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取扱説明書 
        

    
この度は、SoftBank SELECTION TVチューナー for iPhone／iPad／ス

マートフォン(以下、「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にあ

りがとうございます。 
 
この取扱説明書は、本製品の使用方法や、安全にお取り扱いいただく

ための注意事項などを記載しています。 
 
本書の内容を十分にご理解いただいたうえで本製品をお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。 
 
初めてご使用になる際は、バッテリーの残量が十分ではない場合があ

ります。充電してからご使用ください。また、長時間ご使用にならなかっ

た際も、充電してからご使用ください。 
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安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。 

 

■絵表示の意味 

危険 

この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などによる死亡や大けが
など差し迫った人身事故の原因にな
ります。 

警告 
この表示の注意事項を守らないと、
火災・感電などによる死亡や大けが
など人身事故の原因になります。 

注意 

この表示の注意事項を守らないと、
感電やその他の事故によりけがをし
たり、他の機器に損害を与えたりす
ることがあります。 

 

 
 
危険 

 

本製品の分解や改造、修理などをしないで
ください。火災や感電、故障の原因になり
ます。 

 

本製品を火中に投入しないでください。火
災やけがの原因になります。 

 

バッテリーにくぎを刺したり、ハンマーでた
たいたり、踏みつけたり、投げつけたりし
て、強い衝撃を与えないでください。 

 

バッテリーに著しい外傷、変形がある場
合、使用しないでください。 

 

万一、本製品から煙が出たり変なにおい
がしたりした場合は、すぐに使用を中止し、
本製品および接続している機器の電源を
オフにし、お買い上げの販売店またはソフ
トバンクセレクションお客様窓口までご連
絡ください。そのままの状態で使用すると、
火災や感電の原因になります。 

 

電子レンジや高圧容器などに入れないでく
ださい。急に加熱されたり、密封状態が壊
れたりして、発熱、破裂、発火の原因にな
ります。 

 

 
 
警告 

 

本製品に液体や金属片などの異物が入ら
ないようにしてください。火災や感電の原
因になります。 

 
 

    

誤動作や機器への重大な影響を及ぼ
す恐れがありますので、対応機種以外
では使用しないでください。 

本製品を落としたり、強い振動を与え
たりしないでください。万一、本製品が
破損した場合は、すぐに使用を中止
し、本製品の電源をオフにしてくださ
い。破損したまま使用すると、火災や感
電の原因になります。 

所定の充電時間を超えても充電が完
了しない場合は、USBケーブルまたは
ACアダプタを外し使用しないでくださ
い。そのまま使用すると、発熱、発火、
感電、けがの原因になります。 

布や毛布などをかぶせた状態で使用
または充電しないでください。発熱、発
火の原因になります。 

振動のある場所や不安定な場所で充
電しないでください。発熱、発火、故障
の原因になります。 

バッテリーから漏れた液が皮膚や服な
どに付着した場合は、すぐにきれいな
水で洗い流してください。皮膚の障害、
失明、発火の原因となります。 

バッテリーから漏液や異臭がするとき
は直ちに火気より遠ざけてください。 

 

 注意 

次の場所で本製品を使用したり保管し
たりしないでください。変形、変色、劣
化、損傷、故障の原因になります。 
使用温度範囲外の場所（暖房器具の
周辺、日の当たる自動車内、直射日光
の当たる場所）、水分や湿気の多い場
所、結露を起こす場所、磁場が発生す
る場所、不安定な場所 

本製品の上に重い物を置かないでくだ
さい。故障の原因になります。 

5℃～35℃の環境で充電してください。
これ以外の環境では、電池の液漏れ、
発熱、破裂により、火災、やけど、けが
の原因となります。 
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本書で使われている記号について 
 

 
ポイント 注意が必要な操作や取り扱いについて説明しています。

 
参考 詳しい情報や操作を案内しています。 

   

本製品の機能 

本製品は、ワンセグ放送を受信するためのチューナーです。次の機能

があります。 

ワンセグ放送の視聴 
下記対応機種に専用のアプリケーション［TVチューナー］をインストール

することで、ワンセグ放送を視聴できます。 

電子番組ガイド（EPG）の閲覧 
受信できるチャンネルと番組情報の一覧を閲覧できます。 

番組録画・再生 
視聴中の番組の録画と、録画した番組の再生ができます。 
 
   

対応機種 

・iPhone (3GS以降、iOS4.0以上にアップデートされているもの) 

・iPad (iOS4.2以上にアップデートされているもの) 

・iPod touch (第4世代以降、iOS4.0以上にアップデートされているもの) 

・Android™端末 (OSバージョン：2.2以降)* 

*対応機種は、www.softbankselection.jpでご確認ください。 
    

 

お使いのAndroid端末の機種によっては、本書で説明している画面と

異なる場合があります。画面について詳しくは、お使いの機種の取扱

説明書をご参照ください。 

Point! 
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箱の中を確認する 

本製品には、以下のものが含まれています。 

お使いになる前に、内容をご確認ください。 
  

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 
    

 

 
    

 

本体 バッテリー USBケーブル

（充電用） 

取扱説明書(保証書)

※本書 
     

バッテリーを使う 

本体に、同梱のバッテリーを取り付けます。 

初めてご使用になる際は、バッテリーの残量が十分ではない場合があり

ます。充電してからご使用ください。 
 

バッテリーを取り付ける 

① バッテリーのふたを矢印の方向に押して、ふ

たを開けます。 

 
   
② バッテリーの金属部分（接触端子部）を本体

の金属部分に合わせます。 

 
      
③ バッテリーのふたをへこみに合わせ、矢印の

方向に押してはめ込みます。 
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バッテリーを充電する 

① 「バッテリーを取り付ける」を参照して、本体にバッテリーを取り付け

ます。 

② 同梱のUSBケーブルを、本体のminiUSB B(5pin)ポートとパソコンの

USBポートに接続します。  

③ パワーランプが赤色で点灯して充電します。充電が完了するとパワ

ーランプが緑色で点灯します。  
  

パソコンのUSBポートから充電する場合 
     

 

満充電までの時間は、新品バッテリーをDC 5V 500mAで充電した場

合、約2時間40分です。充電中に電源を入れるなど、充電状態によっ

てはこれより長くかかります。また、バッテリーの使用時間は、使用環

境によって異なります。 
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各部の名称と機能 

① ワンセグ放送受信アンテナ 

ワンセグ放送を受信するためのア

ンテナです。電波の弱い場所では、

アンテナを引き出してご使用くださ

い。 

② パワーランプ 

バッテリーの残量や、充電状態を

表示します。詳しくは「ランプガイ

ド」を参照してください。 

③ ステータスランプ 

ワンセグの受信状態や、本体の

状態を表示します。詳しくは「ラン 

プガイド」を参照してください。 

④ Wi-Fi ランプ 

スマートフォンとのWi-Fi接続状態や、データ伝送状態を表示します。詳

しくは「ランプガイド」を参照してください。 

⑤ リセットスイッチ 

リセットしたり、初期化したりします。詳しくは、「トラブルシューティング」

の「Q1) アプリケーションを起動したとき、スマートフォンに「TVチューナ

ーに接続できません」というメッセージが表示される」、「Q2）本製品を購

入時の状態に戻したい（初期化）」を参照してください。 

⑥ 電源スイッチ 

本製品の電源をオンまたはオフします。オンにするときは、短く押します。

オフにするときは、3秒以上長押しします。 

⑦ miniUSB B(5pin)ポート 

USBケーブルを使用して、パソコンのUSBポートや、ACアダプタ（別売）

に接続し、バッテリーを充電します。 
     

 

ご使用のスマートフォンの性能や、Wi-Fi通信環境によっては、受信で

きないことがあります。 
 

Point! 

② 

③ 

⑥ 

⑤ 

⑦ 

① 

④ 
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ランプガイド 

パワーランプ、ステータスランプ、Wi-Fiランプで、ワンセグ放送の受信状

態や、本製品の状態が確認できます。各ランプは、状態によって次のよ

うに点灯・点滅・消灯します。 
 

 パワーランプ 

ランプ 状態 

消灯 本製品の電源が入っていません。 

点

灯 

赤/オレンジ/緑

本製品の電源が入っている状態のときに5秒に1
回、ランプが点灯してバッテリーの残量を表示し
ます。赤はバッテリーの残量が30%以下、オレンジ
は30～70%、緑は70%以上を表します。 

赤/緑 
(充電時) 

赤で点灯しているときは、充電中です。緑で点灯
しているときは、充電が完了しています。 

   

 ステータスランプ 

ランプ 状態 

消灯 本製品の電源が入っていません。 

点

灯 
赤/オレンジ/緑

ワンセグの受信状態を表示します。緑は良好、オ
レンジは普通、赤は微弱を表します。 

点

滅 

緑 
(速い点滅) 

電源スイッチが押されて、本製品を起動中です。
起動には、約20秒かかります。 

赤 
(速い点滅) 

本製品が正常に動作していません。「トラブルシュ
ーティング」の「Q2）本製品を購入時の状態に戻し
たい（初期化）」を参照して、初期化してください。

   

 Wi-Fi ランプ 

ランプ 状態 

点

灯 
緑 

スマートフォンと本製品がWi-Fiを介してデータを
送受信できる準備ができています。 

点

滅 
緑 

スマートフォンと本製品がWi-Fiを介して正常にデ
ータを送受信しています。 
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［TVチューナー］アプリケーションをイン

ストールする 

ワンセグ放送を視聴するためのアプリケーション［TVチューナー］をイン

ストールします。 

① iPhone／iPad／iPod touchの場合、App Storeに接続します。 

Android端末の場合、Android Marketに接続します。 

② ［TVチューナー］を検索してインストールします。インスト

ールが完了すると、端末の画面に右のようなアイコンが

追加されます。 
       

ワンセグ放送を視聴する 
 

 

受信できるチャンネルは、地域によって異なります。ご購入時には、地

域に東京が設定されています。別の地域で放送を受信するには、［機

能設定］–［チャンネル］から地域を変更するか、チャンネルを検索して

ください。 

iPhone／iPad／iPod touchの場合 

① 本製品の電源スイッチを押し、起動したら、ステータスランプが緑で

点灯していることを確認します。 

※起動するまで約20秒かかります。初回起動時にはテレビの周波

数とチャンネルを検索するため、約3分かかることがあります。 

② iPhone／iPad／iPod touchの［設定］をタ

ップして［Wi-Fi］メニューに移動し、Wi-Fi

が［オン］になっていることを確認します。 

※iOS 5.0以上をお使いの場合、Wi-Fiネ

ットワークの一覧で、「TVPL」で始まる

SSIDを選択します。SSIDは本体背面の

ラベルに記載されています。記載場所に

ついては手順④の1.を参照してください。 

③ iPhone／iPad／iPod touchのホーム画面から［TVチューナー］アプリ

ケーションを起動します。 
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④ iOS 4.Xをお使いの場合には、［TVチューナー］アプリケーションの初

回起動時には、周辺に本製品が1台だけある場合は自動接続され

ます。 

複数ある場合は、次の操作を行います。 

1. 「TVPL」で始まるSSIDがすべて表示

されます。本体裏面のラベルに表記

されているSSIDを確認し、一覧で、購

入した製品のSSIDを選択して［完了］

をタップします。 

 

 

 
   

2. ペアリング時の接続と解除に使うパ

スワードを入力します。このパスワー

ドは、ほかの端末とペアリングする場

合に必要ですので、忘れないようにし

てください。 

※2回目以降は、前回の接続情報をもと

に自動的に接続するため、この操作は

必要ありません。 

⑤ しばらくすると、視聴できるチャンネルの

一覧が表示されます。以降の手順につ

いては、アプリケーションの［ヘルプ］を

参照してください。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TVチューナーの使用中に［Wi-Fiネットワ

ークを選択］画面が表示されることがあり

ます。この場合、［キャンセル］をタップして

ダイアログを閉じてください。 
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Android端末の場合 

Android端末の機種によって、表示される画面メニューが異なります。こ

こでは、「HTC Desire HD SoftBank 001HT」を例にとって説明します。 

① 本製品の電源スイッチを押し、ステータスランプが緑色で点灯してい
ることを確認します。 
※起動するまで約20秒かかります。初回起動時にはテレビの周波
数とチャンネルを検索するため、約3分かかることがあります。 

② Android端末で［TVチューナー］アプリケーションを起動します。 

③ Android端末のWi-Fiがオフの場合、右の画
面が表示されます。［確認］をタップするとWi-
Fiが自動でオンになります。 

④ ［TVチューナー］アプリケーションの初回起動
時には、周辺に本製品が1台だけある場合
は自動接続されます。複数ある場合は、次の操作を行います。 

1. 「TVPL」で始まるSSIDがすべて表示され
ます。本体裏面のラベルに表記されてい
るSSIDを確認し、一覧で、購入した製品
のSSIDを選択して［完了］をタップします。 

 

 

 
                 

2. ペアリング時の接続と解除に使うパスワ
ードを入力します。このパスワードは、ほ
かの端末とペアリングしようとする場合に
必要となりますので、忘れないようにして
ください。 

※2回目以降は、前回の接続情報をもとに
自動的に接続するため、この操作は必要あ
りません。 

⑤ しばらくすると、視聴できるチャンネルの一
覧が表示されます。以降の手順については、
アプリケーションの［ヘルプ］を参照してくだ
さい。 
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スマートフォンのWi-Fiに本製品のSSIDが設定されている状態では、

アプリケーション終了後、インターネット接続ができない場合がありま

す。 
 

 

ワンセグ放送の視聴連続時間は、スマートフォンや本製品のバッテリ

ーの残量によって異なります。スマートフォンと製品が満充電の状態

では、約3時間の連続視聴が可能です。 
       

トラブルシューティング 

Q1) アプリケーションを起動したとき、スマー

トフォンに「TVチューナーに接続できま

せん」というメッセージが表示される 

※パスワードの入力欄も表示される場
合、「Q3）アプリケーション起動したとき、
スマートフォンに「TVチューナーに接続
できません」というメッセージとパスワー
ドの入力欄が表示される。」を参照してく
ださい。 

① 本製品の電源を入れて、ステータスラン

プが点灯している（点滅していない）こと

を確認します。 

② iPhone／iPad／iPod touchの場合、［設定］をタップし、［Wi-Fi］メニュ

ーに移動して、［オン］に設定されていることを確認します。 

※iOS 5.0以上のバージョンをお使いの場合には、Wi-Fiネットワーク

の一覧で、お持ちの製品のSSIDが正しく選択されていることも確認

してください。 

③ リセットスイッチにピンなどを差し込んで押し、リセットします。 

※リセットしても、TVチューナーの設定は保持されます。 
   

Q2) 本製品を購入時の状態に戻したい（初期化） 

本製品に問題が続く場合やTVチューナーのパスワードを忘れた場
合、初期化してください。初期化すると、SSIDやTVチューナーのパ
スワードなどの設定がご購入時の状態に戻ります。 

① 本製品の電源を入れて、ステータスランプが点灯している（点滅して

Point! 
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いない）ことを確認します。 

② 電源スイッチを押したまま、電源がオフになる前に素早くリセットスイ

ッチにピンなどを差し込みます。 

③ 本製品が再起動し、ご購入時の状態に戻ります。 
   

Q3) アプリケーション起動したとき、スマート

フォンに「TVチューナーに接続できませ

ん」というメッセージとパスワードの入力

欄が表示される 

本製品は、スマートフォンと１対１で使用
できます。前回本製品を使用したときと
異なるスマートフォンで［TVチューナー］
アプリケーションを起動すると、右の画
面が表示されます。 
このスマートフォンで使用する場合、TV
チューナーのパスワードを入力して［確
認］を押してください。 パスワードは、製
品購入後の初回起動時にご自身で設定したものになります。 
パスワードを忘れた場合、「Q2）本製品を購入時の状態に戻したい
（初期化）」を参照して初期化し、再度パスワードを設定してください。 

   

Q4) ワンセグ放送視聴時に画面や音声が途切れる 

TVの電波を十分に受信できるようにワンセグ放送受信アンテナを
伸ばしたり、受信状態の良い場所に移動したりします。 

      

ソフトバンクセレクションお客様窓口のご案内 

製品に関することは、以下にお問い合わせください。 
 

ソフトバンクセレクションお客様窓口 
TEL ：0800-111-2247 (フリーダイヤル) 

e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp 

営業時間：9：00 ～ 19：00  

(土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く) 
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製品仕様 
  

ワンセグ放送 

受信モジュール 

放送標準 ISDB-T 1Seg 

チャンネル帯域 UHF(470 - 770MHz) 

アンテナ 
ロッドアンテナ  

( 長 12cm) 

無線LAN  

モジュール 

接続方式 IEEE 802.11b/g 

チャンネル 1 -13 

アンテナ 内蔵アンテナ 

USB ポート miniUSB B(5pin) 1個 (充電用)

内蔵電池 リチウムイオン電池 3.7V 1050mAh 

入力電圧 DC 5V (USB ケーブル経由) 

消費電力 
電源オン時 1W 未満 

電源オフ時 3.0mW 未満 

充電時間 約2時間40分 

使用温度 5～35℃ 

外形寸法 
約52(W)x92(D)x12（H）mm 

(突起部、ケーブルを除く) 

質量 約70g (本体およびバッテリー、USBケーブルを除く)
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2.4GHz帯使用の無線機器について 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機
器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無
線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無
線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されてい
ます。 

１ この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特
定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを
確認して下さい。 

２ 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波
干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更する
か又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回
避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご
相談して下さい。 

３ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいは
アマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合な
ど何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下
さい。 
連絡先：ソフトバンクセレクションお客様窓口(連絡先：0800-111-2247
（フリーダイヤル）) 

 

 
警告 

・本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くで
は使用しないでください。 

・病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を
使用しないでください。本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）
や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。 

・携帯電話は、本製品に影響を受けない距離を保って使用してください。
携帯電話の電波の影響を受け、本製品の動作が不安定になることが
あります。 
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小形充電式電池のリサイクルについて 

本製品では、リチウムイオン電池を使用しています。 

 

 Li-ion 

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。使用済み製品
から取り外した電池、および交換後不要になった電池のリサイクルにご
協力ください。 
  
■ リサイクル方法 

リサイクル協力店にある小形充電式電池「リサイクルBOX」に入れてくだ
さい。 

※無償でリサイクルいたします。ただし、リサイクル協力店までの費用
（交通費など）はお客様にてご負担ください。 
  
■ リサイクル時のご注意 

・リード線や金属端子は必ず絶縁してください。 

リード線や金属端子部等が露出したものは、ショートにより発熱･発火の
恐れがありますので､ビニールテープ等で必ず絶縁してください。 

・電池パックは解体しないでください。 

プラスチックケースやビニールケースに入った電池パックは、解体すると
金属端子が露出し､ショートの原因となります。絶対に解体しないでくだ
さい。 
  
■ リサイクル協力店について 

一般社団法人 JBRCのホームページをご参照ください。 

ホームページ：www.jbrc.net/hp/contents/index.html 
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保証規定 

