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1. 付属品について

6. 基本操作

3. お使いになる前に 5. セットアップする

4. 電源を入れる／切る

2. 各部名称

˛˛ 充電用ケーブル

˛˛ ACアダプター

˛˛ SIMトレイピン

˛˛ スタートガイド（本書）

! ご注意
• 付属品が足りないときや破損しているときは、商品が入っていた箱を
捨てる前にVAIOサポートセンターまたは販売店にご連絡ください。

• 付属品は本製品のみで動作保証されています。
• SIMカードは付属しておりません。

 充電ランプ

 本体前面内蔵カメラ

 タッチパネル

 SIMトレイ（microSIM/microSD）

 ヘッドセット接続端子

 電源ボタン

 音量調節ボタン

 内蔵モノラルマイク

 micro USB端子

 LEDフラッシュ

 本体背面内蔵カメラ

 内蔵モノラルスピーカー























SIMカードを取り付ける
1 本製品の電源が切れている状態で、本体左側面のSIMトレ
イ（microSIM/microSD）を引き出す。 
SIMトレイの穴に付属のSIMトレイピンを差し込み、SIMト
レイを引き出します。

2 SIMトレイの奥のホルダー（）に、ICチップ面を下にして
SIMカード（microSIMカード）（別売り）を取り付ける。 
取り付ける際は、カードの切り欠きの向きにご注意ください。 
microSDカードを取り付ける場合は、SIMトレイの手前の
ホルダー（）に取り付けてください。





3 SIMトレイを本製品に差し込み、奥までまっすぐ押し込む。

! ご注意
• SIMカードを使う際、SIMカード変換アダプターは使用しないでくださ
い。内部で破損するおそれがあります。

• 本製品にSIMカードは付属しておりません。お手持ちのSIMカードを
ご使用になるか、別途ご購入いただく必要があります。

セットアップ（初期設定）を行う
画面の指示に従って初期設定を行います。以下の点にご注意
ください。

• 通話やSMSを使用できるSIMカードをお使いの場合、初期設
定前または初期設定中にSIMカードを挿入すると通話およ
びSMSが使用できるようになりますが、モバイルネット
ワークのデータ通信は、初期設定終了後にAPN（アクセスポ
イント）の設定をするまで使用できません。

• Wi-Fiの設定をスキップした場合とWi-Fiの設定を行った場
合で、その後の設定項目が変わります。 
Wi-Fiの設定をスキップした場合、日付と時刻、使用者の名前
の登録、スマートフォンの保護設定、Google™サービスの設
定で初期設定が終了します。 
Wi-Fiの設定を行った場合、上記の設定以外にGoogleアカウ
ントの設定や、他の端末からの設定の移行、バックアップの
復元などを行うことができます。

初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。

APNの設定をする
初期設定後にAPNの設定をする場合は、以下の手順で操作し
てください。

1 アプリの一覧から［設定］を選択する。 
「設定」画面が表示されます。

2 「無線とネットワーク」の［もっと見る］－［モバイルネット
ワーク］－［アクセスポイント名］をタップする。

3 表示されているAPNