセレ

スマセレ＝スマートセレクト。
スマセレは、スマートフォンを簡単操作で
自分好みにカスタマイズできるサービスです。
好みのセレクトを選ぶと厳選されたアプリケーションと
ホーム画面を一括ダウンロードできます。

大人気アーティストの加藤ミリヤが選んだ女の子のためのセレクト
M SELECT

ホーム左ホーム 右ホーム

ホーム画面を手軽にチェンジして自分らしく！
複数のホーム画面にテーマでまとめたアプリを配置！シーンによって使い分
けられて、便利さがさらにアップ！

例えば

R25ビジネス セレクト

デキるオトコに必須の
アプリセレクト！

福岡ソフトバンク
ホークスセレクト

ホークスファン待望！

コカ・コーラ パーク
セレクト

2つのデザインが選べる！

Yahoo!セレクト

Yahoo!JAPAN提供の
人気アプリをセレクト！

LEON セレクト
LEON流スマートフォン

毎日かあさんセレクト
西原理恵子お墨付き！

シンプルスマートフォン
セレクト

初心者向けスマホ決定版！

mixi セレクト

「つながる楽しさ」
パワーアップ！

SELECT

ヒマつぶしセレクト
ギークのためのヒマつぶし！

スタートアップセレクト
これさえあれば安心！
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充電器［共通ACアダプタ（ZTDAA1）］は別売です。ご契約中の有効な　　　 USIMカードが取り付けられていない状態では、ワンセグの視聴やカメラ機能などをご利用いただけません。画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。詳しい商品の発売日はソフトバンクホームページをご確認ください。

防水 フルワイドVGA液晶
／3.2インチ 810万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約50（W）×109（H）×13.9（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約114g

キーイルミが美しい！ 810万画素カメラ搭載、コンパクトスリムケータイ
810万画素カメラをはじめ、Wi-Fiなどの充実機能を搭載。カラーに合った着信
イルミやキーイルミがキュートに光ります。

●ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契約を解除されてい
る時は、テレビを視聴できません。

Premium
Color

スウィート
ピンク

［NESAV2］

ホワイト

［NESAV1］

ブラウン

［NESAV3］

ブルー

［NESAV4］

防水・防塵 ワイドQVGA液晶
／2.8インチ 320万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ
（3Gエリア専用） 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約51（W）×113（H）×11.7（最厚部：14.8）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約124g

通話もはっきり、文字も見やすいスリム防水ケータイ
約11.7mmの薄さで、水ぬれや汚れにも安心な防水・防塵対応（→P.43）。カラーに
よって異なるデザインパターンが上質感を演出します。

Premium
Color

フランボワーズ
ピンク

［SCSAY1］

ホワイト

［SCSAY2］

ブラック

［SCSAY3］

防水 フルワイドVGA液晶
／3.3インチ 約1320万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約52（W）×116（H）×17.8（D）mm（閉じた状態。突起部除く）　重さ：約142g

キレイに撮った写真を仲間と楽しむ ルミックス フォン
高画質技術「Mobile VenusEngineTM」を採用した、13.2Mカメラ搭載。高級
感あふれるデザインと快適な操作性を両立。

身近な色を遊ぶ COLOR LIFE 2
2トーンカラー3タイプを含む全15色から好みの色を選べます。ワン
セグ※1、「オートecoモード」※2などの便利な機能を搭載。

防水 フルワイドQVGA
液晶／2.9インチ 320万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SD
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

※1 ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし双方向サービスやウェブを利用し
た情報取得には通信料がかかります。※2 あらかじめ設定が必要です。●ご契約中の有
効なUSIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契約を解除されている
時は、テレビを視聴できません。

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】

サイズ：約50（W）×109（H）×16.5［最薄部］／18［最厚部］（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約110g

ユニオンジャック
［PMSBBD］

テントウムシ
［PMSBBE］

スイートマカロン
［PMSBBF］

ブラック

［PMSBB1］

ホワイト

［PMSBB2］

ゴールド

［PMSBB3］

ビビッド
ピンク

［PMSBB4］

パープル

［PMSBB5］

ブルー

［PMSBB6］

グリーン

［PMSBB7］

イエロー

［PMSBB8］

レッド

［PMSBB9］

ピンク
ゴールド
［PMSBBA］

ペール
ピンク

［PMSBBB］

ラベンダー

［PMSBBC］

Premium Colors

●ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契約を解除されてい
る時は、テレビを視聴できません。●「Mobile VenusEngine」はパナソニック株式会社の商標または登
録商標です。

Premium
Color

ストラトスフィア
ブルー

［PMSBA1］

マゼンタ

［PMSBA2］

ゴールド

［PMSBA3］

ブラック

［PMSBA4］

防水・防塵 フルワイドVGA液晶
／3.4インチ 960万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約51（W）×111.9（H）×15.9（最薄部）／18.5（最厚部）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約129g

毎日に輝きをプラスするハイスペック プレミアム防水ケータイ
ラウンドフォルムとクリア感が美しい上質なデザイン。防水・防塵対応（→P.43）で、
タッチ操作できるCCD9.6Mカメラを搭載。

同梱品：卓上ホルダー［SHEDP1］、オリジナルストラップ［SHKDR1］（試供品）※

※ 004SH PJのみ。●ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契
約を解除されている時は、テレビを視聴できません。

Premium
Color

パフューム
グリーン
［SHSDP5］

バイオレット

［SHSDP4］

レッド

［SHSDP3］

ホワイト

［SHSDP2］

ブラック

［SHSDP1］

シャトン
ジョーヌ
［SHSDR1］

鮮やかなNEWカラー
世界対応のPANTONE®ケータイ

■ お気に入りが選べる8色のカラーバリエーション
親しみのあるシンプルフォルムに、ポップな8色のパールカラーを採用。カラー
ごとのお父さん壁紙など、中身でも好きな色が満喫できる一台です。

■ コンパクトサイズに充実機能が満載
持ちやすさを重視したコンパクトサイズながら、緊急地震速報や世界対応
ケータイ※1（→P.77）、ワンセグ※2などのよく使う機能に対応。

防水 ワイドQVGA液晶
／2.9インチ 320万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

サイズ：［暫定値］約50（W）×103.7（H）×17.4（最薄部：15.6）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）   重さ：未定

※1 あらかじめお申し込みが必要です。※2 ワンセグの視聴に通信料はかかりません。ただし、双方向サービ
スやウェブを利用した情報取得には通信料がかかります。●ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられて
いない時や、ソフトバンクのご契約を解除されている時は、テレビを視聴できません。

Premium Colors

ブラック

［SHSEK1］

ホワイト

［SHSEK2］

ミント
グリーン
［SHSEK3］

オレンジ

［SHSEK4］

ビビッド
ピンク

［SHSEK5］

ライト
ピンク

［SHSEK6］

ネイビー

［SHSEK7］

イエロー

［SHSEK8］

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】

N E W
3月上旬発売予定

全8色！ どの色もキュートな
お父さんパッケージ付き！

壁紙もアラームもキュートな
お父さんがいっぱい！

3433



3635

機
種
紹
介

かんたんケータイ

シニアの方やケータイ初心者でもかんたん！
いつでも家族とつながれる

充電器［共通ACアダプタ（ZTDAA1）］は別売です。ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態では、ワンセグの視聴やカメラ機能などをご利用いただけません。画面はすべてイメージです。実際の画面とは
異なる場合があります。充電器［共通ACアダプタ（ZTDAA1）］は別売です。ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない状態では、ワンセグの視聴やカメラ機能などをご利用いただけません。画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

防水 QVGA液晶／
2.6インチ 200万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約50.5（W）×100（H）×14.99（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約107g

シンプルでコンパクトな世界対応ケータイ※

※ あらかじめお申し込みが必要です。

レッド
［SCSAT1］

ホワイト
［SCSAT2］

ブラック
［SCSAT3］

ピンク
［SCSATD］

ブルー
［SCSATE］

3.5インチ有機ELで色鮮やか シアタースタイルタッチフォン

防水 ワイドVGA有機EL／
3.5インチ 812万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約57（W）×115.9（H）×13.5（D）mm（突起部除く）　重さ：約143g

同梱品：ストラップタッチペン［SCKAS1］［SCKAS2］［SCKAS3］　液晶保護シール（試供品）　
●USIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契約を解除されている時は、テレビを視聴できません。

Premium
Color

パッショネイトレッド
［SCSAS1］

ブラック
［SCSAS2］

ゴールド
［SCSAS3］

防水 フルワイドVGA液晶／
3.0インチ 320万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ
（3Gエリア専用） 3Gハイスピード

握りやすさと曲線美へのこだわり アークスライド®ケータイ

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約49（W）×105（H）×13.9（D）mm（閉じた状態。突起部除く）　重さ：約113g

●ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契約を解除されている時は、テレビを視聴できません。

Premium
Color

エッジパープル
［NESAU1］

ブルーブラック
［NESAU2］

ホワイト
［NESAU3］

操作は簡単 家族も安心 かんたん携帯

Wi-Fi S! GPSナビ※ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフ
ケータイ®

PCサイト
ブラウザ

世界対応
ケータイ

3G
ハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45〜46、サービスは ➡ P.51〜52】
サイズ：約50.3（W）×108（H）×16.9（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）  重さ：約110g

※ S!アプリを利用したルートナビゲー
ションなどのサービスはご利用いただ
けません。

ボタンひとつで発信できる3つのワンタッチボタン搭載。

押しやすい大型ボタン、大きな文字サイズで使いやすい。

大きな文字表示やカラフルなアイコンで操作がかんたん。
操作方法を確認できるヘルプ機能搭載。

受信メール原寸大画面

ワイドQVGA液晶

2.8
インチ

カメラ

314万
画素

防水 ワンセグ

シルキーブルー
［ZESAA3］

シルバー
［ZESAA1］

ピンク
［ZESAA2］

はじめてでも使いやすいシンプルスマートフォン

詳しくはP.28

話題のスマートフォンに興味のある方はこちら

Premium Colors

［PMSATA］［PMSATB］［PMSATC］［PMSAT4］［PMSAT3］［PMSAT5］ ［PMSAT7］［PMSAT9］
イエローホワイト シルバー ブラック カーキ ブルー レッド パープル

ビビッドピンク
［PMSAT8］

ライトブルー
［PMSAT6］

ゴールド
［PMSAT1］

ピンクゴールド
［PMSAT2］

ペールピンク
［PMSATE］

ラベンダー
［PMSATF］

ペールブルー
［PMSATD］

防水 フルワイドQVGA
液晶／2.9インチ 200万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SD
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約50（W）×108（H）×17.6（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約116g

選べる15色のCOLOR LIFE

ワンタッチボタンで
電話をかけるのが簡単

文字が大きく押しやすい
ボタンで操作がらくらく

自動送信メールで
離れて暮らす家族も安心

防水・防塵 ワイドQVGA液晶／
3.0インチ 320万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約51（W）×109.5（H）×17（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）　重さ：約131g

充実機能と上質感を手に入れた プレミアム防水ケータイ

同梱品：卓上ホルダー［SHEDB1］

Premium
Color

リキッドイエロー
［SHSDB3］

ブルー
［SHSDB1］

ピンク
［SHSDB2］

ホワイト
［SHSDB4］

ブラック
［SHSDB5］

お知らせランプがわかりやすい
テレビが見られる 防水かんたん携帯

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフ
ケータイ®

PCサイト
ブラウザ

世界対応
ケータイ

3G
ハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45〜46、サービスは ➡ P.51〜52】
サイズ：約50（W）×106（H）×18（最薄部16.9）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）  重さ：約114g

※ ワンセグの視聴に通信
料はかかりません。ただ
し、双方向サービスやウェ
ブを利用した情報取得に
は通信料がかかります。

便利な防水・防塵対応（→P.43）で持ちやすいサイズ。

使いやすい便利機能やワンセグ※に対応。

受信メール原寸大画面

カメラワイドQVGA液晶 ワンセグ

2.9
インチ

320万
画素

防水・防塵

＜008SHの防水・防塵対応について＞●防水…IPX5、IPX7相当となります。詳しくはP.43をご覧ください。●石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。●防塵…IP5Xに対応しています。詳しくはP.44をご覧ください。

［SHEDV1］
卓上ホルダー付属

ムーンシルバー
［SHSDV1］

ワインレッド
［SHSDV2］

ネイビー
［SHSDV3］

輝く10色カラー×ワンセグ対応  色の楽しさあふれるPANTONE®ケータイ
防水 ワイドQVGA液晶／

2.9インチ 320万画素カメラ ワンセグ

Wi-Fi S! GPSナビ micro SDHC
メモリカード（別売） Bluetooth®

おサイフケータイ® PCサイトブラウザ 世界対応ケータイ
（3Gエリア専用） 3Gハイスピード

【さらに詳しい対応機能は ➡ P.45～46、サービスは ➡ P.51～52】
サイズ：約50（W）×102（H）×17.4（最薄部：15.6）（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）   重さ：約95.8g

●ご契約中の有効なUSIMカードが取り付けられていない時や、ソフトバンクのご契約を
解除されている時は、テレビを視聴できません。

Premium Colors

イエロー
［SHSDJ2］

グリーン
［SHSDJ3］

ブルー
［SHSDJ4］

パープル
［SHSDJ1］

ビビッドピンク
［SHSDJ5］

レッド
［SHSDJA］

ピンク
［SHSDJ6］

ゴールド
［SHSDJ8］

ホワイト
［SHSDJ7］

ブラック
［SHSDJ9］
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見守れるあんしん感と
連絡できる便利さをだれにでも

みまもりシリーズってなに？
だれにでも簡単に使える、もしもの時に大切な人とすぐつながりあえる。
みんながみんなあんしんできる。それが「みまもりシリーズ」なのです。

みまもりケータイ／みまもりホームセキュリティ

ホワイト
［HWAAQ1］

※1 本機は人命保持や盗難事故を完全に防ぐものではなく、あくまでも補助的にご利用いただく機器です。万一、本機の稼働中に人命、財産などに対し損害が生じても弊社は一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
※2 「みまもりホームセキュリティ専用プラン」にて、「みまもりホームセキュリティ専用2年契約」（2年単位のご契約、自動更新）へご加入いただいた場合となります。また、更新月（契約期間満了の翌請求月・初回のみ翌々月
を含む2ヵ月間）以外の解約などには、契約解除料9,975円（税込）が必要です。※3 ソフトバンク携帯電話／ディズニー・モバイル携帯電話宛の場合。上記以外の宛先には、3.15円／通の送信料がかかります。※4 本機は、
電波を利用しているため、同じ場所でのご利用でも、周囲の電波状態によって通信が困難になることがあります。●ご利用いただくためには、専用USIMカードが必要となります。専用USIMカードは、ほかのソフトバンク携
帯電話では原則ご利用いただけません。●音声通話／S!メール（MMS）の送受信／ウェブ／TVコール／64Kデジタルデータ通信のご利用はできません。●海外でのご利用はできません。●携帯電話番号ポータビリティ（MNP）
のお申し込みは、転入／転出ともにできません。●みまもりホームセキュリティ専用プランの基本使用料、通信料はソフトバンクポイントプログラムのポイント加算対象外となります。

手軽にはじめるホームセキュリティ

ボタンを押すだけの
かんたん操作！

（社）日本防犯設備協会
推奨の

警報音を搭載！

留守中の自宅を
しっかり見守る※1！

基本使用料 490円（税込）※2／月

SMS送信料 無料※3

ワンコインで防犯対策！
「みまもりホームセキュリティ専用プラン」

異常を検知すると、指定された携帯
電話にメールで連絡します。

2.4インチ センサー、リモコン付き

サイズ：［暫定値］約120（W）×120（H）×25（D）mm　重さ：［暫定値］約290g（電池パックを含む）
ACアダプタ式（非常用の電池パックを搭載しているため、停電時など電源供給が一時的に停止した場合にも
一定期間は利用可能）
同梱品：電池パック［HWBAQ1］、電池カバー用ネジ、開閉センサー［HWKAQ1］、マグネット、設置用プレート、
開閉センサー用ネジ、高さ調節用プレート、乾電池（単4形）、リモコン［HWMAQ1］、ボタン電池、ACアダプタ

［HWCAQ1］、取扱説明書、かんたん使い方ガイド ハードウェアセットアップ編・機能説明編

N E W
1月下旬発売予定

　 工事不要でかんたんに
　 設置できる※4

配線工事が必要なく、本体と
開閉センサーを玄関などに設
置するだけで利用可能。賃貸
マンションやアパートでも簡
単に導入できます。

手軽に導入できる防犯機能

1 　 あんしんの
　 ホームセキュリティ機能
センサーが異常を検知すると、大音量アラームで
侵入者を威嚇し、「異常通知メール（SMS）」を事
前に指定した携帯電話（最大20件）へ送信するこ
とができます。

　 防犯以外の機能も充実

緊急地震速報に対応しているほか、離れた
家族の安否確認や子どもの帰宅確認にも利
用できます。

2 3

パールホワイト
［ZESAF1］

※1 外部接続端子キャップや電池カバーをしっかりと閉じ、電池カバー止めネジがしっかり締まった状態でIPX5（旧JIS保護等級5）相当の防水機能を有しています。IPX5とは内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5
へご加入いただいた場合となります。また、更新月（契約期間満了の翌請求月・初回のみ翌々月を含む2ヵ月間）以外の解約などには契約解除料9,975円（税込）が必要です。なお、「みまもりケータイ専用2年契約」にご加入いただけない場
ボーナス契約であること。※4 ソフトバンク携帯電話およびディズニー・モバイル携帯電話以外への通話は、21円（税込）／30秒となります。※5 国内他事業者の携帯電話宛への全角70文字までのSMS送信は、3.15円／通がかかります。

［X01HT、X02HT、X03HT、X04HT、X05HT、702MO、702sMO、X01NK、X02NK、X01T、X02T、N82］ ※7 以下の機種をご利用の場合、一部の機能（位置情報付きメール（SMS）など）が正常に利用できませんのでご注意ください。
では原則ご利用いただけません。●SMS受信、S!メールの送受信、ウェブ、TVコール、64Kデジタルデータ通信、緊急地震速報の受信はできません。●みまもりケータイの設定およびご利用には、SMSが利用できるソフトバンク携帯電話
基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用の場合は位置情報の測位精度が低くなることがあります。●位置情報の測位精度は設置状況によって変わるため、上空が見える場所（窓の外から見える場所）などへの設置をお勧め

リットル／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。※2 「みまもりケータイ専用プラン」にて、「みまもりケータイ専用2年契約」（2年単位のご契約、自動更新）
合は基本使用料980円（税込）／月となります。※3 本キャンペーンの適用には、以下の条件を満たす必要があります。①「みまもりケータイ専用2年契約」へご加入いただくこと。②機種の購入を伴う新規契約であること。③新スーパー
ただし、みまもりケータイから送信される現在地URL付きのメール（SMS）は、70文字以上のため非対応です。※6 以下の機種をご利用の場合、SMSに記載されたURLにアクセスした際、地図が正常に表示されませんのでご注意ください。

［740N、741N］ ※8 検索側の携帯電話で、位置ナビおよび指定先操作ロックにご加入いただく必要があります（→P.75）。●ご利用いただくためには、専用USIMカードが必要となります。専用USIMカードは、他のソフトバンク携帯電話
が必要です。●海外でのご利用はできません。●一定額お知らせサービスをご利用の場合、みまもりケータイ以外の通知先をご登録ください。ご登録いただけない場合、通知メールが届きませんので、ご注意ください。●GPS衛星または
いたします。●高温になる場所でのご使用は機器の変形や破裂の原因となる為、ご注意ください。

ワンタッチで家族と通話！  いつでも居場所がすぐわかる！

音声通話料
1〜21時 無料※4

21〜1時 21円（税込）／30秒
SMS送信料 無料※5

被検索時のパケット通信料 無料

ワンコインで利用できる！ 「みまもりケータイ専用プラン」

基本使用料 490円（税込）※2／月 ホワイト家族24ご加入で通話料も
24時間無料でご利用いただけます。

あんしん保証パックライト

詳しくはホームページ（http://mb.softbank.jp/mb/mimamorimobile/
support/backup_service_pack/）をご覧ください。

月額使用料 315円（税込） 水ぬれや破損など万が一に備える
保証をセットで！

　 位置情報付きメール
ボタンを押すだけで、あらかじめ登録
した番号に電話で連絡でき、同時に位
置情報付きメール（SMS）も送信され
ます※6※7。

　 発着信を限定
音声発信1件、着信20件まで登録可
能で、登録先以外の電話をつなぎま
せん。

　 防水（IPX5）対応※1

雨の日でも、ぬれた手で触っても安心
です。

　 位置ナビ
みまもりケータイの居場所をいつで
もかんたんに確認することができま
す※8（詳しくは→P.75）。

あんしん＆べんりな4つの機能

1 2

3 4

水回りでも便利に
 使える防水対応※1！

持たせてあんしんの
機能が満載！

1.2インチ 位置ナビ（被検索）対応

サイズ：約46.7（W）×76.6（H）×16.7（D）mm　重さ：約63g　連続待受時間（静止時）：約350時間
同梱品：ACアダプタ［ZECAD1］／電池パック［ZEBAF1］／卓上ホルダー［ZEEAF1］／ micro USBケーブル

［ZEDAD1］／ネックストラップ（試供品）／ブザーストラップ（試供品）／ランドセルホルダー（試供品）

（社）全国子ども会連合会の
推奨商品です。
子ども会推奨マーク認定番号： 
KSM-P003

（社）日本PTA全国協議会の
推薦商品です。

九都県市の推奨商品です。

公園にいるのね○○公園○○公園

受信メール
次郎

すぐに連絡して
ください。

現在地

http://×××××

公園にいるのね○○公園○○公園

受信メール
次郎

すぐに連絡して
ください。

現在地

http://×××××

公園にいるのね○○公園○○公園

受信メール
次郎

すぐに連絡して
ください。

現在地

http://×××××

＜位置ナビでみまもる＞
■ お子さまの帰りが遅い時などに探す。
■ 健康に不安があるシニアの居場所を知っておく。
■ 車の盗難時に現在地を確認する。
■ 貴重品などを入れたバッグの紛失時に現在地を確認する。

外出先から離れた家族の様子やペットを確認できる

http://mb.softbank.jp/mb/mimamoricamera詳しくはコチラ ▼ ▼

みまもりケータイ
基本料無料キャンペーン
期間中にみまもりケータイSoftBank 005Zを新規でご購入いた
だくと、基本使用料490円（税込）※2／月が25ヵ月間無料に※3！

期間：2012年6月30日（土）まで

●なくなり次第終了となります。●プレゼントの在庫数は
店頭にてご確認ください。●写真はイメージで、実際の仕
様と異なる場合があります。

デコシールキャンペーン第3弾！

■ ポケモンシール
　［2枚1セット］
みまもりケータイがだいすきな
ポケモンでにぎやか&カラフルに！

期間：2011年12月9日（金）開始

みまもりケータイSoftBank 005Z 
をお申し込みいただいた方に、ポケ
モンシールをプレゼント！

先着合計100,000名さまに！

ポケモンシールがもらえる！
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●利用有効期間とは、通話料の登録残高をご利用いただける期間です。●利用有効期間が終了すると、使用されなかった登録残高は無効となります。●電話番号有効期間中に追加登録を行うと同じ電話番号でご利
用いただけます。

ソフトバンクショップ、その他の携帯電話ショップでご契約可能です。
＜必要書類＞
お申し込みの際には契約者ご本人の確認書類が必要です。必ず原本をご用意ください。あらかじめコピーされているものはお申し込み受付できません。
●未成年の方は親権者の同意が必要です。●12歳未満の方はお申し込みいただけません。

●一部お取り扱いしていない店舗があります。●店舗により、取り扱い機種が異なる場合があります。●セブン-イレブン（マルチコピー）・ローソン（Loppi）・ファミリーマート（Famiポート）・サンクス（ネットプリカ）・サークルK
（ネットプリカ）・ミニストップ・デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー・スリーエフ・ココストア・タイムリーでは、プリペイドカードはカード番号をシートで発行します。

毎月の基本使用料は一切いただきません。通話料は
使いすぎの心配のない前払い方式です。
●通話料前払い方式のため、請求書は発行されません。

プリモバイルなら、300円（税込）で最大30日間
S!メール／ Eメール・SMSが使い放題！  
●対応機種のみ

基本使用料不要！ メールし放題！

ソフトバンク国際電話（→P.77）やTVコールがお申
し込み不要でご利用いただけます。
●海外ではご利用できません。

追加登録（リチャージ）すれば、引き続き同じ番号で
ご利用いただけます。
●詳しくは「ご利用ガイド」をご覧ください。

国際電話もOK ！ 継続利用もカンタン！

■  プリモバイル対応携帯電話標準セットはソフトバンクショップまたはソフトバンクオンラインショップ、プリペイドカードはソフトバンクショップまたはソフトバンク 
オンラインショップ、下記コンビニエンスストアでお求めいただけます。

通話料／ TVコール 全国一律 9 円（税込）／6秒　　TVコール・データ通信※2 16 円（税込）／6秒

S!メール／ SMS 送信料 メールし放題※3 300円（税込）／最大30日間 受信料 無 料※4

※1 国際電話通話料は国内通話料と異なりますので地域ごとの通信料はソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）もしくはソフトバンクカスタマーサポートにてご確認
ください。また、海外でのご利用および、国際S!メール送受信、国際SMS送信はご利用できません。※2 USBケーブルで各種パソコンなどと接続すれば、データ通信ができます。
対応機種に関してはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）にてご確認ください。※3 お申し込みが必要です。※4 S!メール（MMS）の受信はメールし放題へのお申
し込みが必要です。●一部のダイヤル（例：ナビダイヤル（0570-0～）、テレドーム（0180-99～）、電話番号案内（104）、とくする懸賞ダイヤル等）はご利用いただけません。 

■ ご利用いただけるサービス ■ ご利用料金 〈通話料／メール送受信料〉

○通話　○国際電話※1

○TVコール（対応機種のみ）
○S!メール、SMS
○データ通信（64K／UDI、対応機種のみ※2）

プリペイドカードをお求めください。

●プリペイドカード（通話料）を複数枚登録すれば、利用期間が1枚につき
60日間加算され最大360日間まで利用有効期間が延長できます。

プリペイドカード5,000円プリペイドカード3,000円

3,000円

5,000円
60日間／枚 360日間

その他のリチャージ方法

●詳しくはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧
ください。

＜プリペイドオンラインリチャージ＞
ソフトバンクホームページからオンラインで通話料金の追加登録も可能です。

＜郵便局・金融機関での振込みによるリチャージ＞
全国の郵便局や一部金融機関のATM、インターネットバンキングなどでもリ
チャージ可能です。

60日間利用有効期間
プリペイドカード購入&
追加登録で、継続利用OK！360日間電話番号有効期間

通話の着信、SMS受信が可能

プリモバイル
対応携帯電話機と
プリペイドカードを購入
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■ 2006年4月1日に携帯電話不正利用防止法が本
　  格施行されました。
●2006年4月1日に本格施行した「携帯電話不正利用防止法※」によ
り、携帯電話事業者は、新規契約および譲渡承継手続きの際に、本人確
認を行うことが義務となりました。●譲渡承継手続きを行う場合は、弊社
（ご加入の携帯音声通信事業者）の承認が必要となります。●ご加入の
携帯音声通信事業者の承認のない譲渡承継手続きは、「携帯電話不正
利用防止法」で禁止されており、罰則が適用されます。※「携帯音声通
信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不
正な利用の防止に関する法律」

■ 「ユニバーサルサービス料」について
ユニバーサルサービス制度の開始に伴い、2007年1月より、ソフトバンク携
帯電話をご利用いただいているお客さまに、「ユニバーサルサービス料」を
お支払いいただきます（詳しくは別冊子「料金プラン&割引サービス」をご
参照ください）。

プリモバイル

＜ソフトバンクからのお知らせ＞●ソフトバンクでは、プリペイドサービスをご利用中で、ご購入時にご本人の情報を届出していない、またはご購入時にご本人の情報を届出していても、その後ご住所やご利用者が変わったお客さま
で、現在のご本人情報の届出がない場合は、2006年3月までに順次回線のご利用を停止させていただきました。ご契約者情報の届出をされていないお客さまは、ご本人および現在のご住所を証明する書類をご持参の上、お近くのソ
フトバンクショップにて、ご契約者情報の届出をお願いいたします。また、今後ご利用者が変わる場合もお届けが必要となります。利用停止となった場合、カード残高を返金することはできませんのでご了承ください。ただし、利用有効
期間中にご契約者情報の届出をしていただければ、カード残高をそのままお使いいただけます。ご理解とご協力のほど、宜しくお願いいたします。なお、本人確認書類についてはP.85をご覧いただき、　　　　　　　　　　 のうち、
いずれかの確認書類をご用意ください。詳細については、総合案内（→P.82）、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）またはソフトバンクショップにてご確認ください。

画面はすべてイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

電話番号有効期間利用有効期間カード種類

●ウェブ・S!アプリはご利用いただけません。
●他社向けのSMS送信はご利用いただけませ
ん（SMS受信は可能です）。

■ プリモバイル対応携帯電話

思い出を大きな画面で飾って楽しむ
デジタルフォトフレーム

【ご利用にあたってのご注意】●ホワイトプラン、ゴールドプランをご契約のお客さまからフォトビジョンへ送信したメールの料金は、メール無料の対象外となります。●メール受信制限について：「003HW」により
表示されるメールは画像が添付されたメールのみです。また送信側の機種によっては本文が半角英数のときなど正しく表示されない場合があります（この場合には本文は何も入力せず、写真のみ添付して送信してく
ださい）。またデコレメールなどのマイ絵文字はそれぞれが1枚の写真として表示される場合があります。●フォトビジョンライトプランへのご加入も可能です。基本使用料980円（税込）／月です。

【フォトビジョン向け料金プランについてのご注意】●ご利用いただくためには、モジュール専用USIMカードが必要となります。●他の料金プランへの変更はできません。●海外でのご利用はできません。●音声通
話／ウェブ／ TVコール／64Kデジタルデータ通信のご利用はできません（008HW以外の機種はSMS ／ S!メール送信のご利用もできません）。●携帯電話番号ポータビリティ（MNP）のお申し込みは、転入／転出と
もにできません。●本料金プランの基本使用料、および通信料はソフトバンクポイント加算の対象外となります。

写真・音声付動画が見られる！
通信機能付きデジタルフォトフレーム

サイズ：約238.8(W)×142.9(H)×20.1(D)mm（突起部除く）
重さ：約504g
同梱品：ACアダプタ［HWCAN1］／
かんたん使い方ガイド／
メールサービスガイド

■フォトビジョンバリュープラン
Eメール付きフォトビジョンが使い放題に！
パソコンや他社ケータイからも、写真が受信できる！

スマートフォンで撮った写真や保存した写
真をフレームやスタンプで加工でき、ボタ
ンひとつでフォトビジョンに送信。複数の
フォトビジョンにも一度に送信できます。

基本使用料 690円（税込）／月

フォトビジョン専用料金プラン アプリでフォトビジョンがもっと便利に

オプションサービス

※ 003HWおよび008HWは通常契約でのお申し込みとなります。特別価格でのご提供は、1名さまあたり3回線まで可能です。
●2年単位のご契約となります（自動更新）。●更新月（契約期間満了の翌請求月・初回のみ翌々月を含む2ヵ月間）以外の解約
などには契約解除料9,800円（税込）がかかります。●他社ケータイ宛には、SMS送信料（3.15円／通）がかかります。●フォ
トビジョンライトプランとは併用できません。●詳細は、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。

「かんたんフォト送信」アプリ
スマートフォンご利用の方向け 価格：無料

デジタルフォトフレーム

■フォトお届け便 選べる9コース！ お好みのジャンルの写真が定期的にフォトビジョンに届きます。

●フォトお届け便のコンテンツは、一
定期間経過後に遠隔で自動消去しま
す。●詳細は、ソフトバンクホーム
ページ（www.softbank.jp）をご参照
ください。

お申し込み 必要

さらに、フォトビジョン本体が特別価格になる
フォトビジョンおトクパック※も！＋

［月額使用料：105円（税込）］
■ 料理レシピ ［週1回配信］

［月額使用料：無料］
■ お父さんカレンダー 

［月1回配信］

［月額使用料：105円（税込）］
■ 世界の芸術 ［週1回配信］

［月額使用料：無料］
■ フォト蔵

［月2回配信］

［月額使用料：105円（税込）］
■ 日本百景 ［週1回配信］

［月額使用料：無料］
■ お父さんCM名場面

［月2回配信］

［月額使用料：105円（税込）］
■ 世界遺産 ［週1回配信］

［月額使用料：無料］
■ フォトお届け便 無料版

［月2回配信］

［月額使用料：105円（税込）］
■ 動物／ペット ［週1回配信］

ホワイト［HWSAN1］ ブラック［HWSAN2］

ワイドVGA液晶／9インチ

SDメモリカード（別売）

S!メール、SMS

内蔵メモリ 約1.7GB

 「かんたん返信」や「緊急地震速報」、天気や日時がわかる「ウィジェット」など、
新たにたくさんの便利機能を追加！

動画対応

メールで写真を
送るだけの簡単操作

置いておくだけで
写真を次々自動で再生

大画面で楽しむ＆
インテリアとしても活躍

＜主な対応機能＞
動画付メール 音声、動画再生 かんたん返信※1 ウィジェット※2 緊急地震速報 画面自動ON／OFF 時刻補正※3 目覚まし時計 あんしんメール※4 メッセージボード※4

008HW ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
003HW × × × × × ○ × × × ×

※1 定型文のみとなります。※2 天気予報、日付、時計機能。※3 ネットワークへの接続が必要です。※4 2011年11月15日より対応。

■ 画面サイズ 9インチ

ホワイト ブラック

※ microSDメモリカードにも対応です。●画面はイメージです。

重さ／サイズ 約107g／約50.5（W）×100（H）×14.99（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）

連続通話時間（静止時） 約250分 連続待受時間（静止時） 約500時間
充電時間 約120分

無駄のない上質デザインの
コンパクトケータイ

QVGA液晶／2.6インチ 200万画素カメラ

メディアプレイヤー micro SDHCメモリカード（別売）※

赤外線通信

重さ／サイズ 約110g／約51（W）×102（H）×11.35（D）mm（突起部除く）

連続通話時間（静止時） 約90分 連続待受時間（静止時） 約430時間
充電時間 約180分

コンパクトスリムな
タッチWindows®ケータイ

VGA液晶／2.8インチ 320万画素カメラ

メディアプレイヤー Bluetooth®
ブラック

●画面はイメージです。
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●サービス詳細につきましては、法人専用カタログまたは法人専用ホームページ（http://mb.softbank.jp/biz/）をご参照ください。●モバイルデータ通信に関する情報は、別冊子「データ通信サービスカタログ」をご参照ください。

モバイルデータ通信 法人向け製品・サービス

※1 ご利用地域によって、最大通信速度が異なります。※2 ベストエフォート方式のため、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。※3 データ通信（B）従量USIMカード
をご利用時には、「上り最大1.4Mbps」となります。●一部ご利用いただけない地域があります。詳細はソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。

■ 仕様 101SI 007Z 005HW 006Z C02HW
重さ 約105g 約97g 約32g 約80g 約25g

形状 モバイルWi-Fiルーター モバイルWi-Fiルーター USB モバイルWi-Fiルーター USB

使用電源 DC5V±5% DC5V±5% DC5V±5% DC5V±5% DC5V±5%

インターフェイス USB（2.0準拠） USB（2.0準拠） USBスロット（2.0準拠） USB（2.0準拠） USBスロット（2.0準拠）

通信方式
64Kデジタル通信には
対応しておりません

パケット通信（AXGP 下り：最大76Mbps※1／上り：最大
10Mbps※1ベストエフォート※2 W-CDMA 下り：最大
42Mbps※1／上り：最大5.7Mbps※1ベストエフォート※2）

パケット通信（W-CDMA 下り： 
最大42Mbps※1／上り：最大5.7 
Mbps※1ベストエフォート※2）

パケット通信（W-CDMA下り： 
最大42Mbps※1／上り：最大5.7 
Mbps※1ベストエフォート※2※3）

パケット通信（W-CDMA 下り： 
最大7.2Mbps※1／上り：最大5.7 
Mbps※1ベストエフォート※2）

パケット通信（W-CDMA 下り： 
最大7.2Mbps※1／上り：最大1.4 
Mbps※1ベストエフォート※2） ■　SoftBank 004Zに対応。　 ■　申し込むだけで3Gより高速なソフトバンクWi-Fiスポットが使いたい放題。

■　無線LAN（Wi-Fi）と3Gを自動的に切替。シームレスなモバイルブロードバンド環境で快適にインターネットが楽しめる。

■　みまもりケータイ（SoftBank 005Z）：オーナー・メンバー設定をはじめとする各種機能を一括設定。また、複数の位置情報も一斉に取得できる。

■　みまもりホームセキュリティ（SoftBank 101HW）：外出モード／みまもりモードのONやオールリセットなどを遠隔で複数機に対して操作できる。

※ 「法人データ通信プランフラット（ULTRA SPEED」とのご加入でずっと無料となります。なお、「法人データ通信プラン（ULTRA SPEED」「データバリューパック」はご加入から2年間無料となります。2年間無料は2011年6月1日～2013年3月
13日までにご加入いただいた場合に限り、また、一度のみ適用されます。ただし、ご加入後、同期間内に機種変更をされた場合は、機種変更日から新たに2年間無料となります。キャンペーンの内容や期間に変更が生じた場合、ソフトバンクホー
ムページにて変更内容をお知らせいたします。●「データバリューパック」「法人データ通信プラン（ULTRA SPEED）」「法人データ通信プランフラット（ULTRA SPEED）」いずれか、または、別途当社が指定する料金プランへの加入が必要です。対
象料金プランについては、ソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp/biz/）をご覧ください。●対応機種のみご利用が可能です。対応機種については、ソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp/biz/）をご覧ください。 
●法人名義のご契約のみお申し込みいただけます。●ソフトバンクポイントプログラムのポイント加算の対象外となります。●ご利用には対応機種ならびに無線LANが搭載されているWi-Fi規格認証を得たパソコンが必要です。●本サービスは専用
の接続ユーティリティソフトからのみご利用になれます（別途ダウンロードが必要です）。●ご利用にあたっては当社が別に定める「Wi-Fiアクセス for ビジネスご利用規約」ならびに各サービスのご利用規約に基づきご利用いただくものとします。

●みまもりケータイSoftBank 005Z、みまもりホームセキュリティ SoftBank 101HWは、各専用プランへの加入が必要です。●ご契約機種の専用プランに応じて、提供されるサービス内容が異なります。●ご利用には「法人コン
シェルサイト」の利用登録(無料)が必要となります。●詳細は「重要事項説明書」ならびに「利用規約」、マニュアルをご覧ください。

Wi-Fiアクセス for ビジネス［オプションサービス］

法人みまもり管理サービス［オプションサービス］

お申し込み 必要月額使用料 490円（税込）

ご加入の料金プランによって
加入からずっと無料※

対応機種：005Z、101HW

お申し込み 必要月額使用料 315円（税込） 加入日 から適用

下り最大42Mbps※1※2 　　　　　　　　（ウルトラスピード）で大容量データもスムーズにダウンロード！

次世代通信サービス スタート！
業界最速※1※2下り最大110Mbpsの
ネットワーク環境を実現！
「XGP」を高度化させた次世代サービスにより、圧倒的な
スピードで快適な高速データ通信を可能にします。

全国政令指定都市人口カバー率
99％（2012年度末予定）！
全国の幅広いエリアで快適にご利用できます。

●海外でのご利用の場合1K＝2円（目安：1M＝約2,050円）かかります。また、データバリューパックの無料通信分は適用されません。●海外でのご利用は、国内のご利用料金と異なり、通信料が高額となる場合があり
ますのでご注意ください。

複数のみまもりシリーズ機種に対して、ビジネス現場での利用を想定した遠隔操作、一括設定などの機能を提供します。

＜付属品キット＞電池パック［PMBAS1］

重さ／サイズ 約110g／約50（W）×109（H）×16.5［最薄部］／18［最厚部］（D）mm（折りたたみ時。突起部除く）

連続通話時間（静止時） 約200分（日本国内・W-CDMA）／約230分（GSM）

連続待受時間（静止時） 約400時間（日本国内・W-CDMA）／約350時間（GSM）

充電時間 約130分

私的利用や情報漏えいを防ぐ
新機能に対応。 ブラック

[PMSBC1]
ホワイト

[PMSBC2]

＜付属品キット＞
ACアダプタ、かんたん使い方ガイド、メールサービスガイド

キャンペーン情報などを会社のパソコンから一斉 
配信できる告知メディアとして利用できます。

天気や日時がわかる「ウィジェット」対応の9インチモデル

ブラック
［HWSAN2］

ホワイト
［HWSAN1］

重さ 約504g

サイズ 約238.8(W)×142.9(H)×20.1(D)mm（突起部除く）

ワイドVGA液晶／9インチ SDメモリカード（別売）
S!メール、SMS 内蔵メモリ 約1.7GB

●法人フォト管理サービスをご利用になる際、ソフトウェア更新を行わないとご利用いただけない機能が
あります。●法人フォト管理サービスは、動画・音声配信に対応していません。●詳しくは、法人専用ホー
ムページ（http://mb.softbank.jp/biz/service/photo_manage/）をご参照ください。

●「法人フォト管理サービス」とフォトビジョン料金プランがセットになったサービスです。●2年単位の
ご契約となります。●適用開始月を契約開始月とし、請求月単位で24ヵ月間を契約期間とし、契約期間満了
後は自動更新します。●更新月（契約期間が満了となる月の翌請求月・初回のみ翌々月を含む2ヵ月間）以
外の請求月に「フォトビジョン法人パック」を解除、またはフォトビジョンの回線を解約した場合、契約解除
料として9,800円（税込）がかかります（翌月の請求に加算）。●「フォトビジョン半額割」、「フォトビジョン
新2年契約」との併用はできません。●海外でのご利用はできません。●音声通話／SMS／S!メール（MMS）
送信／ウェブ／ TVコール／64Kデジタルデータ通信のご利用はできません。●携帯電話番号ポータビリ
ティ（MNP）のお申し込みは、転入／転出ともにできません。●本料金プランの基本使用料、および通信料
はソフトバンクポイントプログラムのポイント加算の対象外となります。●本料金プランの対象機種へS!
メール（MMS）を送信された場合は、ホワイトプラン・ゴールドプランへ加入中であってもメール送信料が
かかります。ただし、本料金プランの対象機種でS!メール（MMS）を受信するにはあらかじめ各自利用者用
サイトでの設定変更が必要です。●詳細は「重要事項説明」ならびに「利用規約」、マニュアルをご覧ください。

フォトビジョンを一括管理できる「法人フォト
管理サービス」がオトクに使える料金プラン！

■ フォトビジョン法人パック＜法人専用料金プラン＞
対応機種：HW002S、

003HW、008HW

＜「法人フォト管理サービス」で一括管理できる主な機能＞
○画像配信　○表示／非表示　○削除（個別・一括）　○スライドショー表示効果／切替間隔

月額使用料
1,190円（税込）／回線

■ セット内容（オープン価格）
＜付属品キット＞保証書、かんたんセットアップマニュアル、
USBケーブル（試供品）、予備キャップ（試供品）、CD-ROM（試供品）
●商品を安全にお使いいただくためにご使用前に「かんたんセットアップマニュアル」をお読みください。

Windows®7
対応

簡単
初期設定

（Windows® PC）

下り最大

42
Mbps※1※2

上り最大

5.7
Mbps※1※2

■ セット内容（オープン価格）
＜付属品キット＞クイックスタート、
保証書（本体用）
●商品を安全にお使いいただくためにご使用前に
「クイックスタート」をお読みください。

下り最大42Mbps ULTRA SPEED対応
超高速データ通信 USBスティック

データ定額プラン対応3Gハイスピード
高速データ通信USBスティック

データ通信定額／従量対応機種

Windows®7
対応

簡単
初期設定

（Windows® PC）

下り最大

7.2
Mbps※1※2

上り最大

1.4
Mbps※1※2

［HWSAE1］

［HWSAM1］

Windows®7
対応

簡単
初期設定

（Windows® PC）

下り最大

7.2
Mbps※1※2

上り最大

5.7
Mbps※1※2

いつでもいろいろつながる
高速通信 モバイルWi-Fiルーター

［ZESAH1］

■ セット内容（オープン価格）＜付属品キット＞クイックスタート、保証書、ACアダプタ［ZECAJ1］、micro USB
ケーブル［ZEDAD1］、電池パック［ZEBAJ1］
■ オプション  バッテリーチャージャーキット［ZEKAJ1］

●商品を安全にお使いいただくためにご使用前に「クイックスタート」をお読みください。●法人向け定額プラン詳
細は法人専用カタログをご覧ください。

下り最大42Mbps ULTRA SPEED対応
法人向け超高速データ通信 モバイルWi-Fi

下り最大

42
Mbps※1※2

Windows®7
対応

簡単
初期設定

（Windows® PC）

上り最大

5.7
Mbps※1※2

法人向け

［ZESAM1］

■ セット内容（オープン価格）
＜付属品キット＞保証書、クイックスタート

●商品を安全にお使いいただくためにご使用前に「クイックスタート」をお読みください。●法人
向け定額プラン詳細は法人専用カタログをご覧ください。

下り最大42Mbps ULTRA SPEED対応
法人向け超高速データ通信USBスティック

下り最大

42
Mbps※1※2

Windows®7
対応

簡単
初期設定

（Windows® PC）

上り最大

5.7
Mbps※1※2

法人向け

［ZESAE1］

※1 ご利用地域によって、最大通信速度が異なります。※2 ベストエフォート方式のため、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。●一部ご利用
いただけない地域があります。詳細はソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認くださ
い。●総合案内、紛失・故障受付についてはP.82をご覧ください。●電話番号はお間違いのないようお
かけください。

●海外でのご利用の場合1K＝2円（目安：1M＝約2,050円）かかります。●海外でのご利用は、国内のご利用料金と異なり、通信料が高額となる場合がありますのでご注意ください。

■ 仕様 007Z for Biz 004Z
重さ 約97g 約29g

形状 モバイルWi-Fiルーター USB

使用電源 DC5V±5% DC5V±5%

インターフェイス USB（2.0準拠） USBスロット（2.0準拠）

通信方式
64Kデジタル通信には
対応しておりません

パケット通信（W-CDMA 下り：最大42 
Mbps※1／ 上 り：最 大5.7Mbps※1ベ ス ト 
エフォート※2）

パケット通信（W-CDMA 下り：最大42 
Mbps※1／上り：最大5.7Mbps※1ベストエ
フォート※2、GSM 下り：最大236.8Kbps※1／
上り：最大236.8Kbps※1ベストエフォート※2）

■ セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせは
データ通信サポート窓口　受付時間／9：00～20：00

ソフトバンク携帯電話から 5525（無料）

一般電話から 0088-21-5525（無料）

詳しくはP.41

機種の使用中でも充電できる、電池
パック＋電池パック専用卓上ホル
ダーのセット。充電後の電池パッ
クを差し替えて、より長時間安心し
て使えます。

■ サイズ：約60（W）×108（H）
　 ×11.5（D）mm
●ACアダプタは、007Z ／007Z 
for Biz標準セット同梱となります。

バッテリーチャージャー
キット ＜オプション品＞

007Z／007Z for Biz対応

［ZEKAJ1］

■ セット内容（オープン価格）
＜付属品キット＞クイックスタート、保証書、
ACアダプタ［ZECAJ1］、micro USBケーブル［ZEDAD1］、
電池パック［ZEBAJ1］
●商品を安全にお使いいただくためにご使用前に
「クイックスタート」をお読みください。

Windows®7
対応

簡単
初期設定

（Windows® PC）

下り最大

42
Mbps※1※2

上り最大

5.7
Mbps※1※2

下り最大42Mbps ULTRA SPEED対応
超高速データ通信 モバイルWi-Fi

［ZESAJ1］

■ セット内容（オープン価格）
＜付属品キット＞クイックスタート、保証書、ACアダプタ［ZECAD1］、
micro USBケーブル［ZEDAD1］、電池パック［ZEBAH1］
●商品を安全にお使いいただくためにご使用前に「クイックスタート」をお読みください。

SoftBank 4G
対応機種

N E W
2月以降発売予定

■ セット内容（オープン価格）
＜付属品キット＞電池パック［SIBAB1］、ACアダプタ［SICAB1］、
USBケーブルL（試供品）、モバイルバッテリー［SIKAB1］、保証書、クイックスタート
●商品を安全にお使いいただくためにご使用前に「クイックスタート」をお読みください。

次世代高速通信SoftBank 4G対応
業界最速下り最大76Mbps!     

［SIAAB1］

SoftBank 4Gに対応

ULTRA SPEEDにも対応

Wi-Fi通信に対応（最大10台まで）

下り最大

76
Mbps※1※2

上り最大

10
Mbps※1※2

Windows®7
Mac OS
10.4以上
対応

簡単
初期設定

（Windows® PC）
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機
能
・
サ
ー
ビ
ス
対
応
一
覧

ス
ペ
ッ
ク

Android 4.0 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3

ス
ペ
ッ
ク

OS スマートフォンに搭載されているOSの種類とバージョン Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.3 Android 2.2 Android 2.3 Android 2.2 Android 2.2
Windows

Mobile® 6.5 
Professional

ス
ペ
ッ
ク

OMAP4460
1.5GHz

（デュアルコア）

OMAP4430
1GHz

（デュアルコア）

OMAP4430
1GHz

（デュアルコア）

MSM8255
1GHz

APE5R
1.2GHz

（デュアルコア）

MSM8255
1.4GHz

MSM8255
1.4GHz

MSM8260
1.5GHz

（デュアルコア）

MSM8255
1GHz CPU データ処理を行うプロセッサコアの数と処理速度 MSM8255

1GHz
MSM8255

1GHz
OMAP3630

1GHz
MSM8255

1.4GHz
MSM8255

1GHz
MSM7227-1

600MHz
MSM8255

1GHz
MSM8255

1GHz
MSM8255

1GHz
QSD8250

1GHz

ULTRA SPEED
（21Mbps／

5.7Mbps）

ULTRA SPEED
（21Mbps／

5.7Mbps）

ULTRA SPEED
（21Mbps／

5.7Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／

 2Mbps）

ULTRA SPEED
（21Mbps／

5.7Mbps）

3Gハイスピード
（14Mbps／

 5.7Mbps）

3Gハイスピード
（14Mbps／

 5.7Mbps）

3Gハイスピード
（14Mbps／

 5.7Mbps）

3Gハイスピード
（14Mbps／

 5.7Mbps）
最大通信速度（下り／上り）※1 1秒間に通信回線を通してデータを転送する速さ

3Gハイスピード
（7.2Mbps／

2.0Mbps） 

3Gハイスピード
（7.2Mbps／

2.0Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／

5.7Mbps）

3Gハイスピード
（14Mbps／

5.7Mbps）

3Gハイスピード
（14Mbps／

5.7Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／

384Kbps）

3Gハイスピード
（14Mbps／

5.7Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／

1.4Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／

2.0Mbps）

3Gハイスピード
（3.6Mbps／

384Kbps）

約65×129×
9.0（最薄部：
8.8）mm※2／
約126g※2

約65×128×
9.8mm／
約137g

約64×123×
9.8（最厚部：
12.4）mm／
約128g

約53×112×
15.6mm／
約129g

約56×117×
13.4mm／
約133g

約63×128×
11mm／
約133g

約61×123×
10.4（最薄部：
9.8）mm※2／
約120g

約65×126×
10mm※2／
約145g※2

約62×125×
12mm／
約152g

サイズ：幅（W）×高さ（H）×
　　　　厚さ（D）／重さ

電池パック装着時の携帯電話本体の折りたたみ時あるいは
閉じた状態でのおおよその数値（突起部除く）

約51.8×113×
19.3（最薄部：
16.8）mm／
約140g

約61.5×123×
12mm／
約129g

約67×128×
14mm／
約139g

約64×130×
13mm／
約139g

約60×119×
11mm／
約122g

約57×114×
12.5mm／
約115g

約62×119×
13mm／
約133g

約62×121×
12mm／
約140g

約62×122.8×
15.4mm／
約151g

約70×130×
9.9mm／
約129g

フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ／
テンキー フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ キータイプ 指やペンで触れることで操作や文字入力ができる フルタッチ／

テンキー フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ フルタッチ／
QWERTYキー フルタッチ

1,520mAh 1,520mAh 1,460mAh 1,020mAh 1,240mAh 1,700mAh 1,520mAh 1,520mAh 1,500mAh 電池容量 連続使用可能時間などの目安となる電池の容量 820mAh 1300mAh 1400mAh 1240mAh 1400mAh 1250mAh 1500mAh 1390mAh 1130mAh 1000mAh

未定／
未定

約450分／
約420時間

約260分／
約380時間

約370分／
約400時間

約340分※2／
約450時間※2

約380分／
約630時間

約510分／
約640時間

約390分／
約300時間※2

約370分／
約410時間

連続通話時間／
連続待受時間（静止時）

電波を正常に受信できる静止状態での通話時間目安（日本国内・
W-CDMA）／電波を正常に受信できる静止状態での待受時間
目安※3（日本国内・W-CDMA）

約230分／
約300時間

約450分／
約550時間

約270分／
約470時間

約370分／
約450時間

約400分／
約300時間

約390分／
約420時間

約550分／
約450時間

約420分／
約410時間

約340分／
約400時間

約270分／
約280時間

未定 約240分 約200分 約170分 約220分※2 約200分 約240分 約180分 約190分 充電時間 電池残量なしの状態からフル充電までに必要な時間目安 約140分 約220分 約240分 約200分 約240分 約180分 約210分 約240分 約190分 約160分

RAM：1GB／
ROM：16GB

RAM：1GB／
ROM：4GB

RAM：1GB／
ROM：2GB

RAM：512MB／
ROM：2GB

RAM：512MB／
ROM：2GB

RAM：512MB／
ROM：2GB

RAM：512MB／
ROM：4GB

RAM：1GB／
ROM：8GB

RAM：512MB／
ROM：4GB RAM／ ROM※4 本体に搭載されているRAM、およびROMの容量 RAM：512MB／

ROM：1GB
RAM：512MB／

ROM：2GB
RAM：512MB／

ROM：1GB
RAM：512MB／

ROM：2GB
RAM：512MB／

ROM：2GB
RAM：512MB／
ROM：512MB

RAM：512MB／
ROM：4GB

RAM：512MB／
ROM：1GB

RAM：512MB／
ROM：1GB

RAM：256MB／
ROM：512MB

microSDHC／
未定

microSDHC／
32GB※6

microSDHC／
32GB※6

microSDHC／
32GB※6

microSDHC／
32GB※6

microSDHC／
32GB※6

microSDHC／
未定

microSDHC／
32GB※6

microSDHC／
32GB※6 外部メモリ／推奨する最大容量※5 写真や動画をメモリカードに保存 microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

16GB※6
microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

32GB※6
microSDHC／

16GB※6

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

4.5インチ 4.5インチ 4.0インチ 3.4インチ 3.5インチ 4.0インチ 4.0インチ 4.3インチ 3.8インチ

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

ディスプレイサイズ 画面サイズ（メインディスプレイ／サブディスプレイ）
3.4インチ／
0.7インチ

（96×24ドット）
4.0インチ 4.3インチ 4.2インチ 3.7インチ 3.5インチ 3.8インチ 3.8インチ 3.8インチ 4.1インチ

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

Newモバイル
ASV液晶

最大1,677万色

Newモバイル
ASV液晶

最大1,677万色

TFT
最大65,536色

Newモバイル
ASV液晶

最大1,677万色

TFT
最大1,677万色

有機EL
最大1,677万色

Newモバイル
ASV液晶

最大65,536色

有機EL
最大1,600万色

TFT
最大65,536色 ディスプレイ表示方式と表示色数 表示方式※7・表示色数

（メインディスプレイ／サブディスプレイ）

Newモバイル
ASV液晶

最大65,536色／
有機EL白色1色

Newモバイル
ASV液晶

最大65,536色

TFT
最大65,536色

Newモバイル
ASV液晶

最大65,536色

TFT
最大26万色

TFT
最大65,536色

TFT
最大65,536色

Newモバイル
ASV液晶

最大65,536色

Newモバイル
ASV液晶

最大65,536色

TFT
最大65,536色

HD
（1280×720）

HD
（1280×720）

QHD
（960×540）

フルワイド
VGA

（854×480）

ワイド
VGA

（800×480）

ワイド
VGA

（800×480）

QHD
（960×540）

QHD
（960×540）

ワイド
VGA

（800×480）
ディスプレイ解像度

メインディスプレイにHDサイズ（1280×720ドット）、QHD
サイズ（960×540ドット）、VGAサイズ（640×480ドット）、
またはQVGAサイズ（320×240ドット）の液晶を搭載

フルワイド
VGA

（854×480）

QHD
（960×540）

フルワイド
VGA

（854×480）

QHD
（960×540）

ワイド
VGA

（800×480）

ワイド
VGA

（800×480）

ワイド
VGA

（800×480）

ワイド
VGA

（800×480）

ワイド
VGA

（800×480）

ワイド
VGA

（800×480）

機能・仕様一覧表
豊富なラインナップの
中から、機能を見比べて
特別な一台を選ぶ

007SH/
007SH J/
007SH KT

009SH/
009SH Y

104SH 102SH 101P 101SH 101K 101N 103SH 101DL 009Z 003P 006SH 007HW 003Z 008Z 003SH 005SH X02T

P.15 P.17 P.17 P.19 P.21 P.21 P.23 P.23 P.25 P.25/P.26 P.27 P.27 P.27 P.28 P.28 P.28 P.29 P.29 P.29

　カ
メ
ラ
機
能

1210万画素／
CMOS

1210万画素／
CMOS

1320万画素／
CMOS

800万画素／
CMOS

約515万画素／
CMOS

810万画素／
CMOS

800万画素／
CMOS

800万画素／
CMOS

503万画素／
CMOS

カ
メ
ラ
機
能

有効画素数／撮影素子（メインカメラ） 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類
メインカメラ

1610万画素／
CCD

800万画素／
CMOS

510万画素／
CMOS

800万画素／
CMOS

500万画素／
CMOS

500万画素／
CMOS

503万画素／
CMOS

960万画素／
CCD

800万画素／
CMOS

320万画素／
CMOS

カ
メ
ラ
機
能

30万画素／
CMOS

30万画素／
CMOS ̶̶ ̶̶ 約200万画素／

CMOS ̶̶ ̶̶ 130万画素／
CMOS ̶̶ 有効画素数／撮影素子（インカメラ） 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類

サブカメラ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 30万画素／
CMOS

30万画素／
CMOS ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

̶̶ ● ● 
（LEDフラッシュ） ̶̶ ● ● ̶̶ ● ● ライト（内蔵） 薄暗い場所などでの撮影時に便利な補助光機能 ● ̶̶ ● ● ● ̶̶ ● ● ● ̶̶

未定 ● 
（静止画／動画）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画のみ）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画のみ） オートフォーカス 自動で被写体との距離を検知しピントを合わせられる ● 

（静止画／動画）
● 

（静止画／動画）
● 

（静止画／動画）
● 

（静止画／動画）
● 

（静止画のみ）
● 

（静止画のみ）
● 

（静止画のみ）
● 

（静止画／動画）
● 

（静止画／動画）
● 

（静止画のみ）

未定 ● 
（静止画／動画）

● 
（静止画のみ） ̶̶ ̶̶ ● 

（動画のみ） ̶̶ ● 
（静止画のみ） ̶̶ 手ブレ補正 撮影時に発生しやすい手ぶれの影響を抑えられる ● 

（静止画のみ）
● 

（静止画のみ）
● 

（静止画のみ）
● 

（静止画のみ） ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● 
（静止画のみ）

● 
（静止画のみ） ̶̶

未定／
未定

5.7倍／
5.7倍

10倍／
2倍

2.3倍／
3.5倍

4.1倍／
4.1倍

3.5倍／
4.1倍

2.3倍／
3.5倍

8倍／
̶̶

1.6倍／
̶̶ ズーム（静止画／動画） 被写体を拡大できるデジタルズームのおおよその倍率 14.4倍／

14.4倍
5.1倍／
6.38倍

2倍／
2倍

10.2倍／
10.2倍

4倍／
̶̶

1.6倍／
̶̶

1.6倍／
̶̶

22.2倍／
7.9倍

5.1倍／
6.38倍

6.4倍／
2.1倍

1920×1080 1920×1080 1920×1080 1280×720 1280×720 1280×720 1280×720 1920×1080 640×480 動画最大撮影サイズ（ドット） 撮影できる動画の最大サイズ 1280×720 1280×720 640×480 1280×720 1280×720 640×480 640×480 1280×720 1280×720 640×480

そ
の
他
の
機
能

● ● ●※8 ● ● ● ● ● ●

そ
の
他
の
機
能

Wi-Fi 高速通信で快適にインターネットが楽しめる ● ● ●※8 ● ● ● ● ● ● ●

そ
の
他
の
機
能

●
（Ver.3.0）

●
（Ver.3.0）

●
（Ver.2.1）

●
（Ver.3.0）

●
（Ver.2.1）

●
（Ver.4.0）

●
（Ver.3.0）

●
（Ver.2.1）

●
（Ver.2.1） Bluetooth® 最新ワイヤレス機能で音楽や通話を楽しめる（対応規格） ●

（Ver.3.0）
●

（Ver.3.0）
●

（Ver.2.1）
●

（Ver.3.0）
●

（Ver.2.1）
●

（Ver.2.1）
●

（Ver.2.1）
●

（Ver.2.1）
●

（Ver.2.1）
●

（Ver.2.0）

̶̶ ●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1） ̶̶ ̶̶ 赤外線通信（IrDA） 電話番号や写真をワイヤレスで送受信（対応規格） ●

（IrMC.1.1）
●

（IrMC.1.1）
●

（IrMC.1.1）
●

（IrMC.1.1） ̶̶ ̶̶ ̶̶ ●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1） ̶̶

̶̶ ● ● ● ̶̶ ● ● ̶̶ ̶̶ おサイフケータイ® ケータイが電子マネー代わりに使えて支払いがスムーズに ● ● ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ● ̶̶

̶̶ ● ● ● ̶̶ ● ● ̶̶ ● ワンセグ ワンセグを無料受信できる ● ● ● ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● GPS GPSナビゲーションで現在地がわかる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●※10 ● ● ● ● ● ● ● ● スマセレ 使い方に合わせてホーム画面をまるごとチェンジ ● ● ● ● ● ̶̶ ● ●※9 ●※9 ̶̶

防水：IPX5／
IPX7

防塵：IP5X

防水：IPX5／
IPX7

防塵：IP5X

防水：IPX5／
IPX7

防水：IPX5／
IPX7

防塵：IP5X

防水：IPX5／
IPX7

防水：IPX5／
IPX7

防塵：IP5X

防水：IPX5／
IPX7

防塵：IP5X
̶̶

防水：IPX5／
IPX7

防塵：IP5X
防水・防塵 生活防水（IPX5／7相当）、防塵（IP5X）に対応

防水：IPX5／
IPX7

防塵：IP5X
̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

■ 防水対応　生活防水（IPX5、IPX7※1相当）に対応し、キッチンなどの水回りや雨の中、バスタイム中なども普段通り通話・メールを楽しめます※2。
※1 IPX5：内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5L ／分の水を3分以上注水する条件であらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保
ちます。IPX7：常温で、水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保ちます。※2 石けん、
洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしないでください。

■ 防塵対応　IP5X※に対応し、汚れに強く安心して使うことができます。
※ IP5X等級とは、防塵試験用粉塵（直径75μm以下）が入ったとしても所定の動作および安全性を損なわな
いように保護されていることです。

便利に使える機能
詳細は取扱説明書を
ご参照ください。

※1 ベストエフォート方式のため、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。なお、PCのモデムとしてはご利用いただけません。※2 数値は暫定値です。※3 「緊急地震速報」ONにより、
ドは2GBまで対応です。※7 カラーディスプレイ画面について 有機EL：電圧をかけると発光する物質を利用。他の液晶に比べ非常に薄く、なおかつ消費電力、色再現性、視野角の点でも非常に優れているディスプレイ。モバイルASV（Advanced 
ているのが特長。※8 対応チャネルは1～11になっております。アクセスポイント側のチャネル設定により、接続できない場合があります。※9 Android 2.3 へのアップデートが必要です。※10 今後対応予定です。

1回の充電あたりのご利用時間が短くなることがあります。※4 物理的容量となります。※5 microSDメモリカード／microSDHCメモリカードについては、お客さまにすべての動作を「保証」するものではありません。※6 microSDメモリカー
Super V）：液晶テレビAQUOSで採用したASV液晶技術を携帯電話用に応用。ハイコントラストで高い視認性と広い視野角を実現したカラー液晶。TFT（Thin Film Transistor）：コントラスト、色の再現性、応答速度、視野角などが飛躍的に優れ

機能・仕様一覧表（SoftBank スマートフォン） 機能・仕様一覧表（SoftBank スマートフォン）
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■ 赤外線通信
静止画やアドレス帳に登録されたメモリダイヤルなどの各種データの送受信
が通信料不要でできます。 ●機種によっては、送受信できないデータもあります。

便利に使える機能
機種によってご利用方法が違う場合があります。ご利用方法

　 メインメニュー　▶　　 設定　▶　　 外部接続　▶　　赤外線　▶　　 ON／ OFF1 4 52 3

ス
ペ
ッ
ク

3Gハイスピード
（7.2Mbps／1.4Mbps）

3Gハイスピード
（3.6Mbps／384Kbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 1.4Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 384Kbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 384Kbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 1.4Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 1.4Mbps）

ス
ペ
ッ
ク

最大通信速度（下り／上り） 1秒間に通信回線を通してデータを転送する速さ 3Gハイスピード
（3.6Mbps／ 384Kbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 1.4Mbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 384Kbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 1.4Mbps）

3Gハイスピード
（3.6Mbps／ 384Kbps）

3Gハイスピード
（7.2Mbps／ 1.4Mbps）

3Gハイスピード
（3.6Mbps／ 384Kbps）

ス
ペ
ッ
ク

約50×103.7×17.4
（最薄部：15.6）mm※1

／未定

約50×109×
16.5［最薄部］／
18［最厚部］mm
／約110g

約51×111.9×
15.9［最薄部］／

18.5［最厚部］mm
／約129g

約52×116×
17.8mm／
約142g

約50×109×
13.9mm／
約114g

約51×113×11.7
（最厚部：14.8）mm／

約124g

約50×102×17.4
（最薄部：15.6）mm／

約95.8g

サイズ：幅（W）×高さ（H）×
　　　　厚さ（D）／重さ

電池パック装着時の携帯電話本体の折りたたみ時あるいは
閉じた状態でのおおよその数値（突起部除く）

約50×108×
17.6mm／
約116g

約51×109.5×
17mm／
約131g

約49×105×
13.9mm／
約113g

約57×115.9×
13.5mm／
約143g

約50.5×100×
14.99mm／
約107g

約50×106×18
（最薄部：16.9）mm／

約114g

約50.3×108×
16.9mm／
約110g

未定／
未定

約200分／
約400時間

約210分／
約370時間

約230分／
約620時間

約220分／
約540時間

約200分／
約350時間

約210分／
約360時間

連続通話時間／
連続待受時間（静止時）

電波を正常に受信できる静止状態での通話時間目安（日本国内・
W-CDMA）／電波を正常に受信できる静止状態での待受時間
目安※2（日本国内・W-CDMA）

約230分／
約460時間

約210分／
約330時間

約220分／
約570時間

約400分／
約600時間

約250分／
約500時間

約200分／
約310時間

約200分／
約400時間

未定 約130分 約140分 約130分 約120分 約120分 約140分 充電時間 電池残量なしの状態からフル充電までに必要な時間目安 約150分 約140分 約120分 約250分 約120分 約140分 約150分

microSDHC／
未定

microSD／
2GB

microSDHC／
32GB※4

microSDHC／
32GB※4

microSDHC／
16GB※4

microSDHC／
16GB※4

microSDHC／
32GB※4 外部メモリ／推奨する最大容量※3 写真や動画をメモリカードに保存 microSD／

2GB
microSDHC／

16GB※4
microSDHC／

8GB※4
microSDHC／

16GB※4
microSDHC／

4GB※4
microSDHC／

32GB※4
microSDHC／

8GB※4

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

2.9インチ／
0.7インチ

（96×26ドット）
2.9インチ

3.4インチ／
0.7インチ

（96×24ドット）
3.3インチ

3.2インチ／
0.77インチ

（96×39ドット）
2.8インチ

2.9インチ／
0.7インチ

（96×26ドット）

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

ディスプレイサイズ 画面サイズ（メインディスプレイ／サブディスプレイ） 2.9インチ
3.0インチ／
0.75インチ

（108×28ドット）
3.0インチ 3.5インチ 2.6インチ

2.9インチ／
1.28インチ

（128×128ドット）

2.8インチ／
1.3インチ

（96×96ドット）

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

TFT
最大26万色／
有機EL白色1色

TFT
最大26万色

Newモバイル
ASV液晶

最大1677万色／
有機EL白色1色

TFT
最大26万色

TFT
最大26万色／
有機EL白色1色

TFT
最大26万色

TFT
最大26万色／
有機EL白色1色

ディスプレイ表示方式と表示色数 表示方式※5・表示色数
（メインディスプレイ／サブディスプレイ）

TFT
最大26万色

Newモバイル
ASV液晶

最大26万色／
有機EL白色1色

TFT
最大26万色

有機EL
最大1600万色

TFT 
最大26万色

TFT
最大26万色／
メモリ液晶1色

TFT
最大26万色／
TFT白色1色

ワイド
QVGA

（400×240）

フルワイド
QVGA

（427×240）

フルワイド
VGA

（854×480）

フルワイド
VGA

（854×480）

フルワイド
VGA

（854×480）

ワイド
QVGA

（400×240）

ワイド
QVGA

（400×240）
ディスプレイ解像度 メインディスプレイにVGAサイズ（640×480ドット）、または

QVGAサイズ（320×240ドット）の液晶を搭載

フルワイド
QVGA

（427×240）

ワイド
QVGA

（400×240）

フルワイド
VGA

（854×480）

ワイド
VGA

（800×480）

QVGA 
（320×240）

ワイド
QVGA

（400×240）

ワイド
QVGA

（400×240）

機能・仕様一覧表
豊富なラインナップの
中から、機能を見比べて
特別な一台を選ぶ

004SH/
004SH PJ

105SH 002P 001P 001N 001SC 001SH 840P 841SH 841N 940SC 740SC 008SH 840Z

P.33 P.34 P.34 P.34 P.34 P.34 P.35 P.35 P.35 P.35 P.35 P.35 P.36 P.36

カ
メ
ラ
機
能

320万画素／
CMOS

320万画素／
CMOS

960万画素／
CCD

1316万画素／
CMOS

810万画素／
CMOS

320万画素／
CMOS

320万画素／
CMOS

カ
メ
ラ
機
能

有効画素数／撮影素子（メインカメラ） 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類
メインカメラ

200万画素／
CMOS

320万画素／
CMOS

320万画素／
CMOS

812万画素／
CMOS

200万画素／
CMOS

320万画素／
CMOS

314万画素／
CMOS

カ
メ
ラ
機
能

—— —— —— —— 33万画素／
CMOS —— —— 有効画素数／撮影素子（インカメラ） 撮影時に使用する画素数と撮影に使用される受光素子の種類

サブカメラ —— —— —— 32万画素／
CMOS —— —— 30万画素／

CMOS

—— —— ● ● —— —— —— ライト（内蔵） 薄暗い場所などでの撮影時に便利な補助光機能 —— ● —— ● —— —— ●

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画のみ）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画のみ） —— ● 

（静止画／動画） オートフォーカス 自動で被写体との距離を検知しピントを合わせられる ● 
（静止画のみ）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画のみ）

● 
（静止画／動画） —— ● 

（静止画／動画）
● 

（静止画／動画）

—— —— ● 
（静止画／動画）

● 
（静止画／動画）

● 
（静止画／動画） —— —— 手ブレ補正 撮影時に発生しやすい手ぶれの影響を抑えられる —— —— ● 

（静止画／動画）
● 

（静止画／動画） —— —— ——

24.8倍／
8.7倍

16.2倍／
5.5倍

22.2倍／
5.3倍

16.3倍／
7.8倍

9倍／
3倍

3.2倍／
3.2倍

24.8倍／
8.7倍 ズーム（静止画／動画） 被写体を拡大できるデジタルズームのおおよその倍率 10倍／

6.8倍
24.8倍／

8.7倍
15倍／
15倍

4倍／
4倍

2.5倍／
6.2倍

5.1倍／
8.7倍

4.9倍／
4.2倍

320×240 320×240 1280×720 1280×720 640×480 320×240 320×240 動画最大撮影サイズ（ドット） 撮影できる動画の最大サイズ 352×288 320×240 640×480 640×480 176×144 320×240 320×240

そ
の
他
の
機
能

●
（Flash Lite）

●
（Flash Lite）

●
（Flash Lite）

●
（Flash Lite）

●
（Flash Lite） —— ●

（Flash Lite）

そ
の
他
の
機
能

Flash®対応 Flash®を使ったウェブサイトが見られる ●
（Flash Lite）

●
（Flash Lite）

●
（Flash Lite）

●
（Flash Lite） —— ●

（Flash Lite）
●

（Flash Lite）

そ
の
他
の
機
能

—— —— ●
（Ver.2.1）

●
（Ver.2.0）

●
（Ver.2.0） —— ●

（Ver.2.1） Bluetooth® 最新ワイヤレス機能で音楽や通話を楽しめる（対応規格） —— ●
（Ver.2.1）

●
（Ver.2.0）

●
（Ver.2.0） —— —— ——

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1）

●
（IrMC.1.1） 赤外線通信（IrDA） 電話番号や写真をワイヤレスで送受信（対応規格） ●

（IrMC.1.1）
●

（IrMC.1.1）
●

（IrMC.1.1）
●

（IrMC.1.3）
●

（IrMC.1.1）
●

（IrMC.1.1） ——

—— —— ● ● ● —— —— おサイフケータイ® ケータイが電子マネー代わりに使えて支払いがスムーズに —— ● ● ● —— —— ——

● ● ● ● ● —— ● ワンセグ ワンセグを無料受信できる —— —— ● ● —— ● ——

—— —— ● ● ● —— —— GPS GPSナビゲーションで現在地がわかる —— —— —— ● —— ● ●※6

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（4件／3件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（5件／5件） メモリダイヤル登録可能件数

電話番号、メールアドレスなどを登録できるメモリダイヤルの
最大件数（メモリダイヤル1件につき登録できる電話番号の最大
件数／メールアドレスの最大件数）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（4件／3件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（5件／5件）

1,000件
（3件／3件）

—— —— ● ● ● —— —— Wi-Fi 高速通信で快適にインターネットが楽しめる —— —— —— —— —— —— ——

—— —— 防水：IPX5／ IPX7
防塵：IP5X —— —— 防水：IPX5／ IPX7

防塵：IP5X —— 防水・防塵 生活防水（IPX5／7相当）、防塵（IP5X）に対応 —— 防水：IPX5／ IPX7
防塵：IP5X —— —— —— 防水：IPX5／ IPX7

防塵：IP5X ——

※1 数値は暫定値です。※2 「緊急地震速報」ONにより、1回の充電あたりのご利用時間が短くなることがあります。※3 microSDメモリカード／microSDHCメモリカードについては、お客さまにすべての動作を「保証」するものではありません。
モバイルASV（Advanced Super V）：液晶テレビAQUOSで採用したASV液晶技術を携帯電話用に応用。ハイコントラストで高い視認性と広い視野角を実現したカラー液晶。TFT（Thin Film Transistor）：コントラスト、色の再現性、応答速度、 

※4 microSDメモリカードは2GBまで対応です。※5 カラーディスプレイ画面について 有機EL：電圧をかけると発光する物質を利用。他の液晶に比べ非常に薄く、なおかつ消費電力、色再現性、視野角の点でも非常に優れているディスプレイ。 
視野角などが飛躍的に優れているのが特長。※6 S!アプリを利用したルートナビゲーションなどのサービスはご利用いただけません。

機能・仕様一覧表（SoftBank 3G）
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※1 イヤホン利用時の充電には卓上ホルダー［SHEDU1］が必要です。※2 付属／オプションの充電用microUSB変換アダプタ［SHCDL1］を使用して充電ができます。※3 東海地域は商品コードが異なります。アナログ変換ケーブル［000-4-37］ 

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となる場合があります。ハンズフリー機器やイヤホンマイクをご利用の場合でもクルマを安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、留守番電話サービスなど
をご利用ください。●価格は希望小売価格です。記載の商品の料金は消費税相当額を加算した総額表示となり、小数点以下を切り捨てております。実際のお支払い額は異なる場合があります。

※4 別途ACアダプタ［ZTDAA1］が必要です。※5 004SH PJのみ。

☆外部接続端子用オプション品の利用上の注意
○イヤホンマイク端子がある機種では使用できません。○外部接続端子の差込口が付いている商品であっても、外部接続端子用のオプション品に対応していない機種では使用できません。
○イヤホン利用時の充電には卓上ホルダーを利用する必要があります。（卓上ホルダーに関しては、上記対応一覧をご参照ください。） 共通の差込口となります。 ACアダプタ

外部接続端子用
のオプション品

機種別オプション
対応一覧

007SH/
007SH J/
007SH KT

009SH/
009SH Y104SH 102SH 101P 101SH 101K 101N 103SH 101DL 009Z 003P 006SH 007HW 003Z 008Z 003SH

P.15 P.17 P.17 P.19 P.21 P.21 P.23 P.23 P.25 P.25/P.26 P.27 P.27 P.27 P.28 P.28 P.28 P.29

専
用
オ
プ
シ
ョ
ン

電池パック
携帯電話の機能を動作させる充電式電池

［SHBEF1］★
価格未定

［SHBED1］★
価格未定

［PMBBE1］★
価格未定

［SHBEC1］★
2,940円

［KYBAA1］★
価格未定

［NEBAW1］★
価格未定

［SHBEE1］★
価格未定 ̶̶ ［ZEBAK1］★

2,835円
［SHBDU1］★

2,940円
［SHBDW1］★

2,940円
［PMBBD1］★

2,940円
［SHBDT1］★

2,940円 ̶̶ ［ZEBAD1］★
2,835円

［ZEBAG1］★
2,835円

［SHBDL1］★
2,940円

ACアダプタ
携帯電話に接続し、充電できる

̶̶ ̶̶ ［PMCBD1］★
1,575円 ̶̶ ［KYCAA1］★

価格未定 ̶̶ ̶̶ [DLCAB1] ★
  価格未定

［ZECAD1］★
1,753円 ̶̶ ̶̶ ［PMCBD1］★

1,575円 ̶̶ ［HWCAL1］★
2,090円

［ZECAD1］★
1,753円

［ZECAD1］★
1,753円 ̶̶

卓上ホルダー
ACアダプタと接続して充電できる置台

̶̶ ［SHEED1］★
価格未定

［PMEBE1］★
価格未定 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ［ZEEAK1］

1,659円
［SHEDU1］★

1,365円 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

USBケーブル
携帯電話とパソコンを簡単接続

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

̶̶

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

USBケーブル
［KYDAA1］
価格未定

̶̶

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

̶̶
micro USBケーブル
［ZEDAD1］★

1,050円

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

̶̶

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

microUSBケーブル
［HWDAL1］★

2,090円

micro
USBケーブル
［ZEDAD1］★

1,050円

microUSBケーブル
［ZEDAD1］★

1,050円

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

その他

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］

1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ
［SHCDL1］★

1,260円

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］

1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ
［SHCDL1］★

1,260円

ステレオイヤホン
マイク

［PMLBD1］★
1,785円

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ

［SHCDL1］★1,260円
microUSB-Φ3.5
変換アダプタ

［SHDDU1］※11,050円

̶̶

ワイヤレスチャージャー
［NEEAW1］★価格未定
充電用microUSB
変換アダプタ

［NECAW1］★価格未定
microUSB-Φ3.5
変換アダプタ

［NEDAW1］★価格未定

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］

1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ
［SHCDL1］★

1,260円

̶̶

3.5mm
マイクロフォン付き

イヤホン
［ZELAD1］★

1,753円

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ

［SHCDL1］★1,260円
microUSB-Φ3.5
変換アダプタ

［SHDDU1］※11,050円

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］

1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ
［SHCDL1］★

1,260円

ステレオ
イヤホンマイク 
［PMLBD1］★

1,785円

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］

1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ
［SHCDL1］★

1,260円

マイク付
ステレオイヤホン
［HWLAL1］

2,310円

3.5mm 
マイクロフォン付き

イヤホン
［ZELAD1］★

1,753円

3.5mm
マイクロフォン付き

イヤホン
［ZELAD1］★

1,753円

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］

1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ
［SHCDL1］★

1,260円

共
通
オ
プ
シ
ョ
ン

ACアダプタ
［ZTDAA1］ 1,155円

●※2 ●※2 ̶̶ ●※2 ̶̶ ●※2 ●※2 ̶̶ ̶̶ ●※2 ●※2 ̶̶ ●※2 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ●※2

USBケーブル
USBケーブルⅡ［ZTFE01］ 希望小売価格：1,260円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

ソフトケース（ウエストサイドホルダー）
［ZTMAA1］ 1,365円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

マルチイヤホンマイクⅡ（外部接続端子用☆）
［ZTBBA1］ 1,575円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

共通イヤホン変換ケーブル（外部接続端子用☆）
ブラック［ZTCAA1］ ホワイト［ZTCAA2］ 630円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

アナログ変換ケーブル
アナログ変換ケーブル［ZTPH02］※3 1,050円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

機種別オプション
対応一覧

004SH/
004SH PJ005SH X02T 105SH 002P 001P 001N 001SC 001SH 840P 841SH 841N 940SC 740SC 008SH 840Z

P.29 P.29 P.33 P.34 P.34 P.34 P.34 P.34 P.35 P.35 P.35 P.35 P.35 P.35 P.36 P.36

専
用
オ
プ
シ
ョ
ン

電池パック
携帯電話の機能を動作させる充電式電池

［SHBDQ1］★
2,940円

［TSBBS1］★
2,940円

［SHBCU1］★
2,940円

［PMBAS1］★
2,730円

［SHBDK1］★
2,940円

［PMBAS1］★
2,730円

［NEBAL1］★
3,255円

［SCBAY1］★
3,045円

［SHBCU1］★
2,940円

［PMBAT1］★
2,730円

［SHBCU1］★
2,940円

［NEBAL1］★
3,255円

［SCBAS1］★
3,045円

［SCBAT1］★
3,045円

［SHBCU1］★
2,940円

［ZEBAA1］★
2,150円

ACアダプタ
携帯電話に接続し、充電できる

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

卓上ホルダー
ACアダプタと接続して充電できる置台

̶̶ ̶̶ ̶̶

［PMEBB1］
1,365円

［SHEDP1］★
1,365円

［PMEBA1］
1,365円

［NEEAM1］
2,625円

̶̶ ̶̶

［PMEAT1］
1,365円

［SHEDB1］★
1,365円

̶̶ ̶̶ ̶̶

［SHEDV1］★
1,365円

［ZEEAA1］★
1,490円

USBケーブル
携帯電話とパソコンを簡単接続

PC接続用
microUSBケーブル
［SHDDL1］★

1,050円

PC接続用USBケーブル
［TSDBS1］★1,050円
周辺機器接続用
USBケーブル

［TSDBS2］★1,050円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

その他

マイク付
ステレオイヤホン
［SHLDL1］

1,968円
充電用microUSB
変換アダプタ
［SHCDL1］★

1,260円

充電用microUSB
変換アダプタ
［TSCBS1］★※4

1,155円
イヤホン

変換アダプタ
［TSLBS1］★

1,155円

̶̶ ̶̶
オリジナル
ストラップ

［SHKDR1］★※5

ビデオ出力ケーブル
［PMDAG1］

1,575円
ステレオイヤホン
変換ケーブル
［PMLAJ1］

1,575円

ステレオイヤホン
変換ケーブル
［NELAH1］

945円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

ステレオイヤホン
変換ケーブル
［NELAH1］

945円

ストラップ
タッチペン★

［SCKAS1］945円
［SCKAS2］945円
［SCKAS3］945円

Bluetooth®

ステレオヘッドセット
［SCLAB1］13,125円

̶̶ ̶̶ ̶̶

共
通
オ
プ
シ
ョ
ン

ACアダプタ
［ZTDAA1］ 1,155円

●※2 ̶̶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

USBケーブル
USBケーブルⅡ［ZTFE01］ 希望小売価格：1,260円

̶̶ ̶̶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

ソフトケース（ウエストサイドホルダー）
［ZTMAA1］ 1,365円

̶̶ ̶̶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶ ● ● ●

マルチイヤホンマイクⅡ（外部接続端子用☆）
［ZTBBA1］ 1,575円

̶̶ ̶̶ ● ● ● ̶̶ ● ● ● ● ● ● ̶̶ ̶̶ ● ̶̶

共通イヤホン変換ケーブル（外部接続端子用☆）
ブラック［ZTCAA1］ ホワイト［ZTCAA2］ 630円

̶̶ ̶̶ ● ● ● ̶̶ ● ● ● ● ● ● ̶̶ ̶̶ ● ̶̶

アナログ変換ケーブル
アナログ変換ケーブル［ZTPH02］※3 1,050円

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ●

機種別オプション対応一覧 機種別オプション対応一覧（★マークがついているものは同梱品です。）表示の金額は全て税込です。
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機
能
・
サ
ー
ビ
ス
対
応
一
覧

検
索 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 検

索 Android マーケットTM P.56 世界中の Android  向けアプリから好きなアプリが購入できる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶ 検
索

エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト

● ● ● ● ● ● ● ● ●

エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト

Mobage モバゲー P.56 ゲームやアバターで他のユーザーと楽しくコミュニケーション ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト

● ● ● ● ● ● ● ● ● GREE P.56 たくさんの無料ゲームが楽しめるコミュニティサービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● @アプリ P.57 自分にぴったりのアプリを見つけられる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● ムービー LIFE P.58 毎月約100本の映画や海外ドラマが見放題 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● ビューン for Woman P.59 有名女性誌や占いがケータイで楽しめる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● ビューン P.60 新聞・雑誌・テレビニュースがケータイで見られる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定※1 ● ● ● ● ● ● ● ● コミックLIFE P.61 毎日違う人気マンガをケータイで楽しめる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定※1 ● ● ● ● ● ● ● ● ソフトバンク ブックストア P.61 コミックの購入・管理・閲覧ができる電子書籍サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定※1 ● ● ● ● ● ● ● ● SoftBank MUSIC BOX P.62 音楽情報のチェックから曲の購入まで音楽はおまかせ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定※1 ● ● ● ● ● ● ● ● レコチョク P.62 J-POPや洋楽、アニソンまで話題曲をいち早くチェック ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● お笑いLIFE P.62 スマートフォンならではの笑いが満載 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● フォト編集 P.62 写真を好きにアレンジしてみんなで共有 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定 ● ● ● ● ● ● ● ● スマセレ P.31 使い方に合わせてホーム画面をまるごとチェンジ ● ● ● ● ● ̶̶ ● ●※2 ●※2 ̶̶

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

● ● ● ● ● ● ● ● ●

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

メールサービス
ソフトバンク携帯電話や他社携帯電話・パソコンとメールや
Eメールの送受信ができる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

● ● ● ● ● ● ● ● ● デコレメール P.63 写真やカラフル文字でメールを楽しく ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● CamScanner P.63 カメラで撮った画像をデータ化して保存や共有ができる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● mixi ソーシャルフォン® mixiとスマートフォンの機能が連携してマイミクとのやりとりが
スムーズに。マイミクとゲームや日記も楽しめる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● Facebook P.63
世界最大のソーシャルネットワークサービスで
コミュニケーションが広がる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● Twitter P.63
140文字のつぶやきで「イマ」を共有、アバターやゲームで
もっと楽しく ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

サービス対応一覧表
毎日に楽しさプラス
バラエティに富んだサービスから
お気に入りの一台を選ぶ

007SH/
007SH J/
007SH KT

009SH/
009SH Y104SH 102SH 101P 101SH 101K 101N 103SH 101DL 009Z 003P 006SH 007HW 003Z 008Z 003SH 005SH X02T

P.15 P.17 P.17 P.19 P.21 P.21 P.23 P.23 P.25 P.25/P.26 P.27 P.27 P.27 P.28 P.28 P.28 P.29 P.29 P.29

オ
リ
ジ
ナ
ル

● ● ● ● ● ● ● ● ●

オ
リ
ジ
ナ
ル

ソフトバンク
オリジナルサービス

P.64
おなじみのサービスが
スマートフォンでも楽しめる

ホワイトマーケット ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

オ
リ
ジ
ナ
ル

今後対応予定 ● ● ● 今後対応予定 今後対応予定 今後対応予定 今後対応予定 ● 選べるかんたん動画 ●※3 ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定 ● ● ● ● ● 今後対応予定 今後対応予定 ● プレミアファッション ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定 ● ● ● ● 今後対応予定 今後対応予定 今後対応予定 ● とくするライフ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● ギフトお得便 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

グ
ー
グ
ル

● ● ● ● ● ● ● ● ●
グ
ー
グ
ル

GoogleTM

モバイルサービス
P.65 楽しくて役立つGoogleのサービスをAndroid でスムーズに ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

グ
ー
グ
ル

便
利
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化

● ● ● ● ● ● ● ● ●

便
利
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化

SoftBank FanSite P.65 役立って楽しいソフトバンク情報が満載 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

便
利
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化

● ● ● ● ● ● ● ● ● ソフトバンクタウンナビ P.65 今いる場所からお店の情報を検索できる地域密着型サイト ● ● ● ● 今後対応予定 ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● Yahoo!ホーム P.66 知りたい情報に迷わずアクセス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● Yahoo!ヘッドライン P.66 最新ニュースやアプリ情報をまとめてお届け ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● Yahoo!ボックス P.66 Yahoo! JAPANのオンラインストレージサービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

̶̶ ● ● ● ̶̶ ● ● ̶̶ ̶̶ おサイフケータイ® P.66 ケータイが電子マネー代わりに使えて支払いがスムーズに ● ● ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● スマートフォン基本パック P.67 便利なサービスをパックでおトクに ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● スマートセキュリティ
powered by McAfee®

P.67 スマートフォンの安全をしっかりガード ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● 位置ナビ P.67 お子さまの居場所がいつでも確認できる ● ● ● ● ● ● ● ● ● ̶̶

今後対応予定 ● ● ● ● ● ● ● ● ボイスメッセージ P.67 センターでお預かりしたメッセージを音声ファイルとして配信 ● ● ● ● ● ● ●※4 ● ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● ● ● ソフトバンクかんたん保険 P.68 ケータイから手軽に保険に申し込める ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●※5

● ● 緊急速報メール
緊急地震速報のみ対応 

P.68 「緊急地震速報」と「災害・避難情報」をお知らせ ̶̶

無
線
L
A
N

● ● ●※6 ● ● ● ● ● ●

無
線
L
A
N

Wi-Fi P.68 高速通信で快適にインターネットが楽しめる ● ● ●※6 ● ● ● ● ● ● ●

無
線
L
A
N

国
際

国
際 世界対応ケータイ P.77 海外でも使える 国

際

※1 ソフトウェアアップデート後に対応となります。※2 Android 2.3 へのアップデートが必要です。※3 007SH KTは今後対応予定です。※4 ボイスメッセージ・アプリのバージョン1.2以前をインストールされている場合は、メッセージの移
ルは1～11になっております。アクセスポイント側のチャネル設定により、接続できない場合があります。●上記の一覧は、各機種のプラットフォームがAndroid 2.2以降、12月5日現在の情報です（X02Tを除く）。

行ができません。最新バージョンへのアップデートをお願いいたします（アップデートには別途通信料が発生します）。※5 携帯電話からの申し込みはできず、パソコンからMy SoftBank経由で申し込みいただくことになります。※6 対応チャネ

サービス対応一覧表（SoftBank スマートフォン） サービス対応一覧表（SoftBank スマートフォン）

P.56/
P.63
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機
能
・
サ
ー
ビ
ス
対
応
一
覧

検
索 ̶̶ ̶̶ ̶̶ 検

索
モバイルウィジェット

Twitterウィジェットプリインストール
P.69 待受画面を好きなようにカスタマイズできる ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ 検

索

無
線
L
A
N

̶̶ ̶̶ ● ● ● ̶̶ ̶̶

無
線
L
A
N

ケータイWi-Fi P.70 高速通信で快適にインターネットが楽しめる ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

無
線
L
A
N

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト

● ̶̶ ● ● ● ̶̶ ●※1

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト

ハイスペック動画機能 最大10MBの大容量・高画質コンテンツが
らくらくダウンロード ̶̶ ●※1 ̶̶ ● ̶̶ ●※1 ̶̶

エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト

● ● ● ● ● ● ● 着うたフル®／着うた® P.71 好きな楽曲を丸ごとダウンロード ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● 待ちうた® P.71 電話をかけてくれた相手に音楽で楽しんでもらえる ● ● ● ● ● ● ●

● ●
●

（リアル3Dゲーム
／指ゲー）

（リアル3D
ゲーム）

● ̶̶ ● S!アプリ
ワイド画面アプリ対応

P.71
ゲームなどの多彩なアプリが集合
（指ゲー、リアル3Dゲーム対応） ● ● ● （指ゲー） ̶̶ ● ̶̶

S!メール 
［フィーリング 

メール、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
デルモジ表示、

ムービー写メール、
写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
ムービー写メール、

写メール］

メールサービス ソフトバンク携帯電話や他社携帯電話・パソコンとメールや
Eメールの送受信ができる

S!メール 
［フィーリング 

メール、
デルモジ表示、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
デルモジ表示、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
デルモジ表示、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［フィーリング 

メール、
ムービー写メール、

写メール］

S!メール 
［ムービー写メール、

写メール］

3,000件／
1,000件

1,000件／
500件

3,000件／
1,000件

3,000件／
1,000件

1,000件／
400件

1,000件／
500件

3,000件／
1,000件 受信保存件数／送信保存件数 受信・送信メッセージの最大保存件数（受信／送信）

●保存可能件数は保存データのサイズにより変動
1,000件／ 

500件
3,000件／
1,000件

1,000件／ 
400件

1,000件／
500件

1,000件／ 
250件

3,000件／
1,000件

1,500件／
300件

※2 デコレメール
楽デコ対応

P.72 写真やカラフル文字でメールを楽しく ● ※2 ● ● ※3 ●※4

● ● ● ● ̶̶ ̶̶ ● きせかえアレンジ P.72 メニュー・待受画面などをまるごときせかえ ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

● ● ● ● ● ̶̶ ● ワンセグ ワンセグを無料受信 ̶̶ ̶̶ ● ● ̶̶ ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● メディアプレイヤー 音楽や動画が楽しめる ● ● ● ● ● ● ̶̶

● ● ̶̶ 電子コミック
ワイド画面コミック対応

話題作や最新作のマンガをケータイで ● ● ̶̶ ̶̶ ̶̶

生
活

生
活

S!情報チャンネル
3Gお天気アイコン対応

P.74
毎朝ケータイに最新ニュースが届く
（お天気アイコンにも対応） ̶̶ ̶̶

生
活

●※5 S!速報ニュース
おためしコンテンツ対応

P.74 お気に入りコンテンツを待受画面に表示 ● ̶̶ ̶̶ ̶̶

サービス対応一覧表
毎日に楽しさプラス
バラエティに富んだ
サービスからお気に入り
の一台を選ぶ

004SH/
004SH PJ105SH 002P 001P 001N 001SC 001SH 840P 841SH 841N 940SC 740SC 008SH 840Z

P.33 P.34 P.34 P.34 P.34 P.34 P.35 P.35 P.35 P.35 P.35 P.35 P.36 P.36

便
利
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化

̶̶ ̶̶ ※6 ̶̶ ̶̶

便
利
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化

おサイフケータイ® （S! FeliCa）
データ送信可能、容量アップに対応

P.74
モバイルSuicaなどの電子マネーや
ポイントカードとして使える ̶̶ ※6 ̶̶ ̶̶ ̶̶

便
利
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化

● ● ● ● ● ● ● S!電話帳バックアップ P.74 電話帳データをサーバーで管理できる ● ● ● ● ● ● ̶̶

̶̶ ̶̶ ● ● ● ̶̶ ̶̶ S! GPSナビ P.75 GPSナビゲーションでケータイが道案内 ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ̶̶ ● ●※7 

● ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● ダブルナンバー 1つのケータイに2つの電話番号が持てる ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

̶̶ ̶̶
※8

（Ver.2.1）
●

（Ver.2.0）
●

（Ver.2.0） ̶̶
※8

（Ver.2.1）
Bluetooth® 
ちかチャット、ゲームも可能

最新ワイヤレス機能で音楽や通話を楽しむ（対応規格） ̶̶
※8

（Ver.2.1）
●

（Ver.2.0） （Ver.2.0） ̶̶ ̶̶ ̶̶

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ 着デコ 着信時に文字や画像で気持ちを伝えられる ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ S!ともだち状況
バージョンアップ版対応 

メンバーの今の気分や状況がわかる ̶̶ ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶

̶̶ ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ● S!一斉トーク 複数のメンバーとトランシーバー感覚で話せる ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

●※9 ●※9 ●※9 ●※9 ● ̶̶ ●※9 TVコール 相手の顔を見ながら通話できる ●※9 ●※9 ●※9 ● ̶̶ ●※9 ●

● ̶̶ ● ● ●※10 ̶̶ ● PCメール パソコンで使っているメールをケータイでも ̶̶ ● ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶ ̶̶

● ̶̶ ● ● ● ● ● 大容量ファイル添付機能 300Kバイトを超えるメール容量で、最大2Mバイトまで
添付ファイルを送受信できる ̶̶ ● ̶̶ ●※11 ̶̶ ● ̶̶

● ● ● ● ● ● ● PCサイトブラウザ パソコン向けのサイトを見られる ● ● ● ● ● ̶̶ ̶̶

●※12

（7.2Mbps） ● ●※12

（7.2Mbps）
●

（7.2Mbps）
●

（7.2Mbps）
●※12

（7.2Mbps）
●※12

（7.2Mbps） 3Gハイスピード 高速インターネット接続ができる ● ●※12

（7.2Mbps）
●

（7.2Mbps）
●※12

（7.2Mbps） ● ●※12

（7.2Mbps） ●

● ● ● ● ● ● ● 安心遠隔ロック※13 　 携帯電話紛失時などに遠隔操作でロックできる ● ● ● ̶̶ ̶̶ ● ●※14

● ● ● ● ● ● ● ウェブ安心サービス P.79 特定サイトへのアクセスの制限が可能 ● ● ● ● ● ● ●

国
際

国
際 世界対応ケータイ P.77 海外でも使える 国

際

※1 一部ご利用いただけないコンテンツがあります。※2 おまかせデコレメに対応しています。※3 文字色や背景色の編集はできません。※4 受信のみ可能。送信はできません。※5 待受画面に表示することはできません。※6 容量アップ
※10 最大2Mバイトまで送受信可能。※11 最大1Mバイトまでとなります。※12 上り最大1.4Mbps対応機種です。※13 ケータイ基本パック（旧：基本オプションパック）のご加入が必要です。※14 全体ロックのみ対応しております。

のみ対応です。※7 S!アプリを利用したルートナビゲーションなどのサービスはご利用いただけません。※8 ちかゲームのみ対応しております。※9 サブカメラを搭載していないため、自分自身を撮影しながら相手と話すことはできません。 

SoftBank 3Gでは、現在お客さまがご利用中のコンテンツが一部ご利用いただけない場合があります。SoftBank 3G
に変更される場合には特にご注意ください（→P.75）。 サービス対応一覧表（SoftBank 3G）サービス対応一覧表（SoftBank 3G）
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は受信したメールを一画面に表示可能な全角文字数です。○○

▲

○○

▲

○○文字原寸大画面一覧 原寸大画面一覧

SoftBank 3GSoftBank スマートフォン

●掲載されている画面は、実際とは異なる場合があります。

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

P.21

101K

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

30文字99文字

P.36

30 ▼  56 ▼  99文字

840Z

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

P.25

009Z

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

88文字494文字

P.34

88 ▼  165 ▼  266 ▼  494文字

001SC

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

72文字420文字

P.34

72 ▼  110 ▼  156 ▼  240 ▼  

420文字

001N

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

54文字456文字

P.34

54 ▼  117 ▼  165 ▼  456文字

002P

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

117文字280文字

P.34

117 ▼  176 ▼  280文字

001P

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

117文字456文字

P.35

117 ▼  165 ▼  456文字

840P

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

P.17

101P

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

80文字480文字

P.35

80 ▼  130 ▼  192 ▼  270 ▼  

480文字

001SH

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

88文字792文字

P.34

88 ▼  130 ▼  192 ▼  300 ▼  

540 ▼  792文字

004SH

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

80文字460文字

P.36

80 ▼  120 ▼  180 ▼  270 ▼  

460文字

008SH

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

P.19

101SH

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

メモリダイヤル呼出時 メール最小サイズ メール最大サイズ

P.27

009SH

P.17

102SH
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サ
ー
ビ
ス

SEARCH ／
検索・ポータル

Wi-Fi ／
無線LAN通信

ENTERTAINMENT／
エンタテインメント

LIFE ／
生活・とくする情報

USEFUL ／
便利・セキュリティ強化

サービスINDEX

DIAL ／　　　　　　76
番号サービス

コンテンツ情報料の支払いがもっと簡単に！　●ご利用には初期設定が必要となります。
スマートフォンでもコンテンツ情報料を、月々のケータイ利用料金と一緒にお支払いいただけます。対象コンテンツや設定方法など詳細はソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）にてご確認ください。

NEWS

USEFUL ／
便利・セキュリティ強化

65 Wi-Fi ／
無線LAN通信

68

COMMUNICATION／
コミュニケーション

63 ORIGINAL ／
オリジナルサービス

64

GOOGLETM MOBILE
SERVICE／
GoogleTM モバイルサービス

65

SEARCH ／
検索・ポータル

56 ENTERTAINMENT／
エンタテインメント

56

69 70 70

72 74

Sof tBank スマートフォンサービス

SoftBank 3Gサービス

各サービスの対応機種はP.49～52をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

各アイコンについて
サービスのご利用には、
Wi-Fiネットワークへの
接続が必要です。

サービスのご利用には、
Wi-Fiネットワークへの
接続をおすすめします。

とっておきの楽しさを、
　スマートフォンでも！ 3Gケータイでも！

最新のスマートフォンサービスも、充実の3Gサービスも、
楽しみ方はあなた次第！“自分にぴったり”を見つけよう！

Services
サービス

Wi-Fi専用 Wi-Fi推奨

検索窓から、タイトルを
入力しての検索も可能

●画面はイメージとなります。内容は変更となる場合がありますので、予めご了承ください。●ソフトバンク ピックアップおよびケータイ料金とあわせてお支払いいただくサービスをX06HTおよびX06HTⅡでご利用いただくには、 Android 
2.2 へアップデート後、「工場出荷時の状態に戻す」作業が必要です。初期化に際しては、データのバックアップを行ってください。詳細はソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。●月々のソフトバンクケータイのご
利用料金と一緒にお支払いできるサービスは、ご契約者の年齢、契約期間、お支払い方法などによって制限させていただくことがあります。●Android マーケットTM、および Android マーケットTM ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

※アプリによっては、ケータイ料金と一緒
でのお支払いが、できない場合があります。

ランキング・新着情報がすぐわかる！

おすすめ機能が充実！

かんたんに購入できる！Point1

Point3

Point2

様々なジャンルのアプリが世界中から集結！ 魅力的なアプリがすぐ手に入る！

支払い方法が選択できる

「ソフトバンク ピックアップ」で
人気や定番のアプリをチェック！
便利・定番アプリや、ソフトバンク公式ア
プリなどを紹介！ 話題のアプリが簡単に
見つかります。もれなくチェックしよう。

ランキング・新着情報を
チェック！
人気（有料／無料）、売上トップ、人気の新
着（有料／無料）、および最新の各グルー
プ別の情報を紹介！ 話題のアプリを今す
ぐダウンロードしよう。

Google によるオススメもチェック！

世界中のアプリが勢揃い！Android マーケットTM

ほとんどのアプリ購入代金※の支
払いが、月々のケータイ料金と一
緒にできるようになりました! 

／　検索・ポータル

マーケット起動時の画面を右に
スクロールし、希望のグループを
選択

Top画面より「おすすめアプリ」を選択

NEWS!

例えばこんなゲームが楽しめる！

GREE mixi

※一部有料のサービスがございます。©GREE. Inc, 提供：グリー株式会社 ※一部有料のサービスがございます。©mixi, Inc. 提供：株式会社ミクシィ

無料ゲームが遊び放題！ 人気ゲームがぞくぞく登場！ 写真の共有やつぶやきを友人とより楽しく！Point Point

2,500万人以上のユーザーが遊んでいるMobage（モバゲー）の公式アプリケーション。
ゲームやアバターで遊べるほか、他のユーザーとのコミュニケーションを楽しめる。

スマホでどこでもみんなでゲーム！

※一部有料のサービスがございます。©2011 DeNA Co.,Ltd. 
提供：株式会社ディー・エヌ・エー

Mobage モバゲー

GREEの公式アプリで遊ぼう！ SNS「mixi」の公式アプリケーション。

基本利用料金：無料※

S!ベーシックパック：必須

月額情報料：無料※

S!ベーシックパック：必須

探検ドリランド
大人気のカードゲーム！個性豊かなハンターとともに
世界中のお宝を集めよう。

基本利用料金：無料※

S!ベーシックパック：必須

●ポイントなどの購入代金はケータイ料金とまとめて
支払えます。

月々のケータイ料金と
まとめて支払える！

月々のケータイ料金と
まとめて支払える！

月々のケータイ料金と
まとめて支払える！

友達と遊べるソーシャルアプリが続々登場！

天空のスカイガレオン
提供会社：ジーモード　©G-mode
組み合わせ無限大のカードバトル！ 古の神々や
幻獣を召喚し戦おう！

麻雀
初心者から玄人までを唸らせる本格思考の麻雀。
本格対局など多彩なゲームモードを搭載。

まいにち！
スピード英単語
手軽に楽しみながら実践で使える
英単語が学べる。英単語クイズで
英語力アップ !!

例えば
こんなゲームが
楽しめる！

／  エンタテインメント

Google が様々な評価ポイントから判断した
秀逸なアプリを厳選して紹介。

Google のスタッフが独自におすすめする
コーナー。先取りしたい人は要チェック！

「トップ デベロッパー」マーク：Googleが実績など
から高く評価しているデベロッパーが一目でわか
ります。
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月額情報料1ヵ月無料※2 !

毎月約100本の作品が見放題。Point1 毎月の最新映画情報や予告編を情報料無料※4で
配信！

Point4

一度ダウンロード※3すれば電波のないところ
でも楽しめる！

Point2
ジャンルや配給会社などカテゴリ検索で見たい
作品が見つけやすい！

Point5

アクション・SFからTVドラマ・アニメまで
多彩なジャンルが見られる！

Point3
空いた時間で楽しめる！途中からの再生もOK！Point6

※1 年間での延べ掲載作品数となります。※2 店頭で携帯電話機購入（機種変更含む）と同時加入いただいた方が対象となります。※3 映像コンテンツの視聴・ダウンロードにはWi-Fi環境への接続が必須です。※4 別途通信料が発生
します。●一度ダウンロードした作品の保存期間は、再生開始から48時間です。配信コンテンツの内容は予告なく変更になる場合があります。●画像はイメージです。 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

例えばこんな
作品が
楽しめる！

S!ベーシックパック：必須

月額情報料：490円（税込）

ヤッターマン
©タツノコプロ・読売テレビ 2008

アップルシードXIII（サーティーン）
©2011 士郎正宗／青心社・「アップルシード
XIII」製作委員会

／  エンタテインメント

Wi-Fi専用

「オーシャンズ12」、「幸せのレシピ」、「マジェスティック」、「最後の初恋」は、WARNERTV オンデマンドで配信予定です。

幸せのレシピ
©2007 Warner Bros. Entertainment
Inc-U.S., Canada,Bahamas &
Bermuda. ©2007 Village Roadshow
Films（BVI）Limited - All Other Territories

マジェスティック
©Warner Bros. Entertainment 
Inc.

オーシャンズ12
©2004 Warner Bros. Entertain
ment Inc. All Rights Reserved.

ラブ・トレジャー
©MBC, iMBC, All Rights Reserved.

各サービスの対応機種はP.49～50をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

※必ずダウンロード時に最新情報（値段）をご確認ください。

情報料：無料

S!ベーシックパック：必須

エンジェル・ハート
©北条 司／ YTV・TMS・ANX・YTE

最後の初恋
TM & ©Warner Bros.
Entertainment Inc.

●詳しくはホームページ（http://www.
softbankselection.jp/）をご覧ください。

コンテンツをもっと楽しむための
プラスワンアクセサリーを紹介！

■ メモリーカードに大容量コンテンツを保存
microSDHCカード  32GB/16GB/8GB

高精細動画などの大容量コンテンツを、
microSDHCカードに保存してすっきり
整理。いつでもすぐに鑑賞できる。

ワイヤレス クリップタイプ
ヘッドセット BT04  
映画やドラマをワイヤレスで楽しむ。
装着したままハンズフリー通話も可能。

■ 移動中でも動画を楽しむ

映画やドラマをスマートフォンで手軽に、いつでも！

月額490円で、年間約1,000本※1の
人気映画や海外ドラマが見放題！

映画を楽しみ放題！

ソフトバンクならアプリ探しも便利に、楽しく！

かんたん・便利にアプリを探せる機能が満載！
アプリ探しがもっと楽しくなる！

人気・話題のコンテンツがすぐわかる、自分好みのアプリケーションが発見できる！@アプリ
アット

Point1

自分にピッタリのアプリを探しやすい
ランキングでみんなが注目しているアプリをチェックできたり、ゲームやツールなどの
カテゴリ別からアプリを探せます。

Point2

機種・季節に応じたアプリ特集も！
3D対応スマートフォンの場合、3Dコンテンツ特集など、その
機種の特長や季節ごとのテーマに応じたベストなアプリを紹
介します。

便利・かんたん・わかりやすい。6つの検索方法で、
欲しかったアプリ・欲しくなるアプリがすぐ見つかる！

ランキング

ダウンロード人気ランキング
で今一番旬のアプリが一目で
分かる！

特集

機種や季節に応じたテーマ
で、アプリを特集。一見の価値
あり！

レビュー

実際にアプリを使用
した専門ライターの
体験レビューから
探せる！

新着

最新登録アプリは
ここで一目瞭然。
かかさずチェック
しよう！

カテゴリ

カテゴリ別から
欲しいアプリを
かんたんに
探せる！

定番

使いやすい
ソフトバンク
オリジナルアプリを
常時紹介！

Point3

Point4

無料アプリも豊富！
手軽にお試し感覚で使える無料アプリ
もたくさん紹介しています。ソフトバ
ンクモバイルの運営サイトなので安心
して利用できます。

お得なセール情報も
常時掲載！
Android マーケット にあるアプリの、
値下げ情報をタイムリーにお知らせし
ています。こまめにチェックすること
で、お得にアプリをGetできるかも!?※

アクセスは
 かんたん！

　  をタップ
 するだけ！
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／  エンタテインメント

新聞・雑誌・ニュースをスマートフォンで持ち歩い　て好きなときにまとめ読み！

S!ベーシックパック：必須

月額情報料：250円（税込）
毎日をちょっと楽しく。
読みたい雑誌があなたの手の中に。

※ 店頭で携帯電話機購入（機種変更含む）と同時加入いただいた方が対象となります。●別途通信料がかかります。●アプリ内のすべての機能をご利用いただくには、Wi-Fiネットワークへの接続が必要となります。●すべての記事が
ご覧いただけるわけではありません。●著作権などの関係で、一部マスクされている記事や写真があります。Copyright©Viewn Corp. All rights reserved. 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

※1 店頭で携帯電話機購入（機種変更含む）と同時加入いただいた方が対象となります。※2 占いの「今日の運勢」と、日経ウーマンオンラインニュースは、アプリをダウンロードするだけでご利用できます。●アプリ内のすべての機能
をご利用いただくには、Wi-Fiネットワークへの接続が必要となります。●すべての記事がご覧いただけるわけではありません。●著作権などの関係で、一部マスクされている記事や写真があります。
©Viewn Corp. All rights reserved. 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

ビューン for Woman トレンド情報をまとめてチェック！

Wi-Fi推奨

NEW

月額情報料1ヵ月無料※!月額情報料1ヵ月無料※1!
S!ベーシックパック：必須

月額情報料：315円（税込）
42の新聞・雑誌・テレビニュースが
あなたの手の中に！

ビューン 新聞・雑誌が楽しめる！

Wi-Fi推奨

Point1 Point1

12の多彩なジャンルの女性誌が
好きなだけ読める！

ビジネス・スポーツ・ファッション・
グルメなど、多彩なジャンルをご用意！

Point2Point2

7つの占いコンテンツが
楽しめる！

主要記事が誌面そのままの
レイアウトで発売日に読める！

Point3 Point3

「日経ウーマンオンライン」で
役立つ情報をチェック！

バックナンバーが読める
新聞・雑誌が多数あり！

FRaU

OZ magazine Body+

dancyu

毎日新聞

NAIL VENUS

美ST

東京ウォーカー

DIME Web Designing

CLASSY. mina

Regina

日テレNEWS24

サンデー毎日

Mac Fan

ゲキサカプラスJJ

OZ plus

PRESIDENT

BE-PAL

男の隠れ家

ViViViVi

ELLE a table

各サービスの対応機種はP.49～50をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

ニュース 毎日新聞／西日本新聞／河北新報／日テレNEWS24 子育て プレジデントFamily／ Pre-mo／ Baby-mo

総合情報 FRIDAY／週刊朝日／ AERA／サンデー毎日／女性セブン
スポーツ スポーツニッポン／デイリースポーツ／ゲキサカプラス／ ALBATROSS-

VIEWビジネス PRESIDENT／週刊ダイヤモンド／エコノミスト

エリア情報 東京ウォーカー／横浜ウォーカー／東海ウォーカー／関西ウォーカー／
北海道ウォーカー／福岡ウォーカー

ファッション CanCam／ Regina／ NAIL VENUS／ CLASSY.／美ST／ Gainer

趣味 男の隠れ家／ DIME ／ BE-PAL／Mac Fan／Web Designing

マネー ダイヤモンドZAi
トラベル 地球の歩き方2地域2誌／おさんぽマップ

グルメ dancyu

掲載ラインナップ！

■　新刊のチェックもその場ですぐ！■　女子力UPの情報満載！

掲載ラインナップ！

ファッション
Regina／ FRaU／ ViVi／美ST／ CLASSY.／ JJ／
NAIL VENUS／mina

ニュース
　　　日経ウーマンオンライン※2

　　　（土日祝日除き毎日配信）

総合情報 OZ magazine／ OZ plus

占い

ビューン占い

グルメ ELLE a table

ヘルスケア Body+

無料

無料

※2
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各サービスの対応機種はP.49～50をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

／  エンタテインメント

スマートフォンで撮った写真の加工や補正がひとつのアプリで簡単に！
メールでの共有やいろいろな形で印刷もでき、みんなで写真を楽しめる！

写真を盛って、デコって、みんなで共有！

月額使用料：無料　

S!ベーシックパック：必須

※ アプリケーションはお客さま自身でダウンロードしていただく必要があります。 ©SOFTBANK MOBILE　提供：ソフトバンクモバイル株式会社

加工や装飾で自分好みにアレンジ！Point1 写真の共有やプリクラ風の印刷も簡単！Point2

ほかにもLサイズや4分割シールなどの
印刷ができる

〈例〉16分割シールメールやSNSなどでの
共有も簡単

お店プリントの
アプリ※とも連携

デコレーション

before after

手書きペンやスタンプで写真
を楽しくアレンジ。

before after

ワンポイント

1色だけを残した印象的な色
遣いでプロ級の仕上がりに。

お父さんの
フレームも

 用意！

話題のコミックを試し読みしてダウンロード！

人気･話題のコミック30作品を連載！
4作品ずつ毎日更新！

Point1

もっと読みたい作品はソフトバンク
ブックストアですぐに購入できる！

Point2

機種ごとの標準カレンダー上で
配信スケジュールをチェック！

Point3

ダウンロードした作品は、移動中でも
サクサク読める！

Point4

S!ベーシックパック：必須

月額※2：170円（税込）

●別途電子書籍の購入には料金が発生します。●画像はイメージです。実際のサービスと異なる場合があり
ます。©天樹征丸･金成陽三郎･さとうふみや･二ノ宮知子･小山宙哉･八神ひろき･龍門諒･恵広史･日本橋ヨヲコ･ 
清野静流／講談社 ©5月病マリオ／マイクロマガジン社 ©尾田栄一郎･秋本治･アトリエびーだま･和月伸宏･
森田まさのり／集英社 ©臼井儀人･細野不二彦･金沢伸明･連打一人／双葉社 ©彩文館出版 ©田渕久美子／
NHK出版 ©ＨＩＲＯＫＡＺＵ／ JUPIMAR ©乃木坂太郎・永井明／小学館

提供：ソフトバンクモバイル株式会社

※1 店頭で携帯電話機購入（機種変更含む）と同時加入いただいた方が対象となります。※2 配信アプリの利
用料であり、作品の閲覧に個別の情報料はかかりません。※3 小学館の作品は、無料コーナー（立読み）のみで
の提供となります。●別途通信料がかかります。●20Mバイトを超えるコンテンツのダウンロードには
Wi-Fi環境が必要です。●一度ダウンロードした作品の保存期間は、その作品の提供開始日から1週間です。
●画像はイメージです。配信コンテンツの内容は予告なく変更になる場合があります。

提供：ソフトバンクモバイル株式会社

Wi-Fi推奨

「探す、買う、読む」までが早い！

30万点以上の業界No.1ラインナップ！

Point1

Point2

便利機能で欲しい本を
サッと検索

探す／買う 読む

購入した本は本棚で
簡単管理！ 

『スティーブ・ジョブズ Ⅰ・Ⅱ』
本書を読まずして、アップルもITも経営もそして、未来も語ること
はできない。未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・
ジョブズのすべてを描き切った文字どおり、最初で最後の一冊!!

例えばこんな本をダウンロードできる！

ワンタッチで
切替可能

購入代金は
ケータイ料金と
まとめて

  支払える！

S!ベーシックパック：必須

情報料：無料

コミック

「コミックLIFE」で気に入った作品があれば
「ソフトバンク ブックストア」で探してダウンロード！

例えばこんな
コミックを
配信中！

©小川彌生／講談社

©尾田栄一郎／集英社

©臼井儀人／双葉社

©沙村広明／講談社

©和月伸宏／集英社

©連打一人・金沢伸明／
双葉社

月額170円（税込）1ヵ月無料※1!

ソフトバンク ブックストア人気コミックを
毎日配信！

書  籍

20万点以上が揃ったソフトバンクの
電子書籍サービス！

講談社・集英社・小学館※3・双葉社の
人気マンガを毎日配信！

音楽はまずこのアプリから！Point1

ランキングや音楽ニュースなどを紹介。さらに音楽プレイヤーの起動、楽曲購入アプリへの連携まで、
音楽に関することがすべて揃った便利アプリ！ S!ベーシックパック：必須

月額使用料：無料

©RecoChoku Co., Ltd. All rights reserved　©SOFTBANK MOBILE
提供：ソフトバンクモバイル株式会社

音楽はすべてコレにおまかせ！SoftBank MUSIC BOX

お気に入りの曲はレコチョクからかんたん購入！Point3

ランキングやニュース、プレイヤーもかんたんアクセス！Point2

トップページから
そのままアクセス。
聴きたい曲を探すのも
聴くのもすぐ！

「音楽・動画」
アプリを起動

ランキング 特集 プレイヤー

トップページに
さまざまな情報が
満載！

❶ おすすめ楽曲を紹介。そのまま購入も。

❷ 更新情報はココでチェック！

❸  ニュースやランキング、特集はもちろん、
　  曲を探すのも聴くのもココから！

●コンテンツ情報料をケータイ料金とまとめてお支払いいただけます。●レコチョク（ロゴ）は、株式会社レコチョク
の登録商標です。Copyright©RecoChoku Co., Ltd. All rights reserved. 提供：株式会社レコチョク

音楽の
購入代金は

ケータイ料金と
まとめて

  支払える！

国内最大級の配信楽曲数！
スマートフォン向け音楽配信としては国内最大級の品揃え！
1曲ごとの楽曲購入のほか、アルバム単位での購入が可能。

レコチョク 105円～420円（税込）／曲

S!ベーシックパック：必須

感動・喜び・便利など、より生活と密着した新しいお笑いをお届け！

※アプリケーションのダウンロードに別途通信料が発生します。©SOFTBANK MOBILE 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

●動画視聴のみ

スマートフォン時代のお笑い！お笑いLIFE
月額使用料：無料※

S!ベーシックパック：必須

毎回、お笑い芸人が爆笑便利アプリを提案する
「熱血！ アプリ開発部」。ユーザー投票で勝利し
たアプリは、実際に開発！

監修役に映画監督としても知られている木村祐一を迎え、よし
もと芸人が監督を務めるショートフィルムを配信！ お笑い、
感動、サスペンス、何でもありの作品です。

人気芸人が世に送り出したトークやエピソードなどを一挙に
放出！ 思いもよらない芸人の姿が浮き彫りになっていく!?宮川大輔が部長を務めるアプリ開発部でアプリを提案

あなたの一票が
爆笑便利
アプリに！

Wi-Fi専用
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テキストメールを
デコレメールに自動変換！

Point1
欲しい商品が見つかる！Point1 ダブルでポイントがもらえる！Point2

素材を追加できる！Point2

ソフトバンク
限定お父さん
素材も！

「DecoSTORE®」で絵文字やテンプレートを配信！ 
メールやゲームでおなじみのあのキャラクターの
絵文字やテンプレートも！

DecoSTOREへは
こちら！

文章の内容に合わせてワンタッチで色や絵文字をアレンジ！  より気持ちの伝わるデコレメールが簡単につくれる！
「DecoSTORE®」で購入した素材はS!メールで利用可能！  自動変換結果は自分好みにカスタマイズできる★

Facebook Twitter

近況や写真を世界中の友達と共有！ 140文字の「ツイート」をやりとり！

世界最大のソーシャルネットワーキングサービスにアクセス！ 今、世界中で起きていることをTwitter公式アプリで知ろう。

Point Point

※ DecoSTORE®には一部有料素材があります。別途通信料がかかります。すべての機能をご利用いただくには正規版（無料）へのアップデートが必要になります。●「楽デコ」は、株式会社アイフリークのアプリケーション「スグデコ！」
により提供しております。©2010 CMP／CP ©吉崎観音／角川書店・サンライズ・テレビ東京・NAS・BV ©So-net ©N.A.／DR 提供：ソフトバンクモバイル株式会社／株式会社アイフリーク

©2011 Twitter 提供：Twitter, Inc.Facebook©2011 提供：Facebook, Inc.

※ mixiのサービスは一部有料のサービスがあります。●ソーシャルフォンアプリは Androidマーケットから
配信、また102SH、101SH、101P、101K、009SH、009Z、007SH、007SH J、007SH KT、007HW、006SH、
005SH、003Pにはプリインストールにて提供します。（配信・プリインストールのアプリ名：mixi）●「mixi」
「ソーシャルフォン」は、株式会社ミクシィの登録商標です。Copyright©mixi, Inc. All rights reserved. 
©Mapion  ©ZENRIN 提供：株式会社ミクシィ　地図提供：マピオン

●内容は変更となる場合がございます。CamScanner®, the CamScanner design logo, INTSIG®,the 
INTSIG design logo are all trademarks or service marks of INTSIG INFORMATION CO., LTD. All other 
trademarks and service marks appearing on the CamScanner service are the properties of their 
respective owners. Anyone must not violate any trademark rights of CamScanner including but not 
limitation of CamScanner’s brand, logos and/or trademarks. 提供：IntSig Information Co., Ltd.

メッセージ 電  話

つぶやき カレンダー

壁  紙 地  図

写  真

あらゆるものをデータ化。撮った書類を
鮮明化してPDF化したい箇所を指定できる。

つぶやきや写真の
共有がスムーズに

地図と連携して
チェックインを表示

S!ベーシックパック：必須

情報料：無料 基本利用料金：無料

S!ベーシックパック：必須

デコレメールが簡単&無料でつくれる！

ソーシャルフォン®

ソーシャルフォンアプリでmixiとスマートフォンの機能が連携。

楽デコ powered by スグデコ

電話帳とマイミクが連携！Point1

データをメールやクラウドサービスで
簡単に保存・共有できる！

Point

マイミクの申請・登録が簡単！Point2 他のアプリと連携！Point3

102SH、101SH、101P、101K、009SH、009Z、007SH、007SH J、
007SH KT、007HW、006SH、005SH、003Pプリインストール

サ
ー
ビ
ス

S!ベーシックパック：必須

基本利用料金：無料※

月額使用料：無料※

S!ベーシックパック：必須

／  オリジナルサービス／  コミュニケーション

撮った画像をPDFファイルで保存できる万能スキャナーアプリ!　

友人との
コミュニ

ケーションが
  スムーズに！

各サービスの対応機種はP.49～50をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

対応したアプリと簡単に連携して、
マイミクと情報を共有したり、ソー
シャルゲームが楽しめる。

FeliCa機能を搭載した機種どうしなら、
軽く接触させるだけでマイミク申請が可
能に！

その他にも、便利で楽しい機能が盛りだくさん！

ツイートをさっとアップできる！

SoftBank スマートフォンSoftBank スマートフォン

主な機能

ニュースフィード：自分や友達、参加しているFacebookペー
ジやグループなどの更新情報を時系列で簡単に閲覧。

友達：友達やFacebookページ、友達リクエストの一覧。Face 
bookプロフィールに電話番号を登録している友達にはタップ
操作で電話がかけられる。

スポット：位置情報をコメントや写真とともに投稿。その場
に一緒にいる友達をタグ付けすることも可能。

写真：スマートフォンで撮影した写真をすぐにアップロード
して友達とシェア。写っている友達をタグ付けすることも。

S!ベーシックパック：必須

利用料：400円（税込）

CamScanner

欲しい商品を人気のショッピングサイトから探してかんたん購入。
ポイントもダブルでもらえておトク！

選べるかんたん動画

ギフトお得便

簡単操作とWi-Fiを使った高画質な映像で好みの動画が楽しめる！

新商品やデジタルコンテンツなど、プレゼント情報が満載！

好みのコースを選べる！Point

タッチするだけで簡単に応募完了！Point

提供：ソフトバンクモバイル株式会社

※アプリケーションのダウンロードに別途通信料が発生します。©Fukuoka SoftBank HAWKS Corp. All 
Rights Reserved. ©MP&Silva Pte Ltd ©NTV ©TBS 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

●動画視聴のみ

©SOFTBANK MOBILE 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

S!ベーシックパック：必須

月額使用料：無料※

S!ベーシックパック：必須

情報料：無料

かんたんおトクなショッピングアプリ！ホワイトマーケット

情報料：無料

充実のラインナップから好みのコースを選んで
「お気に入り」へ登録！

こんなおトクな
コンテンツが楽しめる！

■　今週の大量当せん
■　週替わりプレゼント
■　壁紙プレゼント

■　期間限定☆白戸家お父さんデコレメも無料配信！
■　おトクな月額サービスもスタート！

■　ダイエット【8回程度／月】

■　旅行【8回程度／月】

■　映画【4回程度／月】

■　韓流エンタメ【8回程度／月】

■　格闘技【6～8回程度／月】

■　Jリーグ【8回程度／月】

■　大相撲【本場所中・8回程度／月、
　　　　　 場所間・6回程度／月】

■　プロ野球【12回程度／月
　　　　　　 （勝率5割の場合）】

■　海外サッカー【8回程度／月】

■　芸能ニュース【12回程度／月】

■　グルメ&レシピ【8回程度／月】

■　占い【8回程度／月】

■　コスメ【8回程度／月】

「洋服」、「アクセサリー・小物」、「化粧品」、「雑貨」など幅広い
アイテムが探せる

Wi-Fi専用

とくするライフ
旅行やレジャーなどで利用できるおトクな特典が盛りだくさん！

約6万点の特典が使い放題！Point

※店頭で携帯電話機購入（機種変更含む）と同時加入いただいた方が対象となります。
©SOFTBANK MOBILE 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

S!ベーシックパック：必須月額情報料：315円（税込）

会員登録：必要

月額情報料1ヵ月無料※！

例えば、こんな特典が利用できる！

名  刺 書  籍

メ  モ 宿  題

写  真 会議の議事録

例えば、こんなものを
データ化できる！

クーポン券
ファーストフード、ファミレス、カフェなどで使える。

宿泊割引サービス
憧れの人気旅館やホテルに、気軽に泊まれて旅行がさらに楽しく。

人気チケット
映画館、遊園地、演劇などのチケットの先行予約や割引購入も。

プレミアファッション
人気ブランドのアイテムを格安でGET!

充実のアイテムが最大90%OFF!Point

※店頭で携帯電話機購入（機種変更含む）と同時加入いただいた方が対象となります。
©SOFTBANK MOBILE 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

S!ベーシックパック：必須月額情報料：315円（税込）

会員登録：必要

HYSTERIC GLAMOUR、MARC JACOBS、miu miu、
moussy、NUMBER （N）INEなど、有名人気ブランドの商品
がたくさん！

気になる配送料はすべて無料！
購入金額が安くても、何回注文しても、すべて配送料無料で
お届け。

常時1,000以上のブランド、
1万点以上の商品！

月額情報料1ヵ月無料※！

アウトレット商品

ブランド古着

各サイトのポイントに加えて購入金額1%分の
Yahoo!ポイントもゲット！
（一部ポイントサービス対象外）

各ショッピングサイトの
ポイント

見つけたその場ですぐ購入！

Yahoo!ポイント

102SHプリインストール

ソフトバンク限定！ CamScanner完全版（有料アプ
リ）の全機能が30日間無料！（アンドロイド搭載機種
対象）［2012年3月31日まで］詳しくはQRコードで
ご確認ください。
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／  GoogleTM モバイルサービス

サ
ー
ビ
ス

各サービスの対応機種はP.49～50をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

／  便利・セキュリティ強化

／  便利・セキュリティ強化

多彩な地図や検索方法を表示！ 音声入力、音声ガイダンスにも対応！Point Point

Google マップTM Google マップ ナビTM

情報料：無料

S!ベーシックパック：必須

情報料：無料

S!ベーシックパック：必須

様々な検索方法から多彩な地図表示を提供。他の
地図系サービスとの連携も充実。今行きたい場所
も明日行く所の予習もこれだけでバッチリ。

音声や写真で目的地までをわかりやすくナビゲー
ション。交差点に近づくと自動的にストリート
ビューに切替わる。

提供：Google 提供：Google

3D表示 航空写真 ルート案内

起動して一覧をタップするだけで詳細情報を表示
ソフトバンク限定で
アプリ情報を掲載！

バードビュー

メニュー表示

ストリートビュー

ドライブマップがますます便利に！

簡単
切替

マイクに向かって話すだけで検索！

気になる情報がサクサク読める！ スマートフォンからもファイルの
複数アップロード、閲覧、検索ができる！

無料の保存容量は誰でも5GB、
Yahoo!プレミアム会員なら50GB！

お店や場所の情報がひとまとめに！ Point

Point Point1

Point2

メルマガ限定★お父さんグッズプレゼントも！Point

Point

Google 音声検索TM
Yahoo!ヘッドライン Yahoo!ボックス

Google プレイスTM

情報料：無料

情報料：無料 月額情報料：無料※

情報料：無料

S!ベーシックパック：必須

S!ベーシックパック：必須 S!ベーシックパック：必須

S!ベーシックパック：必須

面倒なキーボード入力なしで、思い立ったら簡単検索！

世の中の動きがわかる最新ニュースと人気サービスをお届け。 Yahoo! JAPANのオンラインストレージサービス!　

表示している地図や今いる場所の周りにあるお店
やサービスがすぐわかる。

提供：Google
●「Yahoo!ヘッドライン」に掲載されている記事、写真、イラスト、映像等すべてのコンテンツに関する著作権は、
ヤフー株式会社または各情報提供社に帰属します。当該アプリでは、サービスごとに取り決める著作権の取り扱
いと同様といたします。©2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 情報提供：ヤフー株式会社

※ サービスのご利用には、Yahoo! JAPAN IDの登録が必要です。
©2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.　 情報提供：ヤフー株式会社　　

提供：Google

メニュー表示 場所の情報 自分で評価

「東京都渋谷区」と
話しかけると…

メール、カメラ、電卓など
よく使う機能を従来の携
帯電話と同様に簡単に呼
び出せる。

検索結果は
さまざまな情報で表示！

■　写真
■　動画
■　お店の住所
■　乗換案内　　　　など

★の数で評価
がひと目でわ
かる！

目的地までの
ルートを
もっと詳しく
知りたいなら…

より
使いやすく

お店の情報などを
もっと詳しく
知りたいなら…

SoftBank スマートフォンSoftBank スマートフォン

Yahoo!ニュースやエンタメ情報などを集約！ かんたんメニューで操作に迷わない！Point1 Point2

すぐにYahoo! JAPANの最新ニュースや
おすすめ情報が見られる！

知りたい情報に迷わずアクセス！

情報提供：ヤフー株式会社

月額情報料：無料

S!ベーシックパック：必須

Yahoo!ホーム

5つのジャンルから
人気コンテンツを閲覧

ニュース エンタメ

生　活 地　域

パーソナル

スマートフォンをお金のお支払いやポイントカード・会員証の代わりとして使える！
お札や小銭のかさばりも、おサイフケータイ®でバッチリ解消！

●おサイフケータイ®対応の各種サービスは、各サービス提供会社によって提供されます。サービスの詳細や開始時期については、各サービス提供会社にご確認ください。●おサイフケータイ®対応の各種サービスをご利用の際は、デー
タ再発行等の有無や、故障・盗難・紛失時の対応について事前にご確認ください。●おサイフケータイ®で利用できる各サービスはお客さまの契約者情報に基づいて運用されているため、「電話番号変更」「譲渡」をされた場合は、ご利用
いただけなくなります。このようなお手続きをされる際は、事前にご契約の各サービス提供会社に対応についてお問い合わせください。

スマートフォンを電子マネーとして使える！おサイフケータイ®

かざすだけで、スピーディーに支払える！ さまざまな利用シーンで使える！Point1 Point2

対応サービスレジの読み取り機などに、フェリカマークをかざすだけ！

読み取り部分を
確認する

フェリカマーク
印字部分をかざす

例えば、こんなところで使える！

QUICPay

マクドナルド

Edy

ゴールドポイント
カード

電子マネー
「WAON」

ビックポイント
カード

電子マネー
「nanaco」

ぐるなび
NEWタッチ

ANA
ICサービス

モバイル
Suica
モバイル

グルメ情報には他社にはない限定クーポンも！

街の便利情報をサクサク検索！Point1

Point2

©SOFTBANK MOBILE 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

●Google、Google マップ、Google マップロゴ、Google マップナビ、 Google マップナビロゴ、 Google プレイス、Google プレイスロゴ、 Google 音声検索、Google 音声検索ロゴは、Google inc.の商標または登録商標です。

URLからアクセス
http://fansite.mb.softbank.jp/sp/

©SOFTBANK MOBILE 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

SoftBank FanSite
ソフトバンクのFanに向けた情報とスマートフォンライフを
楽しくするFunをお届け！

今いる場所から簡単にお店が探せる地域密着型タウンサイト。

情報料：無料

月額情報料：無料

S!ベーシックパック：必須

例えば、こんなお店の情報と
限定クーポンをGET!

ソフトバンクタウンナビ

ソフトバンクの最新情報や
いろいろなおすすめアプリを紹介！

白戸家の
TVCMや
アクセサリー
情報も満載
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スマートフォンに緊急情報をお知らせ！Point

スマートフォン基本パック

／  便利・セキュリティ強化

スマートフォンがもっと便利になるサービスをまとめておトクに！

別々に申し込むと1,365円（税込）／月が498円（税込）／月に！Point

アプリもウェブももっと楽しく！

オトクに便利と安心をスマートフォンへ！

Wi-Fi
高速&大容量通信でケータイでのインターネットがもっと身近に。
アップロードもダウンロードも短時間で快適！

サ
ー
ビ
ス

保険料相当額※1：300円～※2

ソフトバンクかんたん保険 緊急速報メール

ケータイからその場で保険に加入できる！

大容量アプリや動画もすばやくキレイに楽しめる！

Wi-Fiだからこその
アプリ・機能を満喫！

支払いをケータイ料金とまとめられる！

ケータイで申し込める保険で、万が一への備えを手軽に準備。 気象庁が配信する緊急地震速報※1と、国・地方公共団体が配信する
災害・避難情報※2をお知らせ。

Point1

Point1

Point2

Point2

※1 ソフトバンクモバイルが引受保険会社へ支払う保険料に相当する額となります。※2 保険種類によって異なります。 
●本保険は、株式会社損害保険ジャパンを引受保険会社とし、ソフトバンクモバイルを保険契約者とし、お客さまが指定した
方を被保険者とする一般包括契約です。保険金請求などについては、引受保険会社がご対応いたします。このご案内は概要
を説明したものです。詳しい補償内容につきましては、ソフトバンクホームページまたはソフトバンクかんたん保険サービ
スサイトをご覧ください。●お申し込みは18歳以上の方にかぎります。【お問い合わせ先】損保ジャパン「ソフトバンクかん
たん保険」お問い合わせセンター　TEL：0120-066-411（通話料無料）［平日9：00～20：00／土日祝日9：00～17：00 
（12月31日～1月3日は休業）］事故の際や保険金請求のお問い合わせ先は、ソフトバンクかんたん保険サービスサイトをご覧
ください。 （SJ11-00738.2011.04.21）　提供：ソフトバンクモバイル株式会社

※1 気象庁の緊急地震速報とは、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データ
を解析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、最大震度5弱以上と推定した
地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される地域を、可能な限り素早く知らせる情報です。
一部機種は緊急地震速報のみ対応（災害・避難情報非対応）。該当機種では「緊急地震速報」の
アプリでサービスをご利用いただけます。※2 災害・避難情報は2012年2月開始予定です。

●「スマートセキュリティ powered by McAfee®」「位置ナビ」は対応機種のみ利用が可能です。●S!ベーシックパックにお申し込みされていない場合、「スマートセキュリティ powered by McAfee®」「位置ナビ」「Internet 
SagiWallTM」はご利用いただけません。●「紛失ケータイ捜索サービス」は、スマートフォン基本パックにお申し込みいただいているお客さまのみご利用可能です。●電話番号変更をされた場合、保存された伝言メッセージなどの情報
は削除されます。●「紛失ケータイ捜索サービス」は、紛失した携帯電話が圏外、電源がOFFの場合、回線停止時、着信規制設定時および海外で紛失した場合には位置情報をお調べすることができません。●お調べできるのは、あくまで
おおよその位置情報であり、基地局測位の場合、数百メートルから数キロメートルの測位誤差が発生します。なお、GPS機能付きSoftBank スマートフォンである場合でも、基地局測位となります。●「紛失ケータイ捜索サービス」は24
時間ご利用可能です。（システムメンテナンス時を除きます）。●「紛失ケータイ捜索サービス」利用後は回線停止処理を実施させていただきます。●「紛失ケータイ捜索サービス」の目的外利用、その他当社が不適切と判断した場合には、
サービスの利用をお断りする場合があります。●「位置ナビ」は検索利用料：5.25円／回が別途必要です。

※1 ベストエフォート方式のため、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。※2 7.2Mbps 3Gハイスピードとの比較です。※3 自動的に行われる通信のみで、パケット定額サービスの上限額に到達する場
合があります。別途回線事業者との契約が必要です。

 速い！

Wi-Fiってなに?
Wi-Fiとは、パソコンや携帯ゲーム機でも使われている無線LANの一種
です。ルーターなどのアクセスポイントを経由してインターネットに
接続するので、スマートフォンで自宅でも外出先でも快適にインター
ネットが楽しめます。

超高速通信（3Gハイスピードの
約7.5倍※2）でサイトをサクサク閲覧！

最大54Mbps※1のハイスピードでインターネットのブラウジングや大容量コンテンツなどが
スムーズに楽しめる！

 キレイ！ 大容量配信で
高画質動画もなめらか！

警報音・バイブレーション・画面表示で、強い揺
れが予測される地域や、災害や避難に関する情
報をお知らせします。緊急速報メールアプリの
受信設定から「利用する／しない」の切り替えが
可能です。

Wi-Fi3GWi-Fi3G

スマートフォン無線LANルーター アクセスポイント

自宅でも使える 外出先でも使える

無線でインターネットに接続

パケット代が
節約できる！

Point3

自宅にWi-Fiルーターを設置し、外出先
ではソフトバンクWi-Fiスポットを利用
すれば、パケット代金を節約できる※3！

ビューン お笑いLIFE ムービー LIFE

詳しい内容は、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）内のお知らせにて
ご確認ください。

お申し込み：必要

月額使用料：498円（税込）
機種の購入時に新たに加入すれば、
月額使用料が1ヵ月無料に！

／  無線LAN通信

海外旅行保険　【1,060円～／1日】
■ 新・海外旅行保険
海外旅行先での病気・ケガの治療費や手荷物の盗難など
を補償。24時間日本語でサポート。

国内旅行保険　【300円～／1泊2日】
■ 国内旅行傷害保険
国内旅行先でのケガの治療費や手荷物の盗難などを補
償。自転車旅行やキャンプでも安心。

スポーツ・レジャー保険　【300円～／1泊2日】
■ 国内旅行傷害保険
スポーツやレジャー中のケガはもちろん、相手にケガを
させたり、スポーツ用品を壊した場合にも補償。

ゴルファー保険　【300円～／1日】
競技中、練習中の万が一を幅広く補償。ホールインワン
達成時の費用補償付きプランも。

補償内容・補償期間により、保険料相当額は異なります。

各サービスの対応機種はP.49～50をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

SoftBank スマートフォンSoftBank スマートフォン

4つの機能で、いつでもどこでもお子さまを見守れる。

お子さまの居場所を、かんたんに確認できる！Point

1  位置ナビ検索
お子さまの居場所をカンタン確認。

3  指定先操作ロック
「位置ナビ」機能を保護者の方のみ操作できる。

2  スケジュール検索
指定日時にお子さまの居場所を自動検索。

4  Yahoo!地図情報
検索結果地図からさまざまな機能が利用可能。

たかしは
公園にいるのね

たかしは
公園にいるのね

月額使用料：210円（税込）　検索利用料：5.25円（税込）／回

S!ベーシックパック：必須お申し込み：必要＜検索者側＞

スマートセキュリティ
powered  by McAfee®

ウイルスの脅威からお客さまの携帯電話
を守ります。
［通常315円／月］ 詳しくは下記へ

一定額ストップサービス
ご利用金額が一定額を超えると、携帯電話
の発信を停止します。

［通常105円／月］

Internet SagiWallTM

詐欺サイトなどの不正サイトからお客さ
まの携帯電話を守ります。

留守番電話プラス
ボイスメッセージ機能がついて、3分まで
の伝言を90件まで1週間留守番電話サー
ビスセンターでお預かり。
［通常315円／月］ 詳しくは下記へ

位置ナビ
あらかじめ登録したお子さまの今いる場
所を検索できます。
［検索利用料5.25円／回］
［通常210円／月］ 詳しくは下記へ

割込通話
通話中に、新たにかかってきた別の電話と
通話ができるようになります。

［通常210円／月］

グループ通話
通話中に新たに別の人に電話をかけ、相手
を切り替えながら最大6人まで同時に通話
できます。
［通常210円／月］

紛失ケータイ捜索サービス
携帯電話を紛失した際などに、ソフトバン
クカスタマーサポートでおおよその位置
をお調べします。

留守番電話プラス

Internet SagiWallTM

3分までの伝言を90件まで1週間保存！

伝言を留守番電話サービスセンターでお預かり。

危険サイトの脅威から
お客さまの携帯電話をガード。

Point

危険サイトを事前に検知！Point

お申し込み：必要

月額使用料：315円（税込）

●留守番電話（1416）は時間帯に関係なく通話料がかかります。●本サービスを利用するには、留守
番電話サービスをONにしてください。●本サービス加入により、着信お知らせ機能が常にONとな
ります。●008Zをお使いの方で、本アプリのバージョン1.2以前をインストールされている場合は、
メッセージの移行ができません。最新のバージョンへのアップデートをお願いいたします（アップ
デートには別途通信料が発生します）。

●Internet SagiWallTMのご利用には、スマートセキュリティ powered by McAfee®または
スマートフォン基本パックへの加入が必要です。●ご利用およびアプリケーションのインス
トールには、別途通信料がかかります。●Internet SagiWallは、BBソフトサービス株式会社
の商標または商標登録です。 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

ボイスメッセージ
センターでお預かりした
メッセージを音声ファイ
ルとして配信。受信して
おけば圏外でも留守番電
話が聞ける！

日本固有の詐欺サイトや悪意のあるフィッシング
サイトを検知して、警告画面でお知らせ。

90件まで保存可能！

S!ベーシックパック：必須

対応機種：Android 搭載携帯電話

S!ベーシックパック：必須

ダウンロードしたアプリから
ウイルスを検出！

Point1

受信メールの添付ファイルから
ウイルスを検出！

Point2

microSDカードを通して
侵入するウイルスを検出！

Point3

危険なサイトを事前に検知！Point4

●McAfee およびその他のマークは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の
国における登録商標または商標です。セキュリティを連想させる赤はMcAfeeブランド製品独自の色です。
©2003-2012 McAfee,Inc.All Rights reserved. 提供：ソフトバンクモバイル株式会社

●注意事項はP.75をご参照ください。

Android 搭載携帯電話向けの
セキュリティソフト。

スマートセキュリティ powered by
McAfee®

月額使用料：315円（税込）／月

S!ベーシックパック：必須

●別途通信料がかかります。

メニューで操作

簡単再生

ケータイに保存

Internet SagiWallTMも
利用できる！ 詳しくは右記へ

詐欺サイト

フィッシングサイト

その他不正サイト

例えばこんな
サイトを検知！

詳しくは下記へ

外出先でもWi-Fiをフル活用できる！
ソフトバンクWi-Fiスポットとは、ソフトバンクモバイル
が提供する公衆無線LANサービスのこと。全国でぞくぞ
くエリアを拡大中です。

ただいま14万スポット突破！
（2011年11月24日現在）

※4 詳細は当社のソフトバンクWi-Fiスポットホームページ（http://mb. 
softbank.jp/mb/service_area/sws/qualify/）をご確認ください。●ご利用可
能な店舗情報、設定方法はウェブ（http://mb.softbank.jp/mb/service_area/
sws/）でご確認ください。

ファーストフードやカフェ、主要駅、ホテル
など全国で使えます。

このステッカーが目印！

パケット定額サービス：必須

月額使用料：  490円（税込）  ⇒  0円※4

■スマートフォンをウイルスや不正サイトから守る安心サービス

■スマートフォンで居場所をチェック ■留守番電話がさらに便利に使える
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携帯電話機購入と同時にお申し込みの場合、1ヵ月間の月額情報料が無料に！

SoftBank 3GのサービスはYahoo!ケータイから！
ニュースも、天気も、エンタメも、「Y!」ボタンで一発アクセス！ TOPページは通信料無料！（国内の場合）

／  検索・ポータル ／  無線LAN通信

「Yahoo!検索」で
知りたいことをサッと検索！

Point1 マイメニューで
登録コンテンツへもすぐ！

毎日のニュース、天気予報、
路線情報など、コンテンツが
充実！

Point3

Point4

見出しからニュースや情報に
すばやくアクセス※！

Point2

最大54Mbps※1のハイスピードでインターネットのブラウジングや
大容量コンテンツなどがスムーズに楽しめる！

高速通信でどこでも快適インターネット！

きれいな動画をサクサク見られる！ウェブサイトの表示スピードが、だんぜん速い！

※ ご利用の機種によっては正しく表示できない場合があります。本カタログに記載のSoftBank 3Gに対応しています（一部機種除く）。●表示されるサービス、情報量など機種によって異なります。●掲載の内容については予告なく
変更する場合があります。

周辺地図を一発表示！

例えば
「六本木  地図」で
検索すると…

芸能ニュースを
さくっとチェック！

流行や役立つ情報を
毎日GET！

旬のオススメ情報に
かんたんアクセス！

※1 ベストエフォート方式のため、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。※2 詳細は当社のソフトバンクWi-Fiスポットホームページ（http://mb.softbank.jp/mb/service_
area/sws/qualify/）をご確認ください。※3 7.2Mbps 3Gハイスピードとの比較です。●データ通信やダブルナンバー B回線ではご利用いただけません。

※ ご利用には通信料がかかります。©SOFTBANK MOBILE　提供：ソフトバンクモバイル株式会社

詳しくはP.68「SoftBank スマートフォン
サービス」→「Wi-Fi」へ

ケータイWi-Fiをフル活用できる
ソフトバンクWi-Fiスポット拡大中！

サービスへもYahoo!ケータイからアクセス

また、Yahoo!検索からもサービス名を検索するだけで簡単に 
アクセスできます。

Yahoo!ケータイ 

▲  

メニューリスト 

▲

Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲  

各サービス
アクセス方法

メニューリストから各サービスへ
アクセスできます。

超高速通信でサイトをサクサク閲覧！ 大容量配信で高画質な動画が楽しめる！Point1 Point2

キレイ！速い！
Wi-FiWi-Fi 3G3G

3Gハイスピードの約7.5倍※3！ 高画質動画もなめらかに再生！

14ジャンル43コースの動画をラインナップ！

【　  】内は配信頻度の目安

人気雑誌や主要新聞などをラインナップ！Point Point

届いたメールをクリックして、見たい動画を簡単に再生。

感動・喜び・便利など、より生活と密着した新しいお笑いをお届け！

／  エンタテインメント

くじを引いてポイントを貯めると、豪華賞品と交換できる！大好評!

メール配信
サービス

メール配信
サービス

月額使用料：無料★
お申し込み：必要

月額情報料：315円（税込）

お申し込み：必要

新聞・雑誌・テレビニュースがあなたの手の中に！

メール配信
サービス ビューン

★3コース目以降の月額使用料525円（税込）が無料になりました。●ダウンロード1回あたり最大100パケッ
ト程度の通信料が発生いたします（著作権管理キーダウンロード分）。●パケット定額サービスと同時にお申
し込みいただくと、お申し込み当月からパケット定額サービスが適用されます。●「選べるかんたん動画」の
ご利用にあたっては、各種規約によるものとします。●メール受信時には通信料がかかります。●ダウンロー
ドされた動画データの再生について、期間・回数が制限されております。詳しくはソフトバンクホームページ
をご確認ください。●「見たらくじ」詳細は選べるかんたん動画サイトをご確認ください。●映画コースは、
動画をサイト上で閲覧すると通信料がかかります。

●サービスを解約された場合、月額情報料の日割計算による減額は行いません。●ご利用時には、別途通信料
がかかります。●各雑誌は、主要な特集・記事などを中心にご覧いただけます。すべてのページ、記事をご覧い
ただけるわけではありません。●著作権などの関係で、一部記事や写真にマスクされている場合があります。
●パケット定額サービスと同時にお申し込みいただくと、お申し込み当月からパケット定額サービスが適用さ
れます。●メール受信時には通信料がかかります。●詳細はソフトバンクホームページをご確認ください。

ニュース 毎日新聞／西日本新聞／河北新報／日テレNEWS24

総合情報 FRIDAY／週刊朝日／ AERA／サンデー毎日／女性セブン
ビジネス PRESIDENT／週刊ダイヤモンド／エコノミスト
エリア情報 東京ウォーカーと他地域のウォーカー5誌
グルメ dancyu

スポーツ スポーツニッポン／デイリースポーツ／ゲキサカプラス
ファッション CanCam／ CLASSY.／美ST／ Gainer

趣味 男の隠れ家／ DIME／ BE-PAL

トラベル 地球の歩き方（2地域2誌）／おさんぽマップ

ダイエット 【8回程度／月】 芸能ニュース 【12回程度／月】
旅行 【8回程度／月】 格闘技 【6～8回程度／月】
映画 【4回程度／月】 Jリーグ

J1：18クラブ別
J2：ダイジェスト

【8回程度／月】コスメ 【8回程度／月】
占い 【8回程度／月】
プロ野球
（12球団別） 【12回程度／月（勝率5割の場合）】 大相撲 【本場所中・8回程度、

場所間・6回程度／月】
海外サッカー 【8回程度／月】 韓流エンタメ 【8回程度／月】
グルメ&レシピ 【8回程度／月】 お笑いLIFE 【12回程度／月】

各サービスの対応機種はP.51～52をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

月額使用料：無料

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：必須

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：必須

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：必須

S!ベーシックパック：必須

待受画面からすぐに機能が使える！Point

月額使用料：無料待受画面のアイコンで、最新情報の
チェックや機能の呼び出しができる。

アイコン上にサイトと
連動した最新データを
表示

必要なウィジェットを
好きな位置に置ける

ウィジェット
フォルダから
そのまま配置

アイコンを
クリックすると
詳細データを
表示

※ あらかじめ待受画面に設定されているコンテンツです。プリセットコンテンツは機種により異なります。●コンテンツの
ダウンロード時、情報の自動更新時は別途通信料がかかります。●モバイルウィジェットの通信は、パケット通信料が発生し
ますので「パケット定額サービス」へのご加入をおすすめします。●対応機種でのみご利用が可能です。●モバイルウィジェッ
トは、お客さまが携帯電話機を操作していない場合でも自動で通信をおこなう場合があります。モバイルウィジェットの通信
（モバイルウィジェットが自動で通信を行う場合を含む）は、パケット通信料が発生しますので各種パケット定額プランへのご
加入をおすすめします。なお、通信1回あたりのデータ量はコンテンツにより異なりますが、最大で300Kバイトまでとなりま
す。●モバイルウィジェットは、ご利用されている携帯電話機に保存されたデータにアクセスし、そのデータ（お客さまの現在
位置情報などを含みますがこれに限りません）を、サービス提供者へ自動的に通知する場合があります。●当社は、当社以外の
サービス提供者が提供するモバイルウィジェットについて責任を負いかねますので、その提供条件や提供機能（通信／携帯移
動機内情報取得／位置情報取得など）については、事前に各サービス提供者まで確認のうえ、よくご理解いただいたうえでご利
用ください。●「Twitter」はTwitter, Incの登録商標です。

Twitter
提供：Twitter

mixi
提供：ミクシィ

twinavi（ついなび）
提供：CGMマーケティング

TweetMe for S!アプリ
提供：フライトシステムコンサルティング

すぐに楽しめる
プリセット
コンテンツ※を
搭載！

パケット定額サービス：推奨

S!ベーシックパック：必須

Yahoo!きっず

お子さまのご利用に最適！Point

月額使用料：無料

ウェブをご利用されている20歳未満の契約者の方へ
重要なお知らせがあります。詳しくはP.79へ

安心・安全なコンテンツを
提供するポータルサイト。

©SANRIO / Yahoo Japan　©SOFTBANK MOBILE

あらかじめソフトバンクが登録した子ども向け 
コンテンツのみアクセス可能！

S!ベーシックパック：必須お申し込み：必要

SoftBank 3G SoftBank 3G

PRESIDENT

日テレNEWS24

東京ウォーカー

Copyright©Viewn Corp. All rights reserved.©Fukuoka SoftBank HAWKS Corp. All Rights Reserved. ©MP&Silva Pte Ltd ©NTV ©TBS

海外
サッカー

芸能
ニュース

宮川大輔が部長を務める
アプリ開発部でアプリを提案

グルメ&
レシピ 占い コスメ

プロ野球

例えばこんな新聞・雑誌・テレビニュースが楽しめる！

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

カテゴリやタイトルからカンタン検索！Point

欲しいコンテンツがすぐに探せる
ナビゲーションサイト。

配信サイトがわからなくても
簡単に探せる！

月額使用料：無料

S!ベーシックパック：必須

Yahoo!ケータイ 

▲
 ［♯］ほか 

または、Yahoo!ケータイ 

▲

メニューリスト 

▲

アクセス
紹介コンテンツ数が

さらに
ボリュームアップ!

スマートフォン時代のお笑い！お笑いLIFE

月額使用料：無料※

S!ベーシックパック：必須

毎回、お笑い芸人が爆笑便利アプリを提案する
「熱血！ アプリ開発部」。ユーザー投票で勝利
したアプリは、実際に開発！

監修役に映画監督としても知られている木村祐一を迎え、よし
もと芸人が監督を務めるショートフィルムを配信！ お笑い、
感動、サスペンス、何でもありの作品です。

人気芸人が世に送り出したトークやエピソードなどを一挙に
放出！ 思いもよらない芸人の姿が浮き彫りになっていく!?

人気の「芸能」ニュースや、お役立ち情報、旬のおす
すめ情報など、ひと目でアクセスできる！

お出かけ先でも、自宅でも知りたいことを、Yahoo!
ケータイでサッと検索できます。検索結果を最適化
し、公式サイト、PCサイトからニーズの高い情報を
ダイレクトに表示。

ご請求額が確定する前のご利用状況 
を確認できる。おすすめコンテンツも 
満載！

・Yahoo!天気情報
・Yahoo!スポーツ
・Yahoo!路線情報

・Yahoo!ニュース
・Yahoo!オークション
・Yahoo!動画

月額使用料：  490円（税込）  ⇒ 0円※2

2012年1月現在42タイトル
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最新曲から懐かしの名曲まで、
着うたフル®をラインナップ！

Point1

毎月もらえる200mpは、
着うた®などにも利用可能！

Point2

着信メロディなどが、
無料で取り放題※2！

Point3

最新音楽情報が
メールで届く！

Point4

月額情報料：210円（税込）

お申し込み：必要

月額使用料：無料

お申し込み：不要※

毎月もらえるmp（ミュゥモポイント）※1で、着うたフル®をかんたんにダウンロード！
最新音楽情報を専用のウェブサイトでチェックできるほか、メールでも届く！

月額使用料無料で楽しめる音楽メール
配信サービス。毎週届くメールをク
リックするだけで、ヒット曲や話題曲
をかんたんに試聴できる！ メールから
サイトへアクセスして、そのまま曲の
購入も可能。

／  エンタテインメント

1曲まるごとダウンロードでき、高音質で聴ける！

待受画面やメニュー画面などを、
好きなコンテンツに一括変更・部分変更できる！

Point

Point

映画やレジャーを割引価格で！Point1 メールでも配信！Point2

人気サービスを無料で体験※1！Point1

サイト内はすべて無料で
遊べる！

Point1

会員登録（無料）で
限定コンテンツも！

Point2

投票でエンタメポイント※2をGET !Point2

ニュースやお得な情報がわかる！Point3

試聴や購入がかんたん！  メールで最新音楽情報も届く！  

食事やレジャーの前にまずはケータイをチェック！

※1 mp（ミュゥモポイント）とは「かんたんミュージックGOLD」および音楽サイト『ミュゥモ』にて使用可能なポイントの名称です。ミュゥモポイントご利用方法、有効期限などの詳細はサイトにてご確認ください。※2 デコレメー
ル素材は一部mpを消費いたします。【かんたんミュージックGOLD】●「かんたんミュージックGOLD powered by mu-mo」は、エイベックス・マーケティング株式会社の協力で運営されています。●「かんたんミュージックGOLD」
の月額情報料は加入時に課金され、日割り計算されません。【かんたんミュージックGOLD ／かんたんミュージック】●「かんたんミュージックGOLD」と「かんたんミュージック」は同時にご加入いただけません。●着うたフル®などの
購入には別途通信料および情報料がかかります。●楽曲の試聴には別途通信料が発生します。●メール受信時には通信料がかかります。●パケット定額サービスと同時にお申し込みいただくと、お申し込み当月からパケット定額サー
ビスが適用されます。●「かんたんミュージックGOLD」「かんたんミュージック」のご利用にあたっては、各種規約によるものとします。●動画データのストリーミング再生については、期間・回数が制限されております。

無料版もご用意!

メール配信
サービス

メール配信
サービス

月額使用料：105円（税込）

お申し込み：必要

月額使用料：無料

お申し込み：必要

最新曲から懐かしの名曲まで、ケータイでまるごと1曲楽しめる！

ケータイ画面を、お好みキャラやデザインにきせかえ！

週1回届く体験・参加型メールマガジン！

電話をかけてきた相手への呼び出し音を、お気に入りの曲に！

サ
ー
ビ
ス

着信メロディや
デコレメール素材が
取り放題!

おすすめ曲や最新PV、
音楽ニュースが届く!

好みの曲
と交換

毎月
200mp

気になる曲を
試聴できる！

powered by mu-mo

お気に入りの曲を、呼び出し音に！
ソフトバンク以外へもOK ！

Point1

専用サイトで楽曲を購入できる！Point2

最新ヒット曲
や話題曲から

 選べる！

初月無料の
おためし

 コーナーも！

●SoftBank スマートフォンは、着うたフル®、着うた®に対応しておりません。

※1 月額使用料、動画ダウンロード通信料は無料ですが、コンテンツキー取得に最大100パケット程度の通信
料が発生いたします。※2 ポイントは見たらくじ（→P.70）との共通ポイントとなります。●メール受信時に
は通信料がかかります。

※ 会員限定コンテンツをご利用になる場合は、会員登録（無料）が必要です。

おすすめサイト

フル♪mu-mo
◎提供：エイベックス・マーケティング株式会社　
◎情報料：月額315円（税込）～

最新のドラマ主題歌やCMソング、人気曲・話題曲はもちろん豪華
アーティストの待受Flash®やデコレメ、人気のケータイゲームなど
ココでしか手に入らないコンテンツがいっぱい♪

パズルや本格ゲームが、気軽に楽しめる！ Point

おすすめアプリ

ゲームをはじめ、遊べて使える多彩なアプリが充実！

メイプルストーリー
TAG FIGHTERS
◎情報料：無料※
◎提供：ネクソン
Copyright ©2009 NEXON MOBILE Corporation
and NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.

★ぷよぷよ！セガ
◎情報料：月額315円（税込）　◎提供：セガ

22のキャラと12のルール！
やり応え抜群の『ぷよぷよ！』大好評配信中！
©SEGA

※ アイテムを購入する場合、料金が発生します。●SoftBank スマートフォンは「S!アプリ」に対応しており
ません。また、一部の機種ではご利用いただけません。

©Yoneo Morita /NOA NOA 

電池や電波マークの
デザインを
変更できる！

コンテンツを変えると
こんな風にも！

（例）

©MSF

月額使用料：無料

お申し込み：必要

メール配信
サービス

文字・背景色などを自由に設定！
いつものメールをカラフルに装飾できる！

Point

メールを自分好みにデコレーション！ 他社ケータイやPCとも送受信が可能※！

メールをにぎやかに！楽しく！自分らしく !

※ 挿入したファイルの種類やメールのサイズ、相手の機種や設定によっては、送信側の設定通り表示
されない場合があります。●画像や装飾をご利用されたデコレメールを頻繁に送受信・ダウンロー
ドした場合、高額の通信料となることがあります。ご利用にあたっては「パケット定額サービス」へ
の加入をおすすめします。●デコレメール表示非対応のソフトバンク携帯電話番号宛に送信した場
合は、デコレメールを閲覧するためのURLが付加されます。

※ 別途通信料がかかります。●本サービスはデコレメール対応機種でのみご利用が可能です。iPhone、SoftBank 
スマートフォン、プリモバイルなどの一部機種ではご利用いただけません。●電波の届かない場所でのご利用や、
お客さまの携帯電話の設定の都合など、本サービスを正常にご利用いただけない場合があります。「rakudeko.jp」
のメールが受信可能な状態でご利用ください。

月額使用料無料でデコレメールが楽しめる
「タダデコ」もあります。

かんたんにデコレメールが作れる！
しかも、月額使用料無料※！

絵文字検索
欲しい絵文字がメールで届く！

メールde楽デコ
メールでデコレメールに一発変換！

マイ絵文字など、動き
のある画像を使って、
気持ちが伝わる！

文字・背景の色や位置
を変えたり、点滅させ
たりできる！

POWER UP!

件名にキーワードを入れて、専用アドレス
（emoji@rakudeko.jp）に送信するだけ！
キーワードに合った絵文字がメールで返信される。

メールを作成し、専用アドレス
（deco@rakudeko.jp）に送信するだけ！
自動で変換されて届く。そのまますぐに送信できる。

1 1

2 2

ウェブサイト上でも作れるウェブde楽デコもオススメ！

お父さん絵文字など、
多彩なデコレメール素材を
プリインストール！

（旧アレンジメール）

パターンも
  選べる！

ケータイ基本パック（旧：基本オプションパック）と待ちうた®の両方のサービスにお申し込み
いただいている場合、待ちうた®の月額使用料105円（税込）が無料※になります！

白戸家コンテンツやデコレメ素材が月額使用料無料で楽しめる！

※ 待ちうた®のご利用には、別途お申し込みが必要です。●楽曲、コンテンツの試聴が可能です（通話料がかか
ります）。●楽曲、コンテンツの購入には待ちうた®へのご加入が必要です。●楽曲、コンテンツにより別途情
報料が必要です。●SoftBankスマートフォンは「待ちうた®」に対応しておりません。

SoftBank FanSite

こんなコンテンツが楽しめる！

■　白戸家デコレメール・CM・検定
■　新機種などのソフトバンク情報
■　人気キャラクターやオリジナルデコレメール

必ずもらえる
ポイントを

  要チェック！

ポイントは
  豪華賞品と

  交換！

ダウンロード後は、
プレイリストから
いつでも再生できる！

パケット定額サービス：推奨S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：必須

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス必須

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

S!ベーシックパック：必須

S!ベーシックパック：必須

各サービスの対応機種はP.51～52をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

SoftBank 3G SoftBank 3G

©avex marketing Inc.

Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 着うたフル 

▲

J-POP・インディーズ 

▲
 

アクセス

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイ

サービス一覧 

▲

 

メール配信
サービス

例えばこんな特典が！

各種クーポン券や人気チケットの割引購入など
おトクな優待割引がいっぱい！

※ 「新規加入」または「機種変更」と同時に本サービスに加入した方に限ります。●メール受信時には通信料がかかります。

店頭でのお申し込みなら、
加入月の月額情報料が無料に※！

■　話題の映画や娯楽施設が割引価格で
■　500円で宿泊できるホテルを月2回特集

■　ケータイを見せるだけの特典もあって便利

新着情報などの
おトクな特典情報を
メールマガジンで配信！

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 

Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

S!ベーシックパック：必須お申し込み：必要

パケット定額サービス：推奨月額情報料：315円（税込）

／  生活・とくする情報

娯楽施設

スポーツジム

温泉

美容
グルメ



73 74

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

コンテンツ登録：必要

月額使用料：無料

お申し込み：必要 S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨月額使用料：無料

メール配信
サービス

こんなクーポンが、手に入る！

毎日役立つクーポンが、すぐ手に入る！

サ
ー
ビ
ス

※ 本キャンペーンのメール受信料割引金額は請求書に記載されません。本キャンペーンの適用は、「新規加入」
または「機種変更」と同時に本サービスに加入した方に限ります。本キャンペーンの終了期間は未定となります。
●メール受信時には通信料がかかります。●とくするクーポンサイトでクーポンを入手された方には、おとく 
なクーポン情報をお知らせする「とくするクーポンメール」を週2回配信させていただきます。●SoftBank 
スマートフォン、プリモバイル、ディズニー・モバイルではご利用いただけません。

店頭でのお申し込みなら、メール受信料が2週間無料に※！

ファーストフード、居酒屋など平日

カラオケ、ゲーム、エステなど休日

／  生活・とくする情報

こんな保険に申し込める！

ケータイがこんなものの代わりに！

こんな機能が
利用できる！

■　クレジットカード  　■　電子マネー  　■　チケット  　■　ポイントカード

■　海外旅行保険（新・海外旅行保険）  【1,060円～／1日】

■　国内旅行保険（国内旅行傷害保険）  【300円～／1泊2日】

■　スポーツ・レジャー保険（国内旅行傷害保険）  【300円～／1泊2日】

■　ゴルファー保険  【300円～／1日】

■　電話帳バックアップ／読み込み機能 ■　編集機能 ■　ともだちメール安心設定※1※2※3 ■　安否情報お知らせ機能※2※4※5※6

■　バースデー通知機能※2※5 ■　Eメールアドレスお知らせ機能※2※4※5 ■　メモリカード自動バックアップ機能※7

／  便利・セキュリティ強化

S!ベーシックパック：必須

月額使用料：105円（税込）

お申し込み：必要ケータイのアドレス帳を、ソフトバンクで管理する安全なサーバーで保存できる。
パソコンからもデータの編集ができ、便利なお知らせ機能もたくさん！

ケータイで購入した商品の代金などを、
月々のケータイ代と一緒に支払える！

ケータイが、お金やポイントカード代わりになる！

※1 「迷惑メール対策機能」（→P.80）から設定いただけます。※2 サーバーに必ず電話帳データをバックアップした状態でご利用ください。※3 「S!電話帳バックアップ」に新規ご登録いただくと、「ともだちメール安心設定（ともだち 
メールを優先受信）」が自動的に設定されます。詳しい情報は、迷惑メール対策ページ（→P.80）、またはソフトバンクホームページ（http://softbank.jp/r/anti-spam/）をご覧ください。※4 サーバーからEメールで送信されます。メー
ル送信料は無料です。通信の状況などにより、メールの到着に遅延などが生じる場合があります。※5 パソコンまたはYahoo!ケータイから設定いただけます。（ソフトバンク携帯電話からYahoo!ケータイ→設定・申込→安心・安全の
ツール→S!電話帳バックアップ） ※6 自動メール送信は災害用伝言板（→P.80）からご利用ください。※7 自動同期設定を「ON」設定している場合に動作します。対応機種でのみご利用が可能です。●対応機種は順次拡大予定です。
●一部機種ではネットワーク自動調整の完了と同時に「S!電話帳バックアップ」が自動設定（自動同期設定）されます。自動同期設定がなされた場合、携帯電話機の電話帳を編集されると約10分後に同期（サーバーと携帯電話のデータ
で登録・更新・削除されたデータが相互に反映）が実行されます。携帯電話機で「S!電話帳バックアップ」の自動同期設定を「OFF」にした後、携帯電話機でネットワーク自動調整が実施された場合、自動同期設定が再設定されますのでご
留意ください。●S!電話帳バックアップを解除された場合、S!電話帳バックアップの携帯電話の自動同期設定が「OFF」になっていることをご確認ください。自動同期設定が「ON」に設定されている場合は、サービス解除後であっても
携帯電話が自動同期を実行しようとしてパケット通信料が発生します。必ず手動で自動同期設定を「OFF」にしていただけますようお願いします。●携帯電話にて自動同期設定を「ON」にしてご利用中の場合、一部の携帯電話において
海外渡航中も自動的にパケット通信が発生するため、あらかじめ「OFF」に変更しておくことをおすすめいたします。

※ お使いの機種によっては、プリインストールされていないコンテンツもあります。●おサイフケータイ®対応の
各種サービスは、各サービス提供会社によって提供されます。サービスの詳細や開始時期については、各サービス提
供会社にご確認ください。●おサイフケータイ®対応の各種サービスをご利用の際は、データ再発行等の有無や、故
障・盗難・紛失時の対応について事前にご確認ください。●おサイフケータイ®で利用できる各サービスはお客さま
の契約者情報に基づいて運用されているため、「電話番号変更」「譲渡」をされた場合は、ご利用いただけなくなりま
す。このようなお手続きをされる際は、事前にご契約の各サービス提供会社に対応についてお問い合わせください。

●ご利用にあたっては、ご契約時に登録した4桁の暗証番号の入力が必要となります。暗証番号の入力にもと
づいて行われた行為は、お客さまによって行われたものとみなします。●商品などの購入代金のお支払いが期
限内に確認できない場合、当該商品などの提供者による購入代金の回収を目的として、当社から当該商品など
の提供者にお客さまの氏名、住所、電話番号などの情報を開示することがあります。●任意に設定するパスワー
ドによりS!まとめて支払いの利用を制限することができます。お子さまに携帯電話を持たせる場合など、携帯
電話サービスの契約者と使用者が異なる場合などに利用を制限できる機能です。設定は、My SoftBankから
行えます。●サービス提供条件は、変更となる場合がございますのでご了承ください。

ご利用対象者（すべてに該当する方）
●個人契約であること。●ご契約日か
ら満3ヵ月を超えていること。●お支
払い方法がクレジットカード支払いも
しくは預金口座振替の方。

〈月額利用限度額〉

契約期間（携帯電話ご契約日から）

満3ヵ月超～満3年以内 満3年超

満20歳未満 1万円／月 1万円／月

満20歳以上 3万円／月 5万円／月

対応コンテンツ
一例※

ケータイで手軽に保険に申し込めて、必要な分だけ選べる。
保険料相当額※2の支払いもケータイ代と一緒に支払える！

※1 保険種類によって異なります。※2 ソフトバンクモバイルが引受保険会社へ支払う保険料に相当する額となります。●本保険は、株式会社
損害保険ジャパンを引受保険会社とし、ソフトバンクモバイルを保険契約者とし、お客さまが指定した方を被保険者とする一般包括契約です。保
険金請求などについては、引受保険会社がご対応いたします。このご案内は概要を説明したものです。詳しい補償内容につきましては、ソフトバ
ンクホームページまたはソフトバンクかんたん保険サービスサイトをご覧ください。●740N、ディズニー・モバイルではご利用いただけません。 
●ダブルナンバー B回線ではご利用いただけません。●お申し込みは18歳以上の方にかぎります。【お問い合わせ先】損保ジャパン「ソフトバンク
かんたん保険」お問い合わせセンター　TEL：0120-066-411（通話料無料）［平日9：00～20：00／土日祝日9：00～17：00（12月31日～1月3日は
休業）］　事故の際や保険金請求のお問い合わせ先は、ソフトバンクかんたん保険サービスサイトをご覧ください。（SJ11-00757.2011.04.21）

お申し込み：必要

保険料相当額：300円～※1

S! FeliCa

大切なアドレスをサーバーでお預かり！

店舗や自宅で受け取り可能！
メールで贈れるギフトサービス！

おすすめクーポンを
メールでもお届け。

メールでも配信！

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

ビジネスニュースが、毎日※メールで届く！

ニュースやエンタメ情報を、待受画面に表示！

お申し込み：必要

月額使用料：無料

メール配信
サービス

月額使用料：無料

お申し込み：必要

※1 無料期間は、お申し込み日を含む16日間になります。※2 ニュース、天気の自動受信に関わるパケット通信料は、
パケット定額・割引プランの加入有無に関わらず、専用パケット単価が適用されます。「パケットし放題」などの定額
対象にもなります。●My SoftBank、自動音声応答サービスまたはソフトバンクショップからもお申し込みできます。

※ 日曜祝日、新聞休刊日を除く。●メール受信時には通信料がかかります。

©2011 Yahoo Japan Corporation
©産業経済新聞社

店頭で対応機種のご購入を伴う新規加入・機
種変更と同時にお申し込みいただくと、専用通
信料が2週間無料※1でお楽しみいただけます。

S!情報チャンネルお試しプログラム

オトクな専用パケット料金※2

［専用パケット単価0.0105円（税込）］

S!ベーシックパック：必須

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

注目ニュースとお天気情報を自動配信！

●商品購入時の決済方法は、「S!まとめて支払い」の他に、クレジットカード決済も可
能です。●ギフトメールに記載のある有効期限日までにギフトを受け取らない場合、
商品の受け取りができなくなります。●ソフトバンクギフトは、ソフトバンクギフト
株式会社が提供するサービスです。©SOFTBANK GIFT Corp.

受信すれば
圏外でも

  読める！

各サービスの対応機種はP.51～52をご覧ください。
対応表にないサービスは全機種対応です。

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用
ります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になること
す。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につ

などのサイト接続は通信料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし放題の対象とな
があります。●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。●画面はすべてイメージで
いては予告なく変更する場合があります。

SoftBank 3G SoftBank 3G

補償内容・補償期間により、保険料相当額は異なります。

商品を購入

メールを送信

ケータイ
ご利用料金

商品代金 まとめて
支払い

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 人気サイトが、月額315円（税込）で使い放題！※1

月額使用料：315円（税込）

お申し込み：必要

月額合計5,000円相当のサイトが、まとめておトクに楽しめる！

パケット定額サービス：推奨

S!ベーシックパック：必須

店頭申し込みなら月額使用料1ヵ月無料※2！お申し込みはMy SoftBankまたは店頭から！

※1 提供するサイトの内容や数、情報料合計額に関しては変更する場合があります。一部、有料版サイト（通
常版）と利用できる範囲・内容が異なる場合があります。合計利用金額は、各サイトの利用料金額をベースに、
当社にて算出した合計金額です。別途通信料がかかります。※2 ｢新規加入｣または、｢機種変更｣と同時にコン
テンツ得パックに加入していただいた方に限ります。●Yahoo!ケータイ非対応機種はご利用いただけません。
また、対応機種であってもサイトによっては、ご利用いただけない場合があります。

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

お申し込み：必要 S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨月額使用料：無料

メール配信
サービス

毎週メールでくじが届く！ お父さんグッズが当たる！

●メール受信時には通信料がかかります。●新規に携帯電話とS!ベーシックパックにお申し込みのお客さま
には、加入翌々日以降におためし版のくじメールを受信料無料でお届けします。くじを引くと、以後毎週くじ
メールが受け取れます。●iPhone、SoftBank スマートフォン、プリモバイル、ディズニー・モバイルではご利
用いただけません。

ポイントについて詳しくはP.70
「見たらくじ」へ

白戸家お父さんグッズやポ
イント、限定デジタルコンテ
ンツなどが当たる！くじを

引くと

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

■　新機種のご案内
■　おすすめの料金サービスのご提案
■　お得なキャンペーン情報のご案内
■　新サービスのご案内
■　各企業が提供するサービスやキャンペーン情報

メール受信料：無料※
月額使用料：無料お申し込み：必要

メール配信
サービス

例えば、こんな情報を配信中！

ご契約状況に合わせた、お役立ち情報がメールで届く！

※ サイトへの接続は、パケット通信料が発生する場合があります。

一人ひとりに合わせた、
ぴったりの情報が届きます。

共通サイトに加え、「スポーツ」か
「ライフ」のどちらかを選べる！

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨

おなじみのサービスがおトクに楽しめる！

●一部情報料がかかるサービスがあります。●対応機種であっても、一部ご利用いただけない場合があります。
詳しくは、各コンテンツにてご確認ください。●タダナビはGPS非対応機では案内方法が異なります。●電子 
書籍のご利用には、それぞれのビューワーアプリが必要です。ビューワーはコンテンツにより異なります。 
●ビューワーのバージョンが低い場合は、各コンテンツ配信サイトより最新のビューワーをダウンロードして
ください。●タダゲーム、タダ歌ばんをご利用いただくにはS!番組プレイヤーが必要です。

こんなコンテンツが利用できる！

タダランド

気軽に
おためし

OK!

お申し込み：必要 S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨月額使用料：無料

メール配信
サービス

こんなおトク情報が届く！

充実のアイテムが最大90％ OFF！

キャンペーン応募で、おトク情報が毎週受け取れる！

※ 本キャンペーンのメール受信料割引金額は請求書に記載されません。本キャンペーンの適用は、「新規加入」または「機
種変更」と同時に本サービスに加入した方に限ります。本キャンペーンの終了期間は未定となります。●メール受信時
には通信料がかかります。●キャンペーンに応募された方には、キャンペーンやサービスについての情報をお届けする
メール「ギフトお得便」を配信させていただきます。●プリモバイル、ディズニー・モバイルではご利用いただけません。

店頭でのお申し込みなら、メール受信料が2週間無料に※！

■　家電製品やスイーツなどを、週替わりでプレゼント！
■　情報料無料のデジタルコンテンツをプレゼント。

ギフトお得便

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

メール配信
サービス

ケータイで簡単に人気ブランド商品を格安価格で購入できる！

※1 「携帯電話機新規購入」または「機種変更」と同時に本サービスに加入した方に限ります。※2 携帯電話機新規購入のお客さまがS!まとめて支払いをご利用される場合、ご契約日
から3ヵ月後にご利用が可能となります。●メール受信時には通信料がかかります。

常時1,000
ブランド
以上！

アイテム数
1万点以上！

アクセス Yahoo!ケータイ 

▲
 メニューリスト 

▲
 Yahoo!ケータイサービス一覧 

▲

 

お申し込み：必要 S!ベーシックパック：必須

パケット定額サービス：推奨月額情報料：315円（税込）

ファッションを賢く楽しむ！

配送料はすべて無料！

ケータイ代と一緒に
支払える「S!まとめて支払い
（→P.74）」※2が便利！お支払い

週2回メールマガジンを
配信！

（男性向け／女性向け）

店頭でのお申し込みなら、
加入月の月額情報料が無料に※1！

幅広いジャンルがそろった
22の共通サイト

スポーツ
6サイト

ライフ
6サイト



お父さんダイヤル

75 76

ケータイが行きたい場所へ道案内

5つの機能で、いつでもどこでもお子さまを見守れる。

各サービスの対応機種は
P.51～52をご覧ください。
対応表にないサービスは全
機種対応です。

／  便利・セキュリティ強化

お子さまの居場所を、かんたんに確認できる！

位置ナビの便利な5つの機能

ダイヤルして使える、お楽しみ&お役立ちサービス！

目的地を入力するだけで、最適なルートを検索！Point

Point

タレントやアーティスト
等の声がケータイで

Point 豪華賞品が抽選で当たる！Point

お子さまの居場所がわかるとやっぱり安心。

豪華家電などはこちら！ 商品券などはこちら！

GPS機能を利用して、目的地までナビゲーション。

あの有名人のメッセージが、生声でアップされる！ 電話で応募すれば、豪華賞品が抽選で当たる！

104で案内された番号へ、電話を切らずにそのままつながる！

プレゼントやエンタメ、スポーツ情報など、楽しく役立つ情報を音声でご案内！

お客さまの知りたい情報を、オペレーターが検索・ご案内！

万が一の時にも役立つ、3ケタのテレホンサービス！

サ
ー
ビ
ス

●地下街、建物内、ビルの陰などでは、位置情報の精度が低くなったり、確認できない場合があります。●ナビゲーション中は、地図データを随時取得するため、パケット通信料が発生します。●有料コンテンツをご利用の
場合は、別途情報料とパケット通信料が発生します。●機種によって、ご利用いただける機能が異なる場合があります。●各サービスの詳細につきましては、各サービスの提供元にお問い合わせください。

●一般電話にかけた場合の通話料がかかります。●メッセージに関するお問い合わせは受付できません。●こ
えブログの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。●その他の有名人などの詳細は、上記QRコードも
しくはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。

●一般電話にかけた場合の通話料がかかります。●応募完了にはアナウンスを最後までお聞きいただく必要
があります。●賞品発送時に当選者が当社の回線契約を解約されていた場合、当選を無効にさせていただきま
す。●何度でもご応募いただけますが、当選はお1人さま各月1回までとさせていただきます。●詳細は右上
のQRコードまたはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。
【お問い合わせ】（株）ダイブ：03-3512-0682（平日9:30-17:30）　【提供】ソフトバンクモバイル株式会社

●画像はイメージです。

登録：不要 利用料：63円（税込）／回

月額使用料：無料

通話料：必要

月額使用料：無料

通話料：必要

登録：不要 通話料：3.15円（税込）／秒

登録：不要 通話料：必要

登録：不要 利用料：無料※1

※1 ケータイ基本パック、スマートフォン基本パック、iPhone基本パックにご加入されている方はお申し込み不要です。※2 検索利用料は、各種料金プラン・パケット割引の対象外です。※3 被検索者には、GPS位置情報
通知時のパケット通信料がかかります。※4 「位置ナビ検索」は、自分のソフトバンク携帯電話もしくはパソコンから、相手の方のソフトバンクGPS携帯電話の位置を検索できます。※5 被検索者対応の携帯電話のみ操作
可能です。※6 「自分検索」はS! GPSナビ対応機ご利用の位置ナビご加入者に限ります。ご自身のソフトバンク携帯電話の位置をパソコンから検索できます。ご利用にはあらかじめソフトバンクGPS携帯電話より、位置ナ
ビサービスにアクセスし、自分検索設定を行なう必要があります。SoftBank スマートフォンおよびiPhoneの場合、自分検索および被検索者には対応しておりません。●検索者側はSoftBank 3G、SoftBank スマートフォ
ン（一部機種を除く）、iPhoneが対応、被検索者側はS! GPSナビ対応機（→P.51～52）でご利用いただけます。●検索者・被検索者ともに、サービスご利用時のパケット通信料がかかります。また、被検索者の設定・応答時
にもパケット通信料がかかります（パソコンからの検索利用時には、被検索者のみパケット通信料がかかります）。●位置ナビは、検索者側の携帯電話でお申し込みいただくサービスです。被検索者側の携帯電話でお申し
込みいただかなくてもご利用いただけます。●指定先操作ロックをご利用の場合には、専用申込書にて、相手の方の同意の元、お申し込みが必要です。●ソフトバンク携帯電話から当サービスを利用する場合は暗証番号の
入力が必要です。●提供できる地図および住所は、日本国内に限ります。●GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用の場合は、位置情報の測位精度が低くなることがあります。●本サービ
スは、紛失した携帯電話が圏外、電源がOFFおよび事前に携帯電話に設定していない場合は、位置情報はお調べすることはできません。●パソコンからのご利用の場合でも、検索成功時の検索利用料［5.25円（税込）／回］
が必要となります。●親子関係でない場合でも、相手の許諾が得られればご利用いただけます。●Yahoo!きっずご契約者は、Yahoo!地図情報をご利用いただけません。

電話で簡単なクイズに
答えると抽選で

毎月200名さまに
大人気！ お父さんグッズ
が当たる！

●ご応募の際は、一般電話にかけた場合の通話料がかかります。●発信者番号通知を「on」にしてからおかけください。●クイズが1
問あります。●応募完了のためには、アナウンスを最後までお聞きいただく必要があります。●1名さまあたり何回でも応募できます
が、当選は1名さまあたり各月1回までとさせていただきます。●当選発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。●抽選
は毎月実施月の翌々月に実施し、当選者への賞品発送は翌々月末を予定しています。賞品の発送時点で当選者が当社との回線契約を
解約されていた場合は、当選の権利を無効とさせていただきますので、ご了承ください。●詳細は当社ホームページをご覧ください。

＜1月の賞品＞
お父さんホットカーペット

100名さま／月
 その他
お父さんレアグッズ

100名さま／月！

ソフトバンク携帯電話から ソフトバンク携帯電話から

ソフトバンク
携帯電話から

お と う さん

 0 1 0 3 2ご応募はこちら！

応募期間：2012年1月31日まで 左記期間以降も新お父さんグッズが当たるキャンペーンを実施予定！

●0120で始まる番号など、一部おつなぎできない番号がございます。●プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。●呼び出し音のみ、または通話中などの理由で相手先に接続できなかった場合でも利用料金は発生いたし
ます。●転送時の相手先呼び出し中など通話を行っていない状態でも通話料金は発生いたします。●転送先通話料金は相手先に関わらず、同一県内の一般加入電話へかけた場合の通話料金が発生いたします（通話料金表示サービスは
ご利用いただけません。概算通話料金が表示されない場合や「0円」と表示される場合があります）。●通話料金は、自宅割引・指定割引の割引対象外となります。●番号通知に関して、「電話番号案内」（104）に通知でお電話された場合は、
相手先へも通知となります。「電話番号案内」（104）に非通知でお電話された場合は、相手先へも非通知となります。●通話終了後、「番号案内転送サービス」をご利用いただいたお客さま全てに相手先の電話番号をSMSで配信いたしま
す。（非通知でお電話されたお客さまにも自動的に配信されます。ただしSMS受信拒否設定をしている場合や電波状況が悪い場合など、SMSが受信できないこともございます。）●通話明細書への本サービス通話料金は「電話番号案内」
（104）との合計金額を表示いたします。また相手先番号は、通話料明細書に表示されません。●サービス名称の「番号案内転送サービス」の転送とは、サービスイメージおよびサービス名称であり、お客さまからのお申し出に基づき、
相手先電話番号に自動的にかけなおすサービスとなります。●「電話番号案内」（104）は日本マルチメディアサービス株式会社が提供するサービス、「番号案内転送サービス」はソフトバンクモバイル株式会社が提供するサービスとなっ
ております。●「電話番号案内」（104）のご利用には、同一県内の一般加入電話へかけた場合の通話料のほかに別途1案内ごとに利用料（8：00～23：00は105円（税込）／件、23：00～翌8：00は157.5円（税込）／件）がかかります。●「電
話番号案内」（104）のスマイルコールサービス（日本マルチメディアサービス株式会社提供）に登録しているお客さまについても、「番号案内転送サービス」（通話料金、利用料金）は有料となります。

●このサービスは通話料のみ（一般電話へかけた場合の料金）でご利用いただけます。● 5577、＃8011への通話料はソフトバンク携帯電話へかけた場合の料金が適用となります。●番組内容など予告なく変更が生じる場合があり
ますが、あらかじめご了承ください。●番組内容に関する責任は情報提供元に帰属します。●詳しくはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。

●お客さまからいただいた条件で検索した結果、適切な情報が見つからなかった場合でも通話時間に応じた通話料がかかりますのでご注意ください。●ソフトバンク携帯電話以外、またはプリペイド式携帯電話からはご利用いただけ
ません。●お送りするメールに記載されているURLからウェブにアクセスする場合、別途通信料がかかります（ウェブにアクセスする場合、S!ベーシックパックへのお申し込みが必要です）。●ご使用中の機種によってはURL閲覧時、
詳細ページが正しく表示されない可能性がございます。

※1 「電話番号案内」（104）をご利用の場合、同一県内の一般加入電話へかけた場合の通話料のほかに別途1案内ごとに利用料（8：00～23：00は105円（税込）／件、23：00～翌8：00は157.5円（税込）／件）がかかります。目や上肢 
などの不自由な方には無料でご案内しておりますが、別途お申し込みが必要となりますので、詳しくは日本マルチメディアサービス（047-390-7029）までお問い合わせください。※2 必ず現在地を確認のうえ相手先に確実にお伝え
ください。なお現在地の地名などがわからない場合はお近くの公衆電話をご利用ください。なお、2007年4月より、「緊急通報位置通知」機能を導入し、SoftBank 3Gからの緊急通報（110、118、119）の際、通話が接続された緊急通報
受理機関に対して発信された場所に関する情報を自動的に通知いたします（一部地域に限ります）。詳しくはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。※3 「電話番号案内」（104）は日本マルチメディアサービ
ス株式会社が提供するサービスです。※4 特定信書便事業者が提供する電報類似サービスで、その提供条件が電報に準ずるもの（PSコミュニケーションズ株式会社提供）。電報利用料が別途かかります。詳細はホームページをご確認
ください。●ご利用できる国際電話はソフトバンク国際電話、ソフトバンクテレコム、NTTコミュニケーションズ、KDDIなどです。国際電話料金は、お申し込みいただいた事業者より直接のご請求となります。各種クレジットカード
などを使用することにより、お申し込み手続きなしでもご利用いただけます。●ソフトバンク携帯電話のご契約者の電話番号をお知りになりたい場合は、総合案内157にお問い合わせください。ただし、ご契約者が電話番号の案内を
希望されない場合、総合案内にお問い合わせいただいても電話番号をご案内いたしません。●ご利用できないサービス：ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、電報、コレクトコール、クレジット通話、020で始まるポケットベル番号の呼び出し
など、上記以外で他社が提供するサービスはご利用になれません。

〈メニューの一例〉 # 8 0 1 1道路交通情報
提供：JARTIC

警察への緊急通報※2☆ 海上保安庁への緊急通報※2☆ 電話番号案内※1※3（24時間受付） 天気予報

消防・救急への緊急通報※2☆ 災害用伝言ダイヤル

ソフトバンクチャリティダイヤル 5 5 7 7

1 1 0 1 1 8 1 0 4 市外局番 1 7 7

1 1 9 1 7 1 時報 1 1 7 電報サービス※4☆ 1 1 5

〈メニューの一例〉　■ 観光・レジャー情報　  ■ 飲食店　  ■ 宿泊情報　  ■ 乗換案内　  ■ レシピ　  ■ 美容サロン情報　  ■ 生活トラブル（鍵・ガラス・水まわりなどのトラブル）

番号問い合わせ
「104」をダイヤル

受付・番号検索 案内先と通話 案内先と通話終了後にSMS受信
●受信料無料

オペレーター口頭回答

自動音声回答

オペレーターによる接続

接続ガイダンスとお客さま操作

番号案内転送サービス［63円（税込）／回］

104からそのまま接続でき、案内先番号もSMSで届く！番号案内転送サービス

こえブログ とくする懸賞ダイヤル

ダイヤルするだけで、いろんな情報が聴ける！情報知っ得ダイヤル

知りたい情報を通話とメールでご案内！おしらべダイヤル 111

覚えておくと役立つ3ケタのダイヤル。各種テレホンサービス

☆通話料無料

営業時間  9：00～22：00

104　電話番号案内［8～23時 105円（税込）／件、23時～翌8時 157.5円（税込）／件］

●各サービスのご利用には通信料がかかります。●各サービスのご利用には、「S!ベーシックパック：月額使用料315円（税込）」のご加入が必要となります。●QRコード利用などのサイト接続は通信
料がかかります。●海外でご利用の場合、国内パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額となりますのでご注意ください。ただし、海外でのご利用分（S!メール、ウェブ）は、海外パケットし
放題の対象となります（対象の国、地域、海外通信事業者でご利用時）。定額の対象となる地域・事業者は限られており設定が必要です。定額対象事業者以外に接続されると高額になることがあります。 
●JavaScript通信や、Flash®通信は、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。●各アプリ・コンテンツのご利用には月額使用料、月額情報料、通信料が別途かかる場合があります。 
●画面はすべてイメージです。●各サービスについて詳しくはソフトバンクモバイルホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容につい
ては予告なく変更する場合があります。

●QRコード利用などのサイト接続は通信料がかかります。●画面はすべてイメージです。●掲載の内容は2011年12月5日現在のものです。内容については予告なく変更する場合があります。

パケット定額サービス：推奨

月額使用料：210円（税込）　検索利用料：5.25円（税込）／回※2

S!ベーシックパック：必須お申し込み：必要※1＜検索者側＞

月額使用料：無料　利用料；無料※3

S!ベーシックパック：必須お申し込み：不要＜被検索者側＞

SoftBank 3G

ご利用方法

1

2

3

聴きたいタレントの
「　で始まる番号」に発信

“声”を聴く

会員登録すれば、更新を
メール（受信無料）でお知らせ

こんなブログを聴ける！

2 0 2 3

Aqua Timezのメンバーが、声で情報をお届けします！

他にもおトクな
情報が満載！
詳細はこちらから

▲

下記URLからもご確認いただけます。

http://mb.softbank.jp/mb/r/dz/06/

PC／ケータイ

Aqua Timezの「ボイス de AQUA」

お父さんホットカーペット

112cm

105cm

5 5 0 0 8 0 0 1

公園公園

公園公園
自宅自宅

PM
3：00

PM
5：00

公園に
いるのね

利用 ○
設定 ○

利用 ○
設定 ×

公園公園

公園公園
自宅自宅

PM
3：00

PM
5：00

公園に
いるのね

利用 ○
設定 ○

利用 ○
設定 ×

公園公園

公園公園
自宅自宅

PM
3：00

PM
5：00

公園に
いるのね

利用 ○
設定 ○

利用 ○
設定 ×

公園公園

公園公園
自宅自宅

PM
3：00

PM
5：00

公園に
いるのね

利用 ○
設定 ○

利用 ○
設定 ×

1  位置ナビ検索※4

あらかじめ登録しておいたお子
さまのケータイの居場所を検索。
地図と住所で簡単にお子さまの
今いる場所がわかります。

2  スケジュール検索
指定した曜日・時刻にお子さ
まのケータイの居場所を自動
で検索。時間範囲を指定して
の検索も可能です。

5  Yahoo!地図情報 検索結果地図からさまざまな機能が利用可能。

［有料コンテンツの購入・登録・解除操作の簡略化について］有料コンテンツの購入、登録および解除において必要だったパスワード（申込書にご記入いただいた4桁の暗証番号）の入力を廃止いたしました。また、これまで
提供しておりました「情報料暗証番号省略設定」につきましても終了いたします。

［お知らせ］ウェブ利用制限およびYahoo!きっずをお申し込みのお客さまは2007年10月25日より、有料コンテンツご購入時にパスワードの入力が必要となりました。

［ウェブをご利用の際のご注意］●各サービスのご利用には通信料がかかります。有料コンテンツをご利用の場合は、通信料のほか別途情報料が必要です。●機種によってはご利用いただけないコンテンツがあります。 
●コンテンツの名称、情報料、内容などについては予告なく変更する場合があります。また、Yahoo!ケータイのメニューリスト、カテゴリ順などは予告なく変更する場合があります。●コンテンツによっては、ダウンロー
ドする前にユーザー認証が必要な場合があります。●データフォルダの空き容量が不足している場合には、コンテンツをダウンロードできない場合があります。●コンテンツのダウンロードは、電波状態の良好な場所で、
静止したまま行ってください。機種によっては、途中で通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があります。●ソフトバンクショップなどでの機種変更の際、お客さまのソフトバンク携帯電話に保
存されましたS!アプリや着信メロディなどのデータは移行することができません。あらかじめご了承ください。●基盤交換が必要な修理や、USIMカードの交換を行った場合、携帯電話機本体やSDメモリカードなどの外
部メモリに保存した着うた®やS!アプリなどのコンテンツがご利用できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

＜ウェブ利用時の位置情報送出設定について＞●機種によっては、ウェブ利用時の位置情報送出確認画面を省略できるものがあります。省略をした場合、すべてのサイト（公式サイト以外のものを含む）で、確認画面が表
示されず自動的に位置情報が送出されます。

＜情報料について＞●従量課金型：1曲や1アプリ単位で購入でき、購入時のみ料金が必要。一度ダウンロードすると何度でも利用できます。目印は　マーク。●月額課金型：毎月一定額の情報料が必要。一度申し込みを
すると、解約するまでコンテンツやアプリが利用できます。

 　    ダウンロードした着うたフル®や着うた®、リアル着信メロディ、着ビデオなどのコンテンツは携帯電話でのみお楽しみください。パソコン上に取り込んだ場合、ご利用になるソフトウェアによっては携帯電話へ戻す
ことができません。あらかじめご了承ください。

サービスに関するご注意

3  指定先操作ロック※5

「位置ナビ」機能を保護者のケー
タイからのみ操作できるように
します。いたずらや誤操作防止に
役立ちます。

4  自分検索※6

ケータイを紛失した時に、パソコンから
ケータイの位置を検索できるので万が一
のときも安心です。
（S! GPSナビ対応機種のみ）
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0円～1,980円（税込）／日でパケットし放題!!

海外での通話料・通信料はお客さまがご加入されている料金プランおよび無料通信・各種定額（パケットし放題などの定額サービスを含む）・割引サービス（月月割　　 を除く）の対象外のため、高額になる場合があります。
ご利用料金とサービスの詳細については、「料金プラン&割引サービス」カタログをご確認ください。

ソフトバンク国際電話／国際メール
信・各種定額（パケットし放題などの
ンの「指定割引」を除く）の対象外と

はお客さまがご加入されている料金プランおよび無料通
定額サービスを含む）・割引サービス（月月割・ブループラ
なります。

対応エリア

ソフトバンク国際電話※1 国際メール※

■ 現地のホテルなど、滞在国の携帯電話・
　 固定電話へ発信

（例）現地の×××-××××-1234にかける場合

日本の携帯電話からの受信は特別な 
操作は必要ありません。

●現地にいる日本の携帯電話（他社の携帯電話
を含む）からの受信も同様です。●日本以外の
携帯電話からは、「＋」＋「81」＋「最初の0を省
いたお客さまの電話番号」となります。

日本の携帯電話宛のメール送信は特別な操作
は必要ありません。

■ SMS
ソフトバンク携帯電話の番号にそのまま送信。 
■ MMSメールアドレス宛
相手先のメールアドレスまたは、ソフトバンク携帯
電話番号にそのまま送信。

●滞在国から日本の携帯電話以外へも「＋」＋「国番号」
＋「最初の0を省いた相手先の電話番号」、または、Ｅメー
ルアドレスで送信が可能です。

※1 海外の一般電話・海外通信事業者契約の携帯電
＋「010」＋国番号＋相手先番号の順にダイヤルして
必ずご利用になる番号をダイヤルいただくか、ご使用
コード設定を行わず、着信履歴から相手先に折り返し
さい。サムスン製機種の場合は、必ずご利用になる

話にかける場合に適用となります。※2 「0046」（ソフトバンクの事業者識別番号）
もご利用いただけます。「0046」以外の事業者識別番号をご利用いただく場合は、
の携帯電話機に、あらかじめ国際コード設定されることをおすすめします。国際
発信した場合、自動的に国際コード「0046010」が付加されますので、ご注意くだ
番号をダイヤルしてください。国際コード設定は取扱説明書にてご確認ください。

メールの宛先に以下のように入力し、送信するだけ。

＋ 国番号 相手先携帯電話番号

●携帯電話番号が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。

※ 海外通信事業者契約の携帯電話と送受信する場合に適用となります。受信には、国内と同様の通信料がか
かります。●海外で国際S!メールをご利用の場合は、S!メール／ウェブ通信料と一律100円の送信料がかか
ります。●国際S!メールのご利用にはS!ベーシックパックのお申し込みが必要です。●プリペイドサービス
対応携帯電話は国際メールをご利用いただけません。●一部機種ではSMS作成中に文字数がオーバーすると
自動的にS!メールに切り替わるため、メッセージを送受信できない場合があります。●日本語表示および添
付ファイルは、受信側の携帯電話機により正しく表示・再生されない場合があります。●送信先の携帯電話
事業者または機種により、送信できる容量が異なります。相手先に国際SMS・国際S!メールが届かない際に
も料金が発生する場合があります。また、一部の事業者は配信確認をサポートしておりません。

国際サービスに関する詳細は、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。
ご利用可能な国と地域は2011年12月9日現在の情報に基づくものです。

お申し込み 必要 月額使用料 無料

お申し込み 不要

月額使用料 無料

お申し込み 不要

月額使用料 無料

ご利用可能な国と地域を示したイメージ図であり、サービスエリアとは異なります。

日本から海外へ、 国際電話・TVコール・    メールの送受信ができる！海外へ行く時に、便利に使える！

●海外の通信事業者の事情により、ご利用いただけないサービスがある場合があります。●機種によってS!メールを自動で「全文受信」するよう初期設定されているものがあります。海外で「自動受信」をご利用の場合は、メール通信料が高額
となることがありますので、お客さまのご利用状況に合わせて必要なメールのみ続きを受信する「手動受信」へ設定の変更をお願いいたします。iPhoneのMMSは自動で全文受信を行います。海外でMMSを受信する場合は、メール通信料が高
額となることがありますので、お客さまのご利用状況に合わせて「MMSメッセージング」の設定変更（オン／オフ）をお願いします。なお、設定オフの間に届いたメールについては「新着MMS受信」アプリにて確認できます。●海外からウェブ
をご利用の場合、海外ネットワークの状況によりダウンロードやストリーミング再生が正常に行えない場合があります。●海外からの着信において、発信者番号通知が正しく表示されない場合があります。●TVコールに関する携帯電話の動
作保証については、原則SoftBank 3G間の通信のみとなります。●世界対応ケータイサービス非対応の機種の場合、USIMカードを世界対応ケータイへ差し替えることで海外でも国内でご利用の電話番号とメールアドレスがご利用いただけま
す（iPhoneを除く）。●プリペイド契約のお客さまは、海外ではご利用いただけません。

日本人
渡航先の

99%以上
をカバー

※2※3

 海外で携帯電話やUSIMカードを盗難・紛失された際は、通話停止措置をいたしますので速やかにソフトバンク国際コールセンター
［海外から：＋81-3-5351-3491（有料・ソフトバンク携帯電話からは無料） 24時間受付／ PUKコードについては9：00～20：00（日本時間）］にご連絡ください。USIMカードは別の携帯電話に差し
込んでも利用可能ですので、USIMカード差し込み済みの携帯電話を盗難・紛失された場合は、携帯電話タイプ（国内専用／世界対応ケータイ）にかかわらず必ず緊急停止の手続きを行ってください。

 USIMカードの盗難・紛失の際、第三者による不正利用を防ぐためにUSIMカードにはPINコードと呼ばれる暗証番号があります。
第三者に不正利用されないためにもPINコードのご利用をおすすめいたします。PINコードの設定方法については、「取扱説明書」をご覧ください。 USIMカードについて詳しくはP.11をご覧ください。

第三者によるUSIMカードの不正利用を防ぐために

海外での携帯電話・USIMカードの盗難・紛失について

日本から海外へ
電話をかける。

海外のケータイとメールの
送受信ができる。

滞在国⇒滞在国へかける

日本からの
電話を受ける

滞在国⇒日本へ
メール送信する

●その他の使い方と詳細については、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。

●世界対応ケータイ（3Gエリア専用）は、アメリカ・カナダなどでご利用いただけません。●　　   のエリアが世界対応ケータイ（3Gエリア専用）でご利用いただける国と地域です。※1 ブラジル／モンテネグロ／タンザニア／ロシア／
エジプト／バーレーン／リヒテンシュタイン／エストニア／グルジア／セルビア／インド／カンボジア／ベトナム／アイスランド／アゼルバイジャン／ウズベキスタン／カザフスタン／ボスニア・ヘルツェゴビナ／ラトビア／マダガ
スカル／ネパール／ニューカレドニアは、TVコールはご利用いただけません。※2 ミャンマーはSMSはご利用いただけません。

世界対応ケータイと世界対応ケータイ（3Gエリア専用）の機種では海外でご利用いただけるエリアが異なります。

対応機種はP.49～52をご覧ください。

※1 2011年12月9日現在。※2 世界対応ケータイ（GSMと3Gの両方のネットワークがご利用になれる携帯電話）の場合。※3 日本政府観光局（独立行政法人国際観光振興機構）2007年データより算出。

ソフトバンク海外レンタル 提供：GSM Rentafone 日本支店
■  日本国内専用のSoftBank 3Gをご利用のお客さまでも、いつもの電話番号・メールアドレスのまま世界対応ケータイを 

ご利用いただける電話機のみのレンタルもあります。
●海外からの来日者向けのレンタル携帯電話サービスもお取り扱いしております。●ソフトバンク携帯電話をご利用でない方でもご利用いただけます。
＜お申し込み＞ホームページ　www.softbank-rental.jp
＜お問い合わせ＞ソフトバンク海外レンタル カスタマーケア　03-3560-7730（10：00～18：00）

世界214の国と地域

［世界91の国と地域］

海外でいつもの電話番号が
使える。

世界51の国と地域

［世界51の国と地域］

海外からも臨場感伝わる
TVコールが楽しめる！

SMS

S!メール

世界213の国と地域

［世界91の国と地域］

世界175の国と地域

［世界86の国と地域］

旅先で撮った写真は
その場で日本へ送信OK。

世界175の国と地域

［世界86の国と地域］

海外でも現地の情報を
日本語で調べられる。

世界175の国と地域

［世界86の国と地域］

パソコンと接続して、海外で
もパケット通信ができる。

滞在国⇒日本へかける

× 1×× 2×× 3×× 4ーー 2 現地の電話番号を
そのままダイヤル

いつもの電話番号に
かけてもらうだけでOK

お使いのケータイは世界に対応してますか?

お手元のケータイが、世界対応ケータイ
かどうかをサイトで簡単にチェックでき
ます。
●最新の対応機種はP.49～52よりご確認いただけます。

●一部機種において、通話中に上記方法で入力ができません。詳しくは、取扱説明書などをご
確認ください。

一部の機種では「海外発信アシスト機能」をonに設定することにより、海外からの
発信時に発信方法をポップアップで誘導します。機種ごとの設定方法は「取扱説
明書」をご確認ください。
●2009年夏以前に発売された機種の「海外アシスト機能」は、自動的に作動します。

海外発信アシスト機能

■ 電話帳からそのまま
　 日本の携帯電話・固定電話へ発信

■ 日本の携帯電話・固定電話へ発信
　 （例）滞在国から090-××××-1234にかける場合

または

8 1 ーー ー9 × 1× 2× 3× 40 ー 2＋

国番号（日本の場合） 最初の「0」を除いた相手先の電話番号

「＋」は「0」キーの長押しや「　 」の二度押しで表示させることができます。

※2

0＋ 1 0 国番号 相手先電話番号

ソフトバンク携帯電話から
TVコールがかけられます。

ソフトバンク携帯電話から
国際電話がかけられます。

通  話

TVコール

世界230以上の国と地域

世界51の国と地域

海外の携帯電話と、写メール
などの送受信ができます。

海外の携帯電話とテキスト
メールの送受信ができます。

国際SMS

国際S!メール

世界156の国と地域
254の事業者

世界41の国と地域
59の事業者

●相手先番号が「0」で始まる場合には「0」を除
る場合は「0」が必要です。

●My SoftBank（→P.82）内の「利用状況の 
用額をご確認いただくことをお勧めします。な

いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話におかけにな

確認」や「一定額Eメール通知サービス」をご利用いただき、現在のご利
お「　5546」での残高確認はご利用いただけません。

同行者など、海外にいる（滞在国を含む）日本の携帯電話宛も「+81」が必要です。

海外でも、いつものケータイがそのまま使える。

サービス提供国と地域　［　 ］内は3Gエリア専用

海外での使い方

通  話 TVコール メール ウェブ モバイルデータ通信

ご利用方法 ご利用方法

国際サービス 国際サービス

世界対応エリア

214の国と地域!
※1※2

iPhone、iPad、SoftBank スマートフォンでウェブ通信を25Mバイト※（海外パケットし放題の割引対象通信料
51,200円／日）以上ご利用の場合、上限2,980円（税込）／日
※ SoftBank 3Gの場合は最大10Mバイト。●定額の対象事業者への接続が必要です。必ず「手動」での設定をお願いいた
します。定額対象事業者以外に接続されると高額になることがあります。

詳細につきましてはソフトバンクホームページまたは料金プラン&割引サービスカタログをご覧ください。

TVコール※1＋メール（S!メール）・ウェブ＋通話・メール（SMS）

メール（S!メール）・ウェブ＋通話・メール（SMS）

通話・メール（SMS）※2

［　　　  海外パケットし放題 ］ TVコール※1＋メール（S!メール）・ウェブ＋通話・メール（SMS）
［　　　  海外パケットし放題 ］［　　　  海外パケットし放題 ］

67の国・
地域で

  利用可能！
2011年

12月9日現在

お申し込みは不要！
海外で定額事業者に接続するだけ！

海外パケットし放題

世界対応ケータイサイト

旅行前にCheck!

サービスエリアや料
金情報、操作方法がご
覧いただけます。

海外無料充電サービス

http://mb.softbank.jp/mb/
international/roaming/

パソコンから

渡航中でも便利！

ハワイのホテルやH.I.S.の海外支店
でご利用いただけます。
　　　　　 http://mb.softbank.jp/
mb/international/roaming/support/
charging_service/

パソコンから

ケータイはコチラから＞

ポケットガイド
海外パケットし放題・ご利用方法
をご確認いただけます。
　　　　　  http://mb.softbank.jp/
mb/international/roaming/

●店頭でもお受け取りいただけます。

パソコンから

ご渡航のお供に！［iPhone版も登場！  　　］

ケータイはコチラから＞

NEW
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■ Eメールによる迷惑メール
　 迷惑メール本文そのままで転送してください。

■ 電話番号からの迷惑メール
　 本文の先頭に下記情報をカンマ「,」で区切り、半角数字で入力して送信してください。

●申告していただいた情報は、法令に基づく措置を実施するために、総務省および経済産業省ならびにその他の関係機関に開示させていただく場合
があります。また、効果的な対策を目的とした情報共有のために、他の携帯電話・PHS事業者およびURLフィルタリング関連会社などの第三者に開
示させていただく場合があります。これらのような情報開示を望まれない場合は、当申告窓口への転送をお控えください。●迷惑メール送信が確認
された契約者に対して「利用停止・契約解除」の措置を行っております。●画面はイメージです。実際の画面とは異なります。●表示されるサービス、
情報量など機種によって異なります。

詳しくはソフトバンクホームページをご覧ください。
http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/antispam/

迷惑メールに関する詳細は、ケータイあんし
んBOOKまたはソフトバンクホームページ
（www.softbank.jp）をご覧ください。

●表紙見本

迷惑メールは「迷惑メール申告窓口」へ転送してください。

a@b.c
●stop@meiwaku.softbankmobile.co.jpも利用可能です。

メッセージ作成

080XXXX1234,200
X0701,男女アクセス
No.1サイト♡ゼッタ
イ見て見て！♡URL：
http://www.XXXX
XXXXX

〈例〉20XX年7月1日 に着信した080-XXXX-1234からの迷惑メールを申告する場合

080XXXX1234 ,20XX0701 ,
迷惑メール送信元の電話番号

（お客さまの電話番号ではありません）
受信された年月日

カンマ

迷惑メール対策をしよう！　ソフトバンクは迷惑メール対策に取り組んでいます。

＜20歳未満の方のご契約の場合＞保護者の方から、フィルタリングサービスが不要とのお申し出がない場合には、「ウェブ利用制限」を設定させていただきます。
＜20歳以上の方のご契約の場合＞ 18歳未満の方がご使用する場合には、ご契約時にその旨をご申告ください。

フィルタリングに関する
重要なお知らせ

平成21年4月1日（水）より、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律（以下、本法）」が施行されました。
本法に基づき、ソフトバンクでは、ご契約時に次の対応を行いますので、あらかじめご了承ください。

※本法にて、保護者の方に義務付けられています。この場合、ご契約者さまから、不要とのお申し出が
ない場合には、「ウェブ利用制限」を設定させていただきます。

あんしん&サポート

お取り扱い窓口：ソフトバンクショップおよびソフトバンク取扱店※1、My SoftBank※2、総合案内※2

ご契約者ご本人さまか親権者がお申し込みいただけます。なお、親権者によるお申し込みには親権者の本人確認書類が必要です。

※1 新規ご契約および機種変更と同時のお申し込みの場合のみ受付となります。
※2 ご契約者ご本人さまのみお申し込みいただけます。

P.82お申し込み方法

お子さまが安心・安全に携帯電話を利用するためには、フィルタリングなどの携帯電話の機能を設定するだけではなく、携帯電話の使い方についてご家族でしっかりと話し合い、
保護者の見守りと、お子さまがケータイマナーを身につけるルールづくりが大切です。　　　　　　詳しくは、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。

家族で話そう！お子さまのケータイ利用のルール

みまもりケータイ SoftBank 005Z
機能制限機種販売について

保護者の方がお子さまに安全かつ安心にケータイを持たせるためのサポートとして、ソフトバンクモバイルでは小中学生のご利用者さま向けに
メールとウェブ機能を制限した機種をご提供させていただきます。詳しくは店頭にてお問い合わせください。

偽装電話について 発信者の電話番号を偽装し、警察やご自宅等の電話番号を表示させ、詐欺等の行為におよぼうとする事象に関する情報が寄せられています。このような電話を受けた
場合は、一旦通話を終了し、折り返し電話をかけ直して確認してください。詐欺などの疑いがある場合は、最寄りの警察へ相談してください。

ソフトバンクの、安心・便利な充実サポート。

あんしん&サポート

大規模災害発生時に、災害用伝言板へ安否情報をご登録いただけます。

気象庁が配信する緊急地震速報※1と、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報※2を対象エリアの対応ソフトバンク携帯電話に
一斉配信します。受信すると、警報音・バイブレーション・画面表示で、強い揺れが予測される地域や、災害や避難に関する情報を
お知らせします。緊急速報メールアプリの受信設定から「利用する／しない」の切り替えが可能です。

対応機種についてはP.49～50をご確認ください※3。サービス開始時期などの詳しい内容は、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）にてご確認ください。

全国各地でご利用可能エリアの拡大、つながりにくいエリアの解消、屋内対策を行っています。詳細は、店頭の冊子またはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。
（地域ごとの詳細がご覧いただけます。）

毎月1日と15日、防災週間（8月30日～9月5日）、防災とボランティア週間（1月15日～21日）、および正月三が日（1月1日正午～
1月3日午後11時）は体験サービスをお試しいただけます。

□ 全角100文字までのコメントが登録可能　 □ 1電話番号あたり80件まで登録可能

□ ソフトバンク携帯電話や他社携帯電話、パソコンから確認可能

□ 安否情報を登録者が指定した10件のメールアドレスまで自動でお知らせ。さらに、ケータイ基本パック
　 またはS!電話帳バックアップ加入で、お知らせ先を20件まで拡大可能

SoftBank 3G（Yahoo!ケータイ対応機種）、iPhone、SoftBank スマートフォン（Xシリーズを含む）※2対応機種

■ 2010年3月1日より、他社の災害用伝言板に登録されたメッセージを簡単に検索・確認できる「全社一括検索」が可能になりました。

安否情報登録

安否情報確認

自動Eメール送信

安否情報登録

■状態
　無事です
　自宅にいます
　被害があります
　避難所にいます

■ｺﾒﾝﾄ入力
明日戻ります。

登録

安否情報
登録画面

※1 お知らせメールおよびMy SoftBankからアクセスする最初のページにつきましては通信料がかかります。※2 Wi-Fiでの接続時は「安否情報確認」のみ可能です。他社携帯電話やパソコンでも、
インターネットを通じて「安否情報確認」は可能です。●他社携帯電話事業者が提供する災害用伝言板サービスへのアクセスにはパケット通信料がかかります。●画面はイメージです。

●電話番号はハイフンなしで、数字・カンマ「 ,」は
半角で入力してください。

※1 気象庁の緊急地震速報とは、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模（マグニチュード）を直ちに推定し、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度4以上）が予測される
地域を、可能な限り素早く知らせる情報です。※2 災害・避難情報は2012年2月開始予定です。※3 一部機種は緊急地震速報のみ対応（災害・避難情報非対応）。該当機種では「緊急地震速報」のアプリでサービスをご利用いただけます。

ソフトバンク携帯電話から ＞ 
Yahoo!ケータイ s 災害用伝言板
iPhoneから ＞ 
災害用伝言板アプリ
SoftBank スマートフォンから ＞ 
災害用伝言板アプリまたはMy SoftBank 
他社携帯電話、パソコンから ＞
http://dengon.softbank.ne.jp
（安否情報確認のみできます。）

ご利用方法

SoftBank スマートフォン：緊急
速報メールアプリの受信設定で
「利用する」に設定する

アクセス

「3Gエリア改善ご要望フォーム」へのアクセス3Gエリアの改善にむけて ーお客さまの声をお聞かせください！ー
ソフトバンクでは、お客さまからのエリア改善のご要望に対し、迅速かつ適切なエリア対策を行うため、専
任部門としてエリアサービスセンターを設置し、お客さまにご満足いただけるサービス提供の実現に取り
組んでいます。SoftBank 3Gがつながりにくかった場所がございましたら、ぜひともお聞かせください。

通信料 無料※1

携帯電話から ＞ Yahoo!ケータイ s 設定・申込 s お客様窓口 s

パソコンから ＞ http://mb.softbank.jp/mb/service_area/

またはコチラよりアクセス！＞＞

お申し込み 不要 月額使用料 無料

未成年のお客さまがご契約される場合は、原則親権者の同伴が必要です。ご契約者、もしくはご使用者が20歳未満で、フィルタリングサービスが不要の場合は、その理由を親権者に確認させていただきます。ご注意事項

迷惑メール申告窓口

ウェブ安心サービス
ソフトバンクは「有害サイトアクセス制限サービス」PRキャン
ペーンに参画しています。詳しくは、社団法人電気通信事業者
協会のホームページにてご確認ください。（www.tca.or.jp）

20歳未満のお子さまに （月額使用料無料）

Yahoo!きっず ウェブ利用制限 ウェブ利用制限（弱） ウェブ利用制限（弱）プラス

Yahoo!きっず ウェブ利用制限 ウェブ利用制限（弱） ウェブ利用制限（弱）プラス

有害サイトへのアクセスをブロック！ アダルトサイトや出会い系サイトなど、特定URLへのアクセスを制限。お子さまの年齢や知識、判断力などに応じて、保護者さまが選べます。

＜アクセス制限されるサイトカテゴリー＞
以下のカテゴリーに登録されたURL（特定URL）へのアクセスが制限されます。「特定URL」およびカテゴリーは、ネットスター株式会社の基準により分類・登録されています。
●各カテゴリーにおいて、インターネット上にあるすべてのサイトを制限することを保証するものではありません。●EMAにより認定されたサイトは、ウェブ利用制限・ウェブ利用制限（弱）・ウェブ利用制限
（弱）プラスで閲覧可能となります。●個別のサイトがどのカテゴリーに含まれるかについては、ネットスター株式会社ホームページ（http://category.netstar-inc.com/）にてご確認ください。

＜暗証番号の入力＞サービスにご加入いただくと、有料コンテンツ購入の際に、暗証番号認証が必要となります。暗証番号を保護者が管理することで、お子さまの判断に 
よるコンテンツ購入抑止の効果があります。 
●SoftBank スマートフォンでは、ご契約時に登録いただいた4桁の暗証番号を入力せずに Android マーケットTM でアプリケーションを購入できますのでご注意ください。「あんしん設定アプリ」をご利用い
ただくことで、 Android マーケットTM の利用を制限できます。

×＝制限

※1 EMA：青少年の保護と健全な育成を目的とし、サイト管理体制の審査・認定および啓発・教育活動を行う第三者機関です。※2 ネットスター株式会社のURLリスト分類基準に基づき、「子どもの利用への配慮
レベル1～3」に分類されたコミュニケーションサイトが対象となります。※3 TwitterやFacebookなど、国際的に広く利用されている一部のコミュニケーションサイト。●上記サービスをご利用いただくには、
S!ベーシックパック［月額315円（税込）］への加入が必要となります。●上記のサービスを申し込まれる場合は、制限対象となる月額課金コンテンツ登録を事前に解除してください。なお、フィルタリング加入
後は、制限対象ではないコンテンツであっても、登録の解除にお客さまのパソコンからのお手続きが必要となる場合があります。●Wi-Fiを利用してインターネットに接続する場合に、ウェブ安心サービスは適
用されません。●詳細はhttp://mb.softbank.jp/mb/support/3G/filtering/をご確認ください。

※4 「知らない人からの誘い出し（出会い）」が起きにくいサイト運営（機能提供）や、不適切な書き込みへの対処（監視や削除）の実施、アダルトなど不適切広告が掲載されていないなど、子どもの利用への配慮・対応が
されたコミュニケーションサイト。詳しくはネットスター株式会社ホームページ（http://category.netstar-inc.com/）にてご確認ください。※5 ウェブ利用制限（弱）プラスでは一部のサイトが閲覧可能となります。

カテゴリー 説  明 ウェブ利用制限 ウェブ利用制限（弱）／
ウェブ利用制限（弱）プラス

不法 違法と思われる行為、著作権や商標権の侵害行為 × ×
薬物 違法と思われる薬物、不適切な薬物利用 × ×
自殺 自殺誘引 × ×
出会い 出会い（出会い系、家出情報、結婚紹介サービス） × ×
暴力・恐怖 暴力組織・カルト、グロテスク・ショッキング × ×
ポルノ 性行為、ヌード・セミヌード、性風俗、アダルト検索・リンク集、フェティシズム、文章による性的表現 × ×
裏情報 裏情報（公序良俗に反する行為を助長する情報） × ×
セキュリティ クラッキング、不正コード配布、フィッシング詐欺・ワンクリック詐欺 × ×
翻訳・キャッシュ ウェブ翻訳、検索キャッシュ、プロキシ × ×
コミュニケーションサイト
●学校ドメイン（ac.jp）は除く。

子どもの利用への配慮が不足、大人が対象（レベル0） × ×※5

子どもの利用への配慮レベル1～3※4 ×
ギャンブル・宝くじ ギャンブル・宝くじ × ×
飲酒・喫煙 喫煙、飲酒、アルコール製品 × ×
成人娯楽 成人娯楽（グラビアアイドルなど成人向け画像、ホラー映画などの情報） ×
主張 極端な主張（一方的な主張、誹謗・中傷） ×

ソフトバンク指定の子ども向けサイトのみ閲覧可能です。 制限対象は下の表の通りです。

　　　　　　　　　　　　　   iPhoneのフィルタリングについて
「Yahoo!あんしんねっと」（月額使用料無料）をご利用いただくことで、Wi-Fi接続時にもフィルタリングサービスをご利用いただけます。

iPhoneをご利用のお子さまに

「あんしん設定アプリ」（月額使用料無料）をご利用いただくことで、お子さまが利用するアプリや機能を保護者の方が制限できます。
※X01HT、X02HT、X03HT、X04HT、X05HT、X01NK、X02NK、X01T、X02T、X01SCを除く。

●いずれも、詳しくはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご覧ください。

SoftBank スマートフォン※をご利用のお子さまに

ソフトバンクはお子さまにとって有害とされるサイトへのアクセスを制限する「Yahoo!きっず／ウェブ利用制限」を提供しております。
未成年者のインターネット利用については、保護者さまの十分な理解・責任のもとご判断ください。

災害用伝言板サービス

緊急速報メール

サービスエリアについて

Yahoo!きっず ウェブ利用制限 ～標準設定～
ウェブ利用制限（弱）
ウェブ利用制限（弱）プラス

利用の目安
通話・メールの利用がほとんどだが、今後インターネットを
少しずつ利用しはじめるという方向け。 【小学生程度】

インターネットを活用しつつ、しっかりと安全は守りたいと
いう方向け。 【中学生程度】

インターネットに慣れていて、掲示板やブログなどコミュニ
ケーションサイトを適切に利用できる方向け。 【高校生程度】

閲覧が許可
されるサイト

○ Yahoo!きっず（お子さま専用のポータルサイト、および 
図鑑・クイズなど子供向けコンテンツ）。

○災害用伝言板にもアクセスできます。

○指定された制限サイトカテゴリー以外へはアクセスできます。
○EMA※1認定サイトへはアクセスできます。

○ 指定された制限サイトカテゴリー以外へはアクセスできます。
○EMA※1認定サイトへはアクセスできます。
○ 子どもの利用に向けた配慮がされていれば、コミュニケー
ションサイト※2へもアクセスできます。

その他一部のサイト※3へもアクセスできます。

閲覧が制限
されるサイト 許可されたサイト以外へは一切アクセスできません。

違法、出会い系、暴力・恐怖、成人娯楽、主張など指定された 
制限サイトカテゴリーのURLにはアクセスできません。

違法、出会い系、暴力・恐怖など指定された制限サイトカテゴ
リーのURLにはアクセスできません。

最近のしつこい迷惑メールにより効果的な「強」設定ができました。
ぜひお試しください。

■ 迷惑メールフィルター「強」提供開始！

PCメールが届かないようにする「ケータイ／ PHS設定」もオススメです。
iPhoneやSoftBank スマートフォンでは、My SoftBankのメール設定をご利用ください。

Yahoo!ケータイ
トップページから
「設定・申込」を
選択。

「新登場の迷惑メール
フィルター「強」を
お試し下さい」を選択。
●個別設定からでも変更可能です。

「強」を選択して
OK。

My SoftBank
トップページから
「4メール設定」を
選択。

「迷惑メール
ブロック設定」を
選択。

iPhone／ iPadのメールサービス、Eメール（i）
の「迷惑メールブロック機能」を拡充！

Eメール（i）の迷惑メールブロック設定に「受信許可・拒否リスト」「なり
すまし拒否」「URLリンク付きメール拒否」「迷惑メールフィルター（設定
「強」）」 が追加されました。

心当たりのないウェブサイト使用料や登録料
などの請求は支払う必要はありません。左記
のようなメールにはご注意ください。

心当たりのない請求メールは無視！ また、ソフ
トバンクを騙ったメールにもご注意ください。

お客さまのお名前や住所は、必ずしも知られて
いるわけではありません。架空請求メールのほ
とんどは、業者が適当なメールアドレスに大量
送信しているだけです。

あわてて電話をしたり返信することは危険です。

1

2

3

〈例〉

（株）○○○　担当○○です。
この度、お客様ご使用中の携帯端末より、
認可ネットワーク認証事業者センター
を介入し、発信者端末電子名義認証し
ました。現在登録料金が未払いのまま
長期放置が続いており、これ以上放置
が続きますと、利用規約に伴い、住民
票取得、お客様の身辺調査了承後後日
回収機関により、調査費回収費用含め、
ご自宅、お勤め先、第三者への満額請
求と代わります。
早期に03*****までご連絡いただき、精
算、退会処理手続きをお願いいたします。
受付時間　平日9：00～18：00
※ご連絡なき場合手続き開始ご了承
とさせて頂きます。

1

2

3

QRコードから
のアクセスも
可能です。

お知らせ

架空請求メールに要注意！
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あんしん&サポート あんしん&サポート

料金から各種サービスまで、ソフトバンクに関する総合案内サービス。

音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報
の番号を押してください。接続後に短縮番号を押して
いただくと、ご希望のメニューをすぐに聞くこともで
きます。
（例：料金プラン変更　　　  →　→ 　）
係の者に直接お問い合わせされたい方や、自動音声で
ご案内できない内容につきましては、係の者が応対さ
せていただきます。

31 5 7 1

★印のご案内、手続きのメニューは、ご契約時の4桁の暗証
番号が必要となります。

ご利用方法

海外からのお問い合わせ

受付時間

マークのついたメニューは、24時間受付と
なります。

●係の者の受付時間は9：00～20：00となります。

［ご注意］●操作できない場合には、「（　トーン）」を押すなどの操
作をしていただき、プッシュトーンに切り替えてご利用ください。
●個人情報保護のため、係の者におつなぎする際、携帯電話番号お
よび暗証番号の入力をお願いしております。●契約内容の変更お
よび照会については、契約者ご本人さまからのみの受付となりま
す。●ご変更の申し込み日時によりサービスが適用される日が変
わりますので、ご変更いただく際のガイダンスをお確かめくださ
い。●24時間受付メニューでもお客さまのサービス内容や契約形
態により受付できない場合があります。●当月分概算通話料金の
ご案内は、通常前日分までの通話料金合計をご案内しますが、お問
い合わせの時間やシステムの都合により、ご案内できない場合があ
ります。なお、ご案内する料金は、指定割引など割引サービス適用
前の概算料金となります。●プリペイドサービス対応携帯電話を
ご利用のお客さまは、自動音声応答によるご契約内容の変更およ
び料金案内、紛失・盗難による通話停止の受付はご利用になれませ
ん。●お客さまとの通話は、内容を正確に把握して対応させていた
だくため、また、サービスの向上、オペレーターの教育、円滑な業務
遂行を目的として原則記録、使用させていただきます。●弊社コー
ルセンターの品質向上のため、お客さまのお問い合わせに対応させ
ていただきましたオペレーターについて、アンケートなどをお願い
することがあります。なお、当該記録をこれらの目的以外に使用す
ることはございません。●メンテナンス工事によりご利用いただ
けない時間があります。●音声応答のメニューは予告なく変更と
なる場合があります。変更になった際は、ソフトバンクホームペー
ジ、冒頭ガイダンスなどでその旨、ご案内いたしますので、あらか
じめご了承ください。

If you need to speak to an English speaking operator, please 
push the number 157 for general & fare information, and 
then 8.

滞在国から　  ＋81-3-5351-3491
　　　　　　　（有料・ソフトバンク携帯電話からは無料）

国内からのお問い合わせ

 ☆IP電話などをご利用の方へ   

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
が下記の番号へお掛けください。
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）

自動音声応答サービス 24時間受付（一部を除く）  & 無料サポート

ご利用料金および 
ソフトバンクポイント 
案内（無料）
ソフトバンク携帯電話から

5 5 5 5

紛失・故障受付
（無料）
ソフトバンク携帯電話から

一般電話から

1 1 3

     0800-919-0113

総合案内（無料）
ソフトバンク携帯電話から

1 5 7
一般電話から☆

     0800-919-0157

請求金額のご案内★

ソフトバンクポイントのご案内★

携帯電話機の割賦契約内容照会★

概算通話料金のご案内★

2

3

4

1

短縮番号

ご利用料金に関するお問い合わせ2

係の者へおつなぎします9

あんしん保証電池パック無料送付
サービス、およびポイント付属品 
交換サービスのお申し込み

4

ご利用料金のご案内★

ご請求内容の確認★

携帯電話機の割賦契約内容確認★

ご加入中のサービス内容のご確認★

その他、料金に関するお問い合わせ

32
22

2
2

2 1

4
9

2
3

1

4
9

回線停止・停止解除・紛失ケータイ捜索サービス★

故障・電波状況に関するお問い合わせ

携帯電話機操作のお問い合わせ

PUKコードのご案内★
3
4

1
2

3
4

11
1
1
1

2

料金プラン、割引サービス変更★

オプションサービス変更★

お支払い方法の変更

携帯番号ポータビリティ（MNP）・解約に関する
お問い合わせ★

その他、ご変更内容に関するお問い合わせ

あんしん保証電池パック無料送付サービスのお申
し込み★

ソフトバンクポイントによる電池パックお申し込み★

ソフトバンクポイントによる充電器交換お申し込み★

その他の付属品交換受付、お問い合わせ

ご利用料金・ご契約内容に関するお問い合わせ

各種ご変更手続きのお問い合わせ

携帯電話機操作のお問い合わせ

各種サービスに関するお問い合わせ

1
2
3
4

2
3
9

1

3
2

4

1

9

前日までの当月分概算通話料金のご案内

前月分概算通話料金のご案内
1
2

11
1 2
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2
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1 紛失等による回線停止、
故障および携帯電話機操作の
お問い合わせ

1

各種変更手続きに関するお問い
合わせ3

回線停止・停止解除・紛失ケータイ捜索サービス★

故障・電波状況に関するお問い合わせ

携帯電話機操作のお問い合わせ

PUKコードのご案内★
3
4

1
2

3
4

11
1
1
1

2

●電話番号はお間違いの
ないようおかけください。

●電話番号はお間違いの
ないようおかけください。

ポイントを貯める

ポイントを使う

ポイントを確認する

お申し込み方法 パソコンから ＞ http://onlineshop.mb.softbank.jp/ 　ソフトバンク携帯電話から ＞ 157 ＞ 4

ソフトバンクポイントプログラム 月額使用料 無料お申し込み 不要

※ ポイント起算日から1年分のポイントを1年度とし、3年度が経過すると1年度のポイント未使用分が消滅します。●基本使用料・通話料・通信料等
の各種割引サービス適用後のご請求金額がポイント加算の対象となります。ポイントには、ソフトバンク携帯電話のご利用金額に応じてたまる「基本
ポイント」と特定のオプションサービスにご加入いただいたことによってたまる「ボーナスポイント」があります。●ポイント対象機種はSoftBank 
3G携帯電話（プリペイド携帯電話を除く）です。●100円（税抜）未満の金額は、ポイント加算されません。●ポイントは1回線（電話番号）ごとに加
算されます。●契約事務手数料・機種変更手数料などの事務手数料、104番号案内電話料金、コンテンツ情報料、S!まとめて支払い利用料、携帯電話機
の分割支払金／賦払金、消費税、ユニバーサルサービス料などはポイント加算の対象外となります。●一部ポイント加算の対象外の料金プランがあ
ります。詳細はソフトバンクホームページでご確認ください。●保有ポイントの上限はありません。●獲得したポイントを他人へ譲渡することはで
きません。ただし、回線を他人に譲渡・承継した場合、ポイントは譲受者／承継者へ引き継がれます。●回線を解約した場合、ポイントも消滅します。
●当社ホームページへの掲載、文字メッセージの配信または当社が適当であると判断する方法にて変更の内容を通知することによって、当社はポイン
ト加算対象項目について変更できるものとさせていただきます。●ポイントは回線ごとに貯まります。

月々のご請求金額100円（税抜）につき基本ポイント
2ポイントが毎月たまる

［ポイント有効期限：最大3年間※］

毎月のソフトバンク携帯電話のご請求金額に応じて貯まったポイントを、機種変更や修理代金などの割引に使えます。

■ 毎月貯める

■ 割引で使う

■ 交換で使う　 ○電池パック、充電器などのオプション品などと交換

1,000ポイント毎に1,050円（税込）割引

※1 ポイントを使用する請求グループと一括で請求することが条件となります。※2 すべての修理メニューで利用できます。修理完了品のお引き渡し時点でお手持ちのポイントを利用することができます。※3 オプション品のポイ
ント割引の対象商品は「急速充電器（ACアダプターを含む）」となります。全国のソフトバンクショップでの購入のみとなります。対象商品は当社の都合により追加、削除、変更または一時停止されることがあります。ポイント付属品
交換（付属品交換サービス）の必要ポイント数と異なる場合があります。●1,000ポイント単位でご利用いただけます。●同一請求グループ内のポイントを使用する場合、同一請求グループ内の契約者全員の事前同意が必要です。

※交換可能商品は時期により異なります。数に限りがあります。●在庫状況によりお申し込みいただけない場合があります。●商品によっては、一部
お取り扱いしていない場合があります。●契約者ご本人さまがお申し込みください。●交換可能な商品は当社の都合により、追加、削除、変更または一
時停止されることがあります。

●サービスの詳細およびソフトバンクポイントプログラム提供書については、ソフトバンクホームページ（http://mb.softbank.jp/mb/service/point/）をご覧ください。

1,000ポイントたまるとs1,050円（税込）割引
2,000ポイントたまるとs2,100円（税込）割引
3,000ポイントたまるとs3,150円（税込）割引

例えば

○新規※1の携帯電話機購入　　○機種変更の携帯電話機購入　　○携帯電話機の修理代金の割引※2　　○オプション品の割引※3
機種購入 修理代金

割引

オプション品購入

オプション品

交換

お父さんグッズ※

ポイント確認方法
オンライン My SoftBankへログインいただくとトップページに表示されています。

パソコン、iPad、SoftBank スマートフォン、iPhoneから ＞ https://my.softbank.jp/ 　　 SoftBank 3G 携帯電話から ＞ Yahoo!ケータイ→設定・申込

お電話 ソフトバンク携帯電話から ＞ 　　　　　　　　　　　　　●ご契約時の4けたの暗証番号が必要です。5 5 5 5

2011年7月からご家族（同一請求グループ内）でポイントをご利用できるようになりました。お知らせ

24時間、ソフトバンク携帯電話の付属品やプリペイド
サービス対応携帯電話のご購入、新規・MNP（携帯電話
番号ポータビリティ）のご契約、SoftBank 3Gへの機種
変更ができるソフトバンクのオンラインショップ。パ
ソコンまたは携帯電話から、いつでもお気軽にご利用
いただけます。

●オンラインショップでは、一部お取り扱いしていない機種・商品がございます。●画面はイメージです。

ツイッターでもご紹介しています。
Twitter account：@sb_onlineshop

ソフトバンクショップ サービス内容オンラインショップ

携帯電話から ＞ 
http://onlineshop.mb.softbank.jp/ols/m/html/index.html 

パソコンから ＞ 
ソフトバンクホームページ（http://onlineshop.mb.softbank.jp/）

アクセス

手話カウンター
ソフトバンク渋谷では、聴覚に障害をお
持ちのお客さまが安心してご来店いただ
けるよう、手話スタッフが手話と筆談で
応対いたします。どうぞご利用ください。

［ソフトバンク渋谷3F］
Fax : 03-5459-6626　Tel : 03-5459-6625

●その他のショップでもiPhone／iPadを使った遠隔手話対応を
行っています。詳しくは右のQRコード、下記URLからご確認ください。
http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/contact/handicap/index.html#sign-center

ソフトバンクでは、「ソフトバンクモバイル資格認定制度」を導入し、お客さまに最適なソフトバ
ンクライフを提案できるスタッフの育成に取り組んでいます。スタッフの左胸のバッジを目印
に、お気軽にご相談ください。