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。 
 

■ 保証内容 

1. 本製品付属の保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証期間(本製品ご購

入日から起算されます)内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品

(本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません)の故障に限り、無

償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等について

は保証の対象となりません。 

また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後

の製品お引き渡し日より30 日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存

期間のいずれか長い期間とします。 
 

■ 無償保証範囲 

2. 以下の場合には、保証対象外となります。 

( 1) 保証期間を経過した場合。 

( 2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。 

( 3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。 

( 4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。 

( 5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分

解、修理により故障した場合。 

( 6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損し

た場合。 

( 7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場

合。 

( 8) 取扱説明書に記載された使用方法によらずに使用した場合。 

( 9) 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した

場合。 

(10) 取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要

請される場合。 

(11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が

発生した場合。 

(12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等

により故障した場合。 

(13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要

因により故障した場合。 

(14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場

合。 

(15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。 
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■ 修理および交換 

3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口(連絡

先：0800‐111‐2247(フリーダイヤル))までご連絡ください。修理に関する詳しいお

手続き方法をご案内いたします。 

また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。 

［必要な情報］ 

( 1) 返送先(氏名・住所・電話番号［平日昼間の連絡先］) 

( 2) 製品名 

( 3) シリアルナンバー 

( 4) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ (なるべく具体的に) 

( 5) 発生状況 (発生した日・発生した条件等なるべく具体的に) 

( 6) 発生頻度 (発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に) 

( 7) ご使用環境 (パソコン機種名・使用OS/OS バージョン[Windows® 7 等]・周辺

機器等) 

4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に

従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクション修理センターまでご送付

ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前を

ご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の

修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本

製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要性がある場合には、当該

情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報

の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。 

(URL http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html) 

5. ソフトバンクセレクション修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご

負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため

受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊

社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送

時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場

合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材(箱等)は

弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承願います。 

6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品(た

だし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。なお、同機種の

製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品(た

だし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。 

7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも

返却いたしません。 

8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクション修理センターに

て製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。

記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバッ

クアップを取っていただきますようお願いいたします。 
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■ 免責事項 

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社

の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限と

させていただきます。 

10.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益

については、弊社は責任を負いません。 

11.データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失があ

る場合を除き、前2 項の範囲で責任を負います。 
 

■ 有効範囲 

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外で

のご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。 

(This warranty is valid only in Japan.) 
 

【ご注意】 

1. 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、

複製、改変などを行うことは禁じられています。 

2. 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵

器システムなどの人命にかかわる設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星な

どの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込

んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに

本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害な

どが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システ

ムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設

計に万全を期されるようご注意願います。 

3. 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切

の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、

およびアフターサービス等を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。  

(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages 

or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and 

provide no technical support or after-service for this product outside Japan.) 

4. 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場

合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続

きが必要になる場合があります。 

5. 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負い

かねますのでご了承ください。 

6. 本書は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。 

7. 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告な

く全部または一部を変更される場合があり、現にご購入された製品と異なること

があります。 新情報はオンラインマニュアルをご参照ください。 
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【商標について】 

・Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 

・Apple、Appleのロゴ、App Store、iPodのロゴは、米国および他国の
Apple Inc.の登録商標です。 

・iPhone、iPad、iPod touch はApple Inc.の商標です。 

・iPhone、iPad、iPod touch 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、iPad、iPod touchは単独の事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。 

・Androidは、Google Inc.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。 

 

 



 

販売元：ソフトバンクBB 株式会社 
〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング 
お問い合わせ先：ソフトバンクセレクションお客様窓口 
TEL ：0800-111-2247 (フリーダイヤル) 
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp 
営業時間：9：00 ～ 19：00 
(土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く) 
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