
このたびは、「SoftBank A201SJ 標準セット」をお買い上げいただき、ま
ことにありがとうございます。
本装置（SoftBank A201SJ 標準セット）をご利用の前に、本書をご覧にな
り、正しくお取り扱いください。
■ 重要なお知らせ
詳しい操作方法につきましては、パソコンなどから「IP無線機位置情報サー
ビス」にアクセスいただき、ご利用マニュアルから「取扱説明書」をダウン
ロードしてご覧ください。

お買い上げ品の確認

A201SJ 標準セット（SJSAE1）

■ 端末本体
（IP無線機）（SJAAE1）

■ IP無線機取付ステー
（車載ホルダ）（SJMAE1）

■ ACC延長ケーブル（SJKAE1） ■ 電源ケーブル（SJKAE2）

■ お願いとご注意（本書）
■ A201SJ 標準セット保証書
･ IPマイク、スピーカマイク、GPSアンテナは別売品となります。

●本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
●本書の内容は将来、予告なしに変更することがございます。
●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏

れなどお気づきの点がございましたら、お買い上げの販売代理店までご連
絡ください。

お願いとご注意
― 重要なお知らせ ―

A201SJ標準セット

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

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や
損害の程度を説明しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が
残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感
電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具の
そば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内
など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさな
いでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥を掛けたり、直に置いたりしないでください。また、
砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入
れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

オプション品は、ソフトバンクが指定したものを使用してくださ
い。
指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を
与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本装置の隙間などに金属や異物を差し込まないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほ
こりが内部に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

コードを無理に曲げたり、束ねたりして傷つけないでください。
破損につながりショートや発熱により火災、感電の原因となります。

安全上のご注意

表示の説明

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を
負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を
負う可能性が想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性
が想定される場合および物的損害※3のみの発生が想定され
る」内容です。

禁止・強制の絵表示の説明

禁止（してはいけないこ
と）を示す記号です。

水がかかる場所で使用し
たり、水に濡らしたりし
てはいけないことを示す
記号です。

分解してはいけないこと
を示す記号です。

指示に基づく行為の強制
（必ず実行していただくこ
と）を示す記号です。

本装置、IPマイク（別売）、スピーカマイク（別売）、GPSアンテ
ナ（別売）、USIMカードの取り扱いについて（共通）
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使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの
異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってくださ
い。
･ 電源プラグをコンセントやアクセサリーソケットから抜く。
･ 本装置の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因とな
ります。

自動車への取付は、販売代理店または専門の工事業者に委託して
ください。
誤った配線などにより装置の故障の原因となります。

破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしな
いでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

乳幼児やペットが手の届く場所に置かないでください。
SIMトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意くださ
い。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

視界、エアバッグなどの安全補助装置の動作を妨げる場所やハン
ドル、ブレーキペダル付近など、運転の妨げになる場所や同乗者
の安全を損なうような場所には取り付けないでください。
交通事故やけがなどの原因となります。

確実に取り付けてください。
振動や急ブレーキなどで機器が外れると、事故やけがなどの原因とな
ります。

本装置を継続して使用される場合は温度が高くなることがありま
すのでご注意ください。
通話、データ通信など、継続しての使用は、本装置の温度が高くなる
ことがあります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体
質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原
因となります。

譲渡・解約等で本装置のご利用をおやめになる場合は、一般のゴ
ミと一緒に捨てないでください。電源をOFFにしてUSIMカー
ドを取り外した上で、地方自治体に定められたルールに従って本
装置を処分してください。

本装置の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用を
やめ、医師の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる
ことがあります。
各箇所の材質について⇒「使用材料」

GPS衛星の電波が適切に受信できない状況では位置情報にずれ
を生じる場合があります。

本装置内のUSIMカードの挿入口に水などの液体（飲料水、汗、
海水、ペットの尿など）や金属片、燃えやすいものなどの異物を
入れないでください。
また、USIMカードの挿入場所や向きを間違えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

航空機内では使用しないでください。
航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に
従ってください。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。
なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰
せられることがあります。

指定以外の外部接続機器を使用しないでください。
故障の原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本装
置の電源を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となり
ます。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他
の医用電気機器、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペース
メーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用にな
る方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響
についてご確認ください。

端末本体（IP無線機）の取り扱いについて
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電源ケーブルは、直接バッテリー以外からは接続しないでくださ
い。

車両構造や端末本体（IP無線機）の取付位置により、通話がで
きない場合や通話範囲が狭くなったり、雑音が入ったり通話が途
切れる場合があります。また、設置後において電波状態の変化に
より使用できなくなることがあります。

本装置の電源の切り忘れによる車両バッテリーの過放電には十分
ご注意ください。

本装置は周囲の環境による電波障害や受信状態によって、通話が
できなくなる場合があります。

コードを無理によじる、引っ張る、踏みつけないでください。
破損につながりショートや発熱により火災、感電の原因となります。

指定の端末本体（IP無線機）以外では使用しないでください。
故障の原因となります。

ディスプレイを破損し、内部の物質が漏れた場合は、顔や手など
の皮膚や衣類などにつけないでください。
目や皮膚への傷害などを起こす原因となります。
内部の物質が目や口などに入った場合や、皮膚や衣類に付着した場合
は、すぐにきれいな水で洗い流してください。
また、目や口などに入った場合は、洗浄後直ちに医師の診療を受けて
ください。

IPマイクのディスプレイ部を破損した際には、割れたガラスや
露出した本体の内部にご注意ください。
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

内部に水や金属などの異物が入った場合は、本装置の電源を切
り、電源ケーブルを外して、お買い上げの販売代理店までご連絡
ください。
そのまま使用すると火災・故障の原因となります。

GPS衛星の電波は熱反射ガラス、熱線入りガラスなどで劣化す
る可能性があります。GPSアンテナは電波を適切に受信できる
位置へ取り付けてください。

USIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよ
う、切断面にご注意ください。
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電
気機器を装着されている場合は、装着部から本装置を15cm以
上離して携行および使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカ
および植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合に
は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに
ご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

医療機関内における本装置の使用については、各医療機関の指示
に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

IPマイク（別売）、スピーカマイク（別売）の取り扱いについて

GPSアンテナ（別売）の取り扱いについて

USIMカードの取り扱いについて

医用電気機器近くでの取り扱いについて
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･ 本装置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屋内、地
下、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることがあ
ります。また、通信中に電波状態の悪い場所に移動すると、通信が急に途切
れることがありますので、あらかじめご了承ください。
･ 本装置を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないよう
にご注意ください。
･ 本装置は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査
を受けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
･ 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本装置を使
用すると、画面が乱れるなどの影響を与えることがあります。
･ 本装置は国内での利用を前提としています。海外ではお使いいただけません
ので、ご注意ください。
･ 端末本体（IP無線機）は電波を発する機器となります。
･ 以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容
の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承
ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内
容は別にメモを取るなどして保管いただきますようお願いいたします。
1)誤った使いかたをしたとき
2)静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
3)動作中に電源を切ったとき
4)故障したり、修理に出したとき

使用材料

使用箇所 使用材料、表面処理
IP無線機 電源スイッチ/音量スイッチ PC樹脂

呼出モードスイッチ PC樹脂
フロントケース PC樹脂
リアケース PC樹脂
前面パネル PC樹脂
LEDレンズ PC樹脂
USIMスロット PC樹脂
コネクタカバー シリコンラバー
製品ラベル 合成紙
メインネジ 炭素鋼、亜鉛メッキ
前面パネルネジ 炭素鋼、亜鉛メッキ
電源＆ACCケーブル PVC樹脂、銅
ギボシ端子 黄銅
マイクコネクタ PBT樹脂
USB接続コネクタ PA9T、鉄(ニッケルメッキ)
AVMコネクタ PBT樹脂
LTEアンテナコネクタ PA樹脂
GPSアンテナコネクタ PA樹脂
外部スピーカケーブル端子 黄銅、リン青銅、PBT樹脂
マイクコネクタ端子 リン青銅
ケーブルブッシュ PVC樹脂
熱収縮チューブ EVA樹脂
インサートナット ステンレス鋼
ビニールキャップ 軟質PVC
インシュロックタイ ナイロン

電源延長ケー
ブル

ケーブル PVC樹脂、銅
ギボシ端子 黄銅
U字端子 黄銅、錫メッキ
ヒューズボックス PA樹脂
熱収縮チューブ EVA樹脂
ビニールキャップ 軟質PVC

ACC延長
ケーブル

ケーブル PVC樹脂、銅
ギボシ端子 黄銅
ビニールキャップ 軟質PVC

IP 無線機取
付ステー (車
載ホルダ )

取付ステー SPCC、静電スプレー粉体塗装
ガイドレール PC樹脂
レバー PC樹脂
レバー取付ネジ 炭素鋼、亜鉛メッキ
IP無線機取付ステー固定用
セットボルト＋袖ナット

炭素鋼、亜鉛メッキ

IP無線機取付ステー固定用
セルフタッピングビス

炭素鋼、亜鉛メッキ

お願いとご注意

ご利用にあたって

･ 回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下、または通信できな
くなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
･ 傍受にご注意ください。
本装置は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利
用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が
故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解い
ただいたうえで、ご使用ください。
傍受（ぼうじゅ）とは
無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

･ 雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水に濡らさないよ
う十分ご注意ください。本装置は防水仕様ではありません。
･ 本装置は温度：-10℃～50℃、湿度：30～90%の範囲でご使用ください。
･ 本装置を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光の当たる場所、ほこ
りの多い場所でご使用にならないでください。
･ 本装置を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
･ 本装置をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アル
コール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなっ
たりすることがありますので、ご使用にならないでください。
･ 本装置は精密部品で作られた無線通信装置です。絶対に分解、改造はしない
でください。

本装置のBluetooth®機能／Wi-Fi（無線LAN）機能が使用する周波数帯は、
次のとおりです。

2.4：2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
FH/XX/DS/OF：変調方式がFH-SS、その他の方式、DS-SS、OFDMであ
ることを示します。
4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
8：想定される与干渉距離が80m以下であることを示します。
使用帯域：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装
置の帯域を回避可能であることを意味します。

本装置は、Bluetooth®機能を利用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標
準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセ
キュリティが十分でない場合があります。Bluetooth®機能を利用した通信を行う際
にはご注意ください。Bluetooth®機能を利用した通信時にデータや情報の漏洩が発
生しましても、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●Bluetooth®機器使用上の注意事項
本装置の利用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医
療用機器のほか、工場の製造ラインなどで利用される免許を要する移動体
識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局
など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。
①本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこと
を確認してください。

②万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、
速やかに利用場所を変えたり、本装置の電源を切ったりして、電波干渉
を避けてください。

③その他、ご不明な点につきましては、お買い上げ販売代理店までご連絡
ください。

Wi-Fi（無線LAN）は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届
く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリ
ティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られた
り、不正に侵入されたりする可能性があります。お客様の判断と責任におい
て、セキュリティの設定を行い、利用することを推奨します。
●電気製品・AV機器・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発
生しているところで利用しないでください。
･ 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなく
なったりすることがあります（特に電子レンジ使用時には影響を受けるこ
とがあります）。
･ テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱
れたりすることがあります。
･ 近くに複数のWi-Fi（無線LAN）アクセスポイントが存在し、同じチャネ
ルを利用していると、正しく検索できない場合があります。

●一部の国／地域ではWi-Fi（無線LAN）の使用が制限されます。
●2.4GHz機器使用上の注意事項
WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・
科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識
別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許

お取り扱いについて

Bluetooth®機能／Wi-Fi®（無線LAN）について

周波数帯について

Bluetooth®機能について

Wi-Fi（無線LAN）について

2.4FH4/XX8/DS4/OF4

を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が
運用されています。
① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定

小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認
してください。

② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉
の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を
中断してください。

③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマ
チュア無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの
ことが起きたときは、お買い上げ販売代理店までご連絡ください。

お客様は、本装置及び付属品に関し、「外国為替及び外国貿易法」および関連
法令ならびに「米国輸出管理法および同規則」（以下、関連法令等という。）を
遵守するものとします。
お客様は、関連法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等の
許可を得ることなく、関連法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人若
しくは法人に対しても直接または間接的に本装置及び付属品を輸出、再輸出し
ないものとし、また第三者をして輸出させてはならないものとします。

端末本体（IP無線機）は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術基準
に適合しています。銘板シールに技術基準適合証明に関する情報（技適マーク

（ 等））が表示されています。

･ 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グループ株式会社の登録商標または商標です。
･ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
･「IPマイク」は西菱電機株式会社の商標または登録商標です。

この製品【端末本体 (IP無線機) (SJAAE1)】は、国が定めた電波の人体吸
収に関する技術基準および国際ガイドラインに適合しています。
この製品の比吸収率（SAR）については、取扱説明書を参照してください。
https://www.softbank.jp/biz/services/mobile/lineup/ip-musenki/a201sj

This product【Ip radio terminal（SJAAE1）】meets Japanese technical
regulations and international guidelines for exposure to radio waves.
For the specific absorption rate (SAR) for this product, see the
Online Manual.
https://www.softbank.jp/biz/services/mobile/lineup/ip-musenki/a201sj

USIMカードのお取り扱いにあたり下記事項をご確認ください。
･ USIMカードのお取り扱いについては、下記のソフトバンクのウェブサイト

をご参照ください。
https://www.softbank.jp/mobile/support/protect/usim/
･ IC 部分はいつもきれいな状態でご使用くだ

さい。

･ お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
･ USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。故障の原因となります。

USIMカード利用時は、次の点にご注意ください。
･ 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し故障した場合は、

お客様ご自身の責任となり当社は責任を負いかねますのであらかじめご注
意ください。
･ USIMカードの所有権は当社に帰属します。
･ 紛失・破損によるUSIMカードの再発行は有償となります。
･ 解約などの際は、当社にご返却ください。
･ お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保全のためリサイクルさ

れます。
･ USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承

ください。
･ お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、控えをとっておかれ

ることをおすすめします。登録された情報内容が消失した場合の損害につき
ましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

輸出制限

技術基準適合証明について

商標／登録商標について

端末本体の比吸収率（SAR）について

Specific Absorption Rate (SAR) Information for 
this Product (for Japan)

USIMカードのお取り扱い

USIMカードご利用時の注意事項

IC部分
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ご不明な点はお買い上げ販売代理店までご連絡ください。
機種名：A201SJ

製造元：西菱電機株式会社

･ USIM カードや端末本体（IP 無線機）（USIM カード挿入済み）を盗難・紛
失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。詳しくは、
お問い合わせ先までご連絡ください。
･ USIMカードの取り付け／取り外しは、必ず電源を切った状態で行ってくだ

さい。
･ 本装置は専用USIMカードが必要です。本装置の専用USIMカードは、他の

携帯電話機では使用できません。

本装置をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。
･ お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
･ 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
･ 保証期間は、保証書をご覧ください。
･ 修理を依頼される場合は、お買い上げ販売代理店またはお問い合わせ先へご

相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
･ 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
･ 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご

要望により有償修理いたします。

･ 本装置の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したた
めに、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任
を負いかねますのであらかじめご了承ください。
･ 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合

がありますので、大切な内容などは控えをとっておかれることをおすすめし
ます。なお、故障または修理の際に本装置に登録したデータや設定した内容
が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますの
であらかじめご了承ください。
･ 本装置を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造さ

れた場合は、修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
･ アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げ販売代理店またはお問

い合わせ先までご連絡ください。

お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売代理店まで
ご連絡ください。

本装置が盗難に遭った場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
■ソフトバンク・ビジネスコールセンター

0800-919-3909（通話料無料）
平日 10:00から17:00まで（年末年始を除く）
連絡していただきたい項目
① 商品名（A201SJ 標準セット）
② お客様会社名・事業所名および機関名、所在地、ご担当者氏名
③ ご連絡先電話番号

本装置のご利用を停止される場合は、ご利用停止の手続きを行ってください。
■ソフトバンク・ビジネスコールセンター

0800-919-3909（通話料無料）
平日 10:00から17:00まで（年末年始を除く）
連絡していただきたい項目
① 商品名（A201SJ 標準セット）
② お客様会社名・事業所名および機関名、所在地、ご担当者氏名
③ ご連絡先電話番号
④ ご利用停止予定日

保証とアフターサービス

保証について

アフターサービスについて

お問い合わせ先

盗難に遭った場合

ご利用を停止される場合