ソフトバンクモバイル資格認定制度

CA（チーフアドバイザー）
最上位資格です。豊富な知識と経験
で、お客さまに最適なソフトバンク 
ライフをご提案できるスタッフです。

SA（シニアアドバイザー）
ソフトバンクに関する豊富な知識を
有し、お客さまに合った商品やサー
ビスをご提案できるスタッフです。

JA（ジュニアアドバイザー）
ソフトバンクに関する豊富な知識を
有しているスタッフです。

○新規販売　○故障修理受付　○各種変更　○機種変更　○付属品取扱
＊定休日および営業時間等については、各ショップへお問い合わせください。

おすすめ機種が
気軽に体験できる！

ソフトバンクショップでは、人気・おすすめの機種を手にとって 
体験できます。ぜひお立ち寄りください！

＜アフターサービスについて＞
保証：お買い上げになった携帯電話機本体・充電器類には、保証書がついています。保証書
の「お買い上げ日」と、「取扱店」の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に
保管してください。

保証期間：お買い上げ日より1年間（レンタル契約の場合には保証書はついておりません）。

お買い上げ品：取扱上の問題がない場合は、保証期間内の故障に限り、無償で修理いたしま
す。保証期間を経過したものの修理は、すべて有償となります。

レンタル品：保証期間はありません。取扱上の問題がない場合の故障は、無償で修理または
交換いたします。

オンライン料金案内（24時間受付）
■ 過去6ヵ月分のご請求金額が照会できます。
■ ご請求内容が項目ごとに照会できます。
■  お申し込み不要、使用料無料でご利用いただけます。

ご利用にあたっての注意事項
各種料金プラン・サービスの注意事項をご確認いただけます。

●ご利用には登録が必要です。ソフトバンク携帯電話からも登録できます。
●新規ご契約日の翌々日からMy SoftBankにご登録いただけます。

「○」は、ソフトバンク携帯電話およびパソコンからご利用いただけます。「◎」は、ソフトバンク携帯電話からのみご利用いただけます。「△」は、パソコンか
らのみご利用いただけます。※ ご契約内容によってメニュー表示されない場合があります。●機種によってはご利用いただけない場合があります。●画
面はイメージです。実際の画面とは異なります。●表示されるサービス、情報量など機種によって異なります。

●ご利用には通信料がかかります。

利用状況の確認　○利用料金・ポイント ○契約内容 ○オンライン料金案内 ◎有料コンテンツ利用状況 ◎従量コンテンツ課金状況※
◎有料コンテンツ解除履歴　◎自動配信コンテンツ一覧※ ◎コンテンツ・キー課金状況※

各種変更手続き　○料金プラン・割引サービス ○オプションサービス ○住所変更 ○メール設定（アドレス・迷惑メール等） ◎ユーザー
ID通知設定※ ◎製造番号通知設定※ ◎情報料暗証番号省略設定 ◎オープンコンテンツ設定 ◎受信通知再送※ △回線の一時中断・再開

アクセス履歴閲覧機能　△利用したパケット通信のアクセス履歴を、お客さま自身でパソコンから検索・閲覧できる機能です。閲覧可能
なパケット通信履歴の詳細は、パソコン版のMy SoftBankをご参照ください。

ケータイやパソコンから利用状況の確認や、各種変更手続きを行うことができる。

ご利用方法

●オンライン料金案内では、請求金額を最大6ヵ月前まで遡ってご
確認いただけますが、ご請求先の変更や譲渡、一括請求などのお手
続きによりご請求先番号が新しくなった場合、旧番号でのご請求金
額は表示されなくなります。表示されない分の確認をご希望の場
合は、お手数ですが請求当時のご契約者ご本人さま、あるいはご請
求先名義人さまよりソフトバンクカスタマーサポートまでお問い
合わせください。●新規でご契約または契約変更をされたお客さ
まは、原則「オンライン料金案内」のご利用となり、「請求書」の郵送
は別途お申し込みが必要となります（詳しくは別冊子「料金プラン
&割引サービス」をご確認ください）。

ソフトバンク携帯電話から ＞ 
Yahoo!ケータイ s 設定・申込 s

パソコンから ＞ 
ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）s My SoftBank

My SoftBank

お知らせ 2010年5月中旬より暗証番号の入力を含めたログイン方法の変更を行い、より使いやすくなりました。詳細につきま
しては、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。

●iPhone、SoftBank スマートフォンからも
ご覧いただけます。
http://info.mb.softbank.jp/f/provision/

QRコードからは
通信料無料！

■ パケット通信で高額にならないために！
■ 解除料がかかるサービスを確認！
■ 海外でご利用になる前に！　　　  など 詳しくは

コチラから＞＞

ソフトバンク携帯電話、パソコンから ＞
My SoftBank s オンライン料金案内
アクセス

ソフトバンク携帯電話から ＞
Yahoo!ケータイ s 設定・申込 s
ご利用にあたっての注意事項

アクセス
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このような場所では、 
携帯電話の使用が禁止されています。

●車両の運転中は、交通事故の原因となりますので携帯電話を使用しな
いでください。2004年11月1日から運転中の携帯電話の使用は、罰則の
対象となる場合があります。●病院、研究所など携帯電話の使用が禁止
されている場所では、医療機器などに影響をおよぼす場合がありますの
で電源をお切りください。●航空機内では、運航の安全に支障をきたす
恐れがありますので電源をお切りください。

このような場所では、 
携帯電話を使用しないでください。

●映画館、劇場、美術館などでの鑑賞中は電源をお切りください。●混
雑した場所では、電源を切るよう心がけてください。●ゴルフ場などの
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。

このような場所では、 
特にマナーを守って使用しましょう。

●電車の中では、周りの方のご迷惑にならないよう、ご注意ください。
新幹線の中ではデッキなど迷惑にならない場所まで移動して使用してく
ださい。●レストランなどの静かな場所では、声の大きさに注意しましょ
う。（「バイブレータ機能」や、着信音などを消去できる「サイレント機能」
をご利用ください。）

ご利用にあたってのご注意
●水、汗、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所での使用や、設置はしないでください。故障、火災、感電などの原因となることがあります。以下の場合は水濡れ故障の原因となることがありますのでご注意ください。 
・ポケットに入れて汗で濡れた場合。・濡れた手で操作した場合。・雨の中で操作した場合。・湿ったものと一緒にバッグに入れた場合。・濡れたテーブルに置いた場合。・濡れる可能性が高い所で使用した場合（レジャー・入浴など）。 
・トイレに落とした場合。・水たまり、川などに落とした場合。・洗濯機に入れた場合。・お風呂に落とした場合。●ソフトバンク携帯電話は電波を利用しているため、サービスエリア内であっても電波の届かない所（トンネル・地下・山
間部など）では発着信できません。また屋内・ビル陰・窪地やカバンの中など電波状況の悪い所では発着信できないことがあります。通話中にこのような場所へ移動しますと、途中で通話が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。●ソフトバンク携帯電話はデジタル方式の特性として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中、この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることもあります。あらかじめご
了承ください。●ソフトバンク携帯電話は高い秘話性を有しておりますが、電波を利用している関係上、盗聴される可能性がまったくないとはいえません。十分留意してご使用下さい。●補聴器とソフトバンク携帯電話を同時にご使
用になると、雑音が入る場合があります。●ソフトバンク携帯電話をご家庭のテレビ、ラジオ、電話機の近くやカーオーディオの近くでお使いになると、影響（ノイズ）を与えることがありますのでご注意ください。●お客さまのご都
合により解約された場合、契約事務手数料やお買い上げ品代金等は、お返しできません。●商品の故障、誤動作、または電池切れなどの外部要因により、通話などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的補償につい
ては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●お客さまご自身でソフトバンク携帯電話、USIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださいますようお願いします。万が一、
登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、弊社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。〈携帯電話機の取扱について〉●携帯電話機や電池パックをカバンの中などに入れて携帯される場合、一緒に鍵・
ライター・ネックレスなどの金属物を入れるとバッテリーの端子に接触してショートし、バッテリーが壊れたり金属物が高温になることがあり非常に危険です。携帯される時は専用ケースに入れるか、金属物と一緒に入れないなど十
分ご注意ください。●分解や改造はしないでください。発熱・発火・破損の原因となります。●専用の電池パックや充電器などのオプション品を使用してください。指定のオプション品以外を使用すると、発熱・発火や故障の原因と
なります。●故障したら使用を止め、すぐ修理にお出しください。●携帯電話機使用中または充電中に、煙が出たり異臭がした場合はただちに使用を中止し、弊社紛失・故障受付までご連絡ください（→P.82）。

■ 心臓ペースメーカなどをご使用の方へ
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、ペースメーカなどの装着部位から22cm以上離して携行・使用してください。自動電源ON／ OFF機能のある機種については、特にご注意ください。

■ 携帯電話、PHSおよびBWA（広帯域移動無線アクセス）のサービスを提供する事業者間での料金未払い情報の交換について
契約解除後に料金未払いのあるお客さまの情報を携帯電話、PHSおよびBWA（広帯域移動無線アクセス）のサービスを提供する事業者間で交換いたします。その情報は契約申し込み受付時の加入審査に活用しますので、料金未払いの状況によって
はお申し込みをお受けできないことがあります。詳細につきましては、社団法人電気通信事業者協会（TCA）ホームページの「不払い情報の交換」（www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html）をご覧ください。

■ ソフトバンクグループの通信会社間での料金未払い情報の交換について
2007年10月1日以降、ソフトバンクモバイル、ソフトバンクテレコムおよびソフトバンクBBのソフトバンクグループ通信会社三社は、新規にサービスをお申し込みになるお客さまの加入審査に利用するため、各社において契約が解除済
みでかつ料金未払いであるお客さまの情報を三社間で交換いたします。交換を行う方法や情報の内容、その取扱いについての詳細は、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。

■ 携帯電話、PHSのサービスを提供する事業者間での迷惑メール等送信行為に係る情報の交換について
2006年3月1日以降に、一時に多数の者に対する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反する電子メールの送信、またはその他の電子メール送受信に支障を生じさせるおそれのある送信行為により利用停止措置（契約
解除を含む）を受けたお客さまの情報を携帯電話、PHSサービスを提供する事業者間で交換します。その情報は、契約申し込み受付時の加入審査に活用しますので、該当するお客さまは、お申し込みをお受けできないことがあります。
詳しくはソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。

■ 携帯電話・PHSのサービスを提供する事業者間での携帯電話不正利用防止法※に基づく利用停止情報の交換について
2009年3月以降に、「携帯電話不正利用防止法」の規定に基づき、警察から本人確認の求めのあった回線について、本人確認に応じていただけずに利用停止措置を受けたお客さま（特別利用停止者）の情報を携帯電話、PHSサービスを提
供する事業者間で交換します。その情報は契約申し込み受付時の加入審査に活用しますので、該当するお客さまは、お申し込みをお受けできないことがあります。
※ 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律。

■ 個人情報の利用に関する規定
ソフトバンクモバイル株式会社（以下、「当社」といいます。）は、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」を踏まえ、当社が収集し利用するすべての個人情報をその対象として、個人情報の利用・取り扱いに関する指針（以
下、「プライバシーポリシー」といいます。）を定め、公開しております。当社は、このプライバシーポリシーを遵守すると共に、お客さまの情報をはじめとするすべての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言致します。詳
細につきましては、ソフトバンク携帯電話やソフトバンクホームページからご覧いただけます。

 

また、当社は、プライバシーポリシーの内容の全部または一部を改定することがありますが、その場合には当社ホームページ上などにおいてお知らせいたします。

ご注意　ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください

全国のソフトバンクショップでは、ご不要となりました携帯電話、電池、USIMカード、充電器類を他社ケータイ・メーカーを問わず右記のマークのあるお店で回収
し、リサイクルを行っております。回収した携帯電話は、個人情報保護の観点からお客さまの目の前で破砕し、安心してリサイクルにご協力いただけるよう留意し
ております。リサイクルにより抽出される希少金属は、電子機器などの部品の原料として再利用され、地球環境の保全に役立っています。

※ リサイクルのために回収したものは、ご返却することができません。※ 個人情報保護のため、携帯電話に保存されているお客さまの情報（電話帳、メール、発着信履歴、写真・動画など）
は事前に消去願います（初期化すると一括消去できます）。

ケータイのリサイクルにご協力をお願いします。

ご利用にあたって 携帯電話はマナーを守って快適に　電源OFF時には、留守番電話サービスなどが便利です

アクセス ソフトバンク携帯電話から ＞ Yahoo!ケータイ s メニューリスト s My SoftBank s プライバシーポリシー　　パソコンから ＞  ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）

あんしん&サポート ご案内

メモリサポート
今お使いの電話帳データをそのままソフトバンクケータイへ
移せます。（一部対応していない機種があります） 
●ソフトバンクショップおよび一部ソフトバンク取扱店で承ります。

お知らせ一斉送信サービス
登録しているメールアドレスに、お客さまの新しいメールアドレス
を一斉にお知らせできます。（一部対応していない機種があります）
●ソフトバンクショップおよび一部ソフトバンク取扱店で承ります。

転入手数料は無料
番号ポータビリティ（MNP）でソフトバンクに移
転する際の転入手数料はかかりません。なお、新
規契約事務手数料3,150円（税込）が必要です。

ソフトバンクモバイル株式会社・
警察庁・都道府県警察

■ これらをお持ちになるとスムーズに契約できます。 MNP予約番号……「MNP予約番号」の有効期限は予約当日を含め、15日間です。 前のケータイ会社の請求書

「MNP予約番号」を持って、ソフトバンクショップ、ソフトバンク取扱店、ソフトバンクオンラインショップへ。
お申し込みの際に必要なものは、P.85の「お申し込みの際にご用意いただくもの」欄をご参照ください。

STEP 2

［ 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）受付中！］
他社からソフトバンク携帯電話へのりかえる場合、携帯電話番号ポータビリティ（MNP）をご利用
いただくことで、これまでお使いの電話番号をそのまま引き継ぐことができます。

＜番号ポータビリティ（MNP）ご利用時の注意点＞●現在契約している携帯電話会社が発行したメールアドレスは引継ぎできません。●現在契約している携帯電話会社が提供しているサービス（料金プラン・割引サービスなど）は解約と
ともに終了となります。●コンテンツプロバイダが提供しているコンテンツや電子マネーなどは引継ぎできない場合があります。●年間契約などの割引サービスを契約している場合は、解約に伴い、別途費用が発生する場合があります。
●変更後の携帯電話会社から発売されている携帯電話が必要になります。●お客さまの契約状態などによっては、電話や携帯Webでの予約ができない場合があります（番号ポータビリティ（MNP）予約の条件は各社の規定によります）。

現在契約している携帯電話会社に番号ポータビリティ（MNP）を申し込む。
今お使いのケータイ会社の番号ポータビリティ（MNP）予約窓口にご連絡いただき、「MNP予約番号」をお受け取りください。

STEP 1
●電話番号はお間違いのないようおかけください。

NTT docomo au／沖縄セルラー ディズニー・モバイル イー・モバイル

ケータイ・
一般電話から

ケータイから 151
一般電話から 0120-800-000 0077-75470 0800-100-5533 0120-736-157

受付時間 9：00～20：00 受付時間 9：00～20：00 受付時間 9：00～20：00 受付時間 9：00～20：00

ウェブから

iモードから 
i-menu s お客様サポート s

 お申込･お手続き s
PCから My docomo

（www.mydocomo.com）s

受付時間 24時間（システムメンテナンス時間を除く）

EZ webから
TOP s auお客さまサポート s

申し込む／変更するs

Disney Webから
TOP s 設定・申込 s 
各種変更手続き s

EMnetから
TOP s 料金&各種申込 s 

PCからイー・モバイルホームページ
（www.my.emobile.jp/cn/）  s　　

受付時間 9：00～21：30 受付時間 9：00～21：30 受付時間 24時間
（システムメンテナンス時間を除く）

携帯電話の3Gサービスの利用制限を行う場合があります。

警察機関と連携し、本人確認を強化しています。

取 り 組 み 2

取 り 組 み 1

①本人確認書類原本による審査…契約にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承願います。
②警察機関などへの情報提供…… より確実な本人確認を行うため、契約受付時に提示された運転免許証などの記載内容について確認が必要な場合、それらの

情報を警察機関などに提供させていただく場合があります。

●契約者本人確認書類を偽造・改ざんしたり、これらの書類を携帯電話の申し込みに使用することや、他人の名義で勝手に申し込みをした場合は、文書偽造
罪（刑法第155条）や詐欺罪（刑法第246条）に触れる行為となります。●携帯電話申込時の本人特定事項（氏名・住居・生年月日）の虚偽申告や、自己名義携
帯電話の無断譲渡、他人名義携帯電話の譲渡・譲受は、携帯電話不正利用防止法に違反する行為となります。

ご利用年数引き継ぎ［ ソフトバンクだけ！］
今、お使いの携帯電話会社のご利用年数に応じてソフトバンクの割引サービスを適用いたします。
●利用期間引継ぎは、ホワイトプラン／ゴールドプラン／オレンジプラン／ブループランが対象となります。
なお、利用年数確認のため、旧携帯電話会社のご利用期間がわかる書類（請求書など）の写しが必要です。

選べる番号サービス
電話番号の下4桁に、お好きな番号を無料で選べます。
●ただし、1111などの連続番号やご希望に添えない場合が
ありますのでご了承ください。

偽造書類等を利用して不正契約された携帯電話機が「振り込め詐欺」等の犯罪に利用されることを防止するため、以下の項目に該当
する携帯電話機を用いた3Gサービスの利用を制限する場合があります。
1. 窃盗（盗難）や詐欺等の犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造等）により
　不正に取得された場合

正規取扱店以外で購入された携帯電話機には、不正に取得されたものが含まれていることがあり、利用制限の対象となる
場合がありますのでご注意ください。

2.申込書の記入内容（氏名・住居・生年月日等）に虚偽の事項が含まれている場合
3.契約申込書に記入された連絡先に対し当社からの請求書等の郵便物が届かない場合
4.代金債務（立替払による分割支払金債務を含む）の履行がなされていない、またはその恐れが高い場合

携帯電話の不正契約防止に取り組んでいます！

番号ポータビリティ（MNP）お問い合わせ窓口（受付時間9:00～20:00）
ソフトバンク携帯電話からー 5533   一般電話からー 0800-100-5533（無料）

番号ポータビリティ（MNP）に
関するお問い合わせはこちら。

はじめよう、SoftBank！

■ 手続きはとってもカンタン！

■ 番号そのままでソフトバンクに乗り換えよう！

ソフトバンクからのお知らせとお申し込み方法など。

ウェブサイトで、ネットワーク利用制限携帯電話機を確認できます。
【ネットワーク利用制限携帯電話機の確認】

パソコンから ＞ 
http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/restriction/
携帯電話から ＞ 
http://mg.mb.softbank.jp/support/confirm.html　　 

アクセス
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ソフトバンクをご検討中のみなさまへ

【コンテンツの利用について】
2010年12月1日より、一定期間内に高額または高頻度のコンテンツ情報料課金が発生した場合には、新規コンテンツ購入を制限させていただくことがあります。契約約款の定めにしたがってお客さまの3G通信サービスについて利用
停止または利用の一時中断の措置がとられた場合には、当社の定める期間の経過によりご利用中の情報サービスに対するコンテンツ情報料の課金・請求は停止いたします。なお、利用停止解除後に当該情報サービスを継続してご利用
される場合、当該情報サービスに対して再度利用手続きが必要になります。その際、情報サービスによっては、利用停止以前にコンテンツパートナーのサーバに登録された情報が失われる場合があります。

携帯電話から ＞ 
http://info.mb.softbank.jp/f/info/1010/
パソコンから ＞ 
http://mb.softbank.jp/mb/information/details/101015.html

アクセス
携帯サイト閲覧時の
重要なお知らせ

2011年6月末よりネットワークの仕様変更に伴い一部のコンテンツご利用に
おいてお客さまのご対応が必要な場合があります。

■ブックマークの再登録　　■ログイン方法の変更　など　　●詳細は右記URLまたは右記QRコードよりご覧ください。

●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●Bluetoothは米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●着うた®、 
着うたフル®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●miniSD、microSD、microSDHCはSD Card Associationの商標です。●「AQUOS」「AQUOS SHOT」「AQUOS PHONE」「AQUOSケータイ」 
「サイクロイド」「ベールビュー」「VeilView」「ProPix」「スマートリンク」「Solar Hybrid」「スピンぐるメニュー」 「GALAPAGOS」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●WindowsはMicrosoft Windows operating 
systemの略称として表記しています。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、Outlook、Windows Mobile、Internet Explorer、Windows Media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。●FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●　は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●「おサイフケータイ」は、株式
会社NTTドコモの登録商標です。●「Edy（エディ）」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。●S!アプリはJava™に
対応したアプリケーションです。●Powered by JBlend™, ©1997-2009Aplix Corporation. All rights reserved.●S!アプリ対応のソフトバンク携帯電話は、株式会社アプリックスが開発し、Java™アプリケーションの実行速度が
速くなるように設計されたJBlend®を搭載しています。●JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。●JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本
およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。●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©2004-2009 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。●Apple、Appleのロゴ、Mac OSは、米国および他国
のApple Inc.の登録商標です。●iPhoneはApple Inc.の商標です。●iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●iPhone 3Gは単独の通信業者のサービスでのみお使いいただけるよう設定されてい
る場合があります。●PANTONE UNIVERSE, PANTONE and the PANTONE Chip Design are trademarks of Pantone LLC in the United States and/or other countries. ©Pantone LLC, 2010. All rights reserved. ●Opera is 
a trademark or registered trademark of Opera Software ASA.●「VIERA」「VIERAケータイ」「Wオープンスタイル」「ワンプッシュオープン」「ビューブラインド」「快適タッチボタン」「2WAYキー」「ヒカリドロップス」「ワンタッ
チサイトボタン」「PEAKSプロセッサー」「スイングスライド」「おまかせキレイ」「わくわくタッチアルバム」「LUMIX」「LUMIX Phone」はパナソニック株式会社の商標または登録商標です。●「My Signal®／マイシグナル」「ライフヒ
ストリービューア」「アークスライド」「プライバシーアングル」「ハイパークリアボイス」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。●HONEYBEEは、京セラ株式会社の登録商標です。●Flashは、
Adobe Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●「EXILIMケータイ」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。●「待ちうた」は、KDDI株式会社の登録商標です。●「mu-mo」および「ミュゥモ」は、
エイベックス・マーケティング株式会社の登録商標です。●「SNAPDRAGON®」はクアルコム・インコーポレーテッドの商標または登録商標です。●「dynapocket」は株式会社東芝の商標です。●Pocket WiFiの商標およびロゴは、イー・
モバイル株式会社の商標または登録商標です。●「twitter」の名称、ロゴは、Twitter,Inc.の登録商標です。●Google、Google マップナビ、Google 音声検索、Google 検索は、Google Inc.の商標または登録商標です。その他、本書に
記載されている商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。（順不同）

GENT、ちかチャット、PCサイトブラウザ、3G HighSpeed、S!情報チャンネル、S!速報ニュース、お天気アイコン、S!アプリ、きせかえアレンジ、デコレメール、PCメール、モバイルウィジェット、S!ともだち状況、S!一斉トーク、 
S! GPSナビ、ダブルナンバー、S!電話帳バックアップ、S!おなじみ操作、安心遠隔ロック、着デコ、S!タウン、TVコール、かんたん携帯、FULL TOUCH、The PREMIUM、ちかゲーム、プリモバイル、S!メール、デコレメ、プリペイドオン
ラインリチャージ、あんしん保証パック、データバリューパック、フィーリングメール、ムービー写メール、写メール、デルモジ、カスタムスクリーン、S-1バトル、選べるかんたん、タダ占い、タダ待受、タダデコ、タダ本、タダコミ、タダ 
ゲーム、タダ歌ばん、S!番組プレイヤー、S!ベーシックパック、コンテンツ得パック、S!まとめて支払い、ホワイトプラン、オレンジプラン、ブループラン、Wホワイト、ホワイト家族、ナンバーブロック、グローバルコールプラン、スー 
パーボーナス、ホワイト学割、コンテンツ学割クラブ、情報知っ得ダイヤル、おしらべダイヤル、コンテンツおすすめメール、ギフトお得便、マイレージチャンス、指ゲー、mirumo、PhotoVision、ゴールドプラン、PCサイトダイレクト、
かんたんミュージック、見たらくじ、着ビデオ、自分検索、ともだちメール、機内ケータイ、モバイルグルメ、お父さんくじ、ケータイWi-Fi、COLOR LIFE、コドモバイル、楽デコ、法人フォト管理は、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。●BBモバイルポイントは、ソフトバンクテレコム株式会社の登録商標です。●ホワイトコールはソフトバンクモバイル株式会社、ソフトバンクBB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。

●本カタログに掲載したサービス内容および製品の仕様・性能・デザインは、予告なく変更する場合があります。●本カタログの商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。●本カタログのディスプレイ画面
はすべてイメージです。●本カタログに掲載した商品は店舗によってお取り扱いしていない場合があります。●本カタログの記載内容は、2011年12月5日現在のものです。●本カタログからの無断転記無断複写などは固く禁じます。

●電話番号はお間違いのないよう
おかけください。

この4桁が無料で選べる！

他社ケータイとも電話番号だけでメール送受信が可能に！
ソフトバンク携帯電話、ディズニー・モバイル携帯電話以外の携帯電話とSMS送受信ができるようになりました。送信1通ごとに3.15円の通信料がかかります。詳細は、ソフトバンク
ホームページ（www.softbank.jp）をご確認ください。

お知らせ
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●コピーさせていただいた書類については、ご契約者ご本人であることの確認目的以外には使用いたしません（ただし、法人のご契約者については上記表をご参照ください）。●ご契約の際、預託金（1契約につき10万円以内・無利子）
をお預かりする場合があります。なお、ご契約の解除により預託金を返還させていただく際、お支払いいただく料金がある場合は、それに充当させていただきます。●お申し込み内容により、表記以外、もしくは表記内で複数の証明書
類をご用意いただく場合があります。あらかじめご了承ください。●いただいた証明書類について、発行元に内容の確認をとらせていただく場合があります。●契約申込書のご記入内容（氏名、住所、連絡先等）に虚偽の記入があった
場合、または契約申込書のご記入内容の不備等により弊社からの請求書等の郵便物が届かない場合は、ご利用の停止およびご契約の解除をさせていただく場合があります。●ご記入いただいた連絡先、もしくはご契約先に、ご確認の連
絡をとらせていただく場合があります。●お申し込みから口座振替手続き完了まで、約1～2ヵ月かかります。その間はお手数ですが、請求書添付の振込用紙にて、請求書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア、郵便局の窓口
でお支払いください。●当社では、窃盗（盗難）や詐欺などの犯罪行為その他法令に違反する行為（携帯電話不正利用防止法違反、文書偽造など）により不正に取得された携帯電話機、または代金債務（立替払による分割支払金債務を含
む）の履行がなされていない若しくはそのおそれが高い携帯電話機を用いた3Gサービスの利用を制限させていただくことがあります。●審査内容により、3Gサービス契約および割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお受
けできない場合がございます。●割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約は3G通信サービス契約1契約あたり3契約までに限ります。なお、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約が3契約未満であっても審査内容によ
り新たな割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約のお申し込みをお受けできない場合がございます。●使用者の情報を確認するため、任意で使用者情報（氏名・性別・生年月日）を提供いただきますようご協力お願いいたします。
●表記内容は2011年12月5日現在のものです。内容については変更する場合があります。

親権者の本人確認書類（　　　　　　　  のいずれか。但し㋐、㋑、㋒は不要）

■ 新規加入の際には、月々のご利用料金のお支払い方法にあわせて、下記のいずれかをご用意ください。

◎お申し込みの際にご用意いただくもの
■ 新規ご契約時には下記の費用が必要となります。

［ 2006年4月1日に携帯電話不正利用防止法が本格施行されました。］
●2006年4月1日に本格施行した「携帯電話不正利用防止法※」により、携帯電話事業者は、新規契約お
よび譲渡承継手続きの際に、本人確認を行うことが義務となりました。●新規契約および譲渡承継手続
きの際には下記の本人確認書類の原本をご用意ください。●下記の本人確認書類の原本をもって、本
人確認をさせていただきます。●譲渡承継手続きを行う場合には、弊社（ご加入の携帯音声通信事業者）
の承認が必要となります。●ご加入の携帯音声通信事業者の承認のない譲渡承継手続きは、「携帯電話
不正利用防止法」で禁止されており、罰則が適用されます。
※「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関
する法律」

運転免許証 都道府県公安委員会発行で有効期限内のもの。お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。（国際免許は除く）
なお、お申し込みの住所と相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です。（氏名が運転免許証と一致していること）A

発行日の記載があること、もしくは有効期限の記載があるものについては有効期限内であること。
顔写真・住所・氏名・生年月日が記載され、お申し込みの住所・氏名・生年月日と一致していること。
なお、お申し込みの住所と相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です。（氏名が身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健
福祉手帳と一致していること）

有効期限内のもので、弊社申し込み受付日より90日以上の在留期限があること。
顔写真・住所・氏名・生年月日が記載され、お申し込みの住所・氏名・生年月日と一致しているもの。
在留資格が「短期滞在」「資格なし」の方はお申し込み受付できません。在留期限により、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお受
けできない場合がございます。なお、お申し込みの住所と相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です（氏名が外国人登録証明書
と一致していること）。外国パスポートは、有効期限内のもの。

健康保険証は有効期限内のもので、お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。
住民票記載事項証明書／公共料金領収書（電気・都市ガス・水道）／官公庁発行の印刷物は、発行日から3ヵ月以内のもので、印字されているもの。お申し込みの住所・氏名が一致していること。
官公庁発行の印刷物は発行元である官公庁の印字があり、お申し込みの住所・氏名が印字されていること。

日本国パスポート 有効期限内のもので、お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。
なお、お申し込みの住所と相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です。（氏名が日本国パスポートと一致していること）

弊社所定の親権者同意書のいずれかの本人確認書類A B C D E F G

親権者同意書は必ず親権者ご自身のご記入、ご捺印をお願いします。
●12歳未満の方のお申し込みは受付できません。●未成年の方のご契約の際は、原則親権者の同伴が必要です。
●原則12歳～16歳未満の方で、割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約をお申し込みの場合、親権者名義の口座もしくはクレジットカードでのお支払いが必要です。

月々のご利用料金をクレジットカードでお支払いいただくこと。
健康保険証は有効期限内のもので、お申し込みの住所・氏名・生年月日が一致していること。なお、健康保険証記載住所とお申し込みの住所が相
違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です。（氏名が健康保険証と一致していること）

身体障がい者手帳 または
療育手帳 または

精神障がい者保健福祉手帳

クレジットカード＋健康保険証

学生証および健康保険証は発行日の記載があること、もしくは有効期限の記載があるものについては有効期限内であること。
学生証は顔写真、氏名、生年月日が確認でき、健康保険証およびお申し込みの氏名、生年月日と一致していること。
お申し込みの住所と健康保険証記載の住所が一致していること。
なお、健康保険証記載住所とお申し込みの住所が相違する場合、㋐または㋑または㋒のいずれかが必要です。（氏名が学生証および健康保険証と
一致していること）

学生証＋健康保険証

外国人登録証明書＋外国パスポート

A B C D E F G

健康保険証 住民票記載事項証明書 公共料金領収書 またはまたは 官公庁発行の印刷物㋐ ㋑ ㋒

下記いずれかのご契約者確認書類もあわせてご用意ください。
必ず実物をご持参ください。あらかじめコピーされているものはお申し込み受付できません。

代表ご契約者の
本人確認書類

登記簿謄（抄）本（発行日から3ヵ月以内の原本）

現在（履歴）事項証明書（発行日から3ヵ月以内の原本）

印鑑証明書（発行日から3ヵ月以内の原本）

のいずれかA B C D E F G

●すでにご加入済の家族向け割引サービスに追加する場合は、家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者の登録情報と照合いたします。●同姓・異住所の場合は遠隔地保険証が必
要です（家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者が同一保険証に記載されていること）。●弊社基準により家族向け割引サービスにはご加入できない場合があります。

●来店者在籍確認書類記載の情報（電話番号、E-mailアドレス、住所など）をもとに、ソフトバンクモバイルより、ソフトバンクモ
バイルおよびコンテンツプロバイダの商品・サービス・キャンペーンなどのご案内をさせていただく場合がございます。

○家族向け割引サービスグループに属しているいずれかのご契約者と同住所が確認できること。

家族向け割引サービス加入者の
本人確認書類 のいずれかA B C D E F G

＋契約事務手数料※（新規ご契約）：3,150円（税込） 携帯電話標準セットの
お買い上げ代金

※ ご利用料金に合算請求させていただきます。

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

携帯電話機を割賦契約されたお客さまにおきまして、個人信用情報機関にお支払い状況を登録いたします（滞納情報も含む）。詳細は、ソフトバンクホームページ（www.softbank.jp）
をご確認ください。
●回線契約解約後も電話料金とは別に割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）に基づく月々の割賦代金の支払いは発生いたします。

割賦購入契約または個別信用購入あっせん契約（個品割賦購入あっせん契約）をお申し込みされたお客さまへ

来店者の
在籍確認書類 法人印

下記のうちいずれか1点
・社員証
・名刺
・勤務先の記載のある健康保険証

来店者の
本人確認書類 のいずれか

A B C D E F G

●プリモバイルは除く。

●プリモバイルは除く。

ご案内

VISA MasterCard JCB Diners Club

クレジットカードご利用の方
［ご利用可能なクレジットカード］

口座引き落としの方（預金口座振替、ゆうちょ銀行払込）
［ご用意いただくもの］ 契約者ご本人名義のキャッシュカード、もしくは預金通帳・金融機関届出印

※ 一部の店舗、一部の金融機関ではキャッシュカードのみで口座振替手続きができない場合があります。キャッシュカードのみでお
手続きする場合は、キャッシュカード名義人ご本人に来店いただき、暗証番号を入力いただきます。法人口座はキャッシュカードのみ
でのお手続きはできません。キャッシュカードのみでお手続きいただける金融機関など、詳しくはソフトバンクホームページ（www.
softbank.jp）にてご確認ください。

●上記いずれかのマークがついているクレジットカードをご利用いた
だけます。ご利用にあたっては、クレジットカードの名義人ご本人の
来店が必要です。

CASH CARD
00000-XXXX-0000-XXXX

キャッシュカードのみで、即日
口座振替手続きができます。※

口座振替手続き完了までに
約1～2ヵ月かかります。

キャッシュカード 預金通帳 + 金融機関届出印

または






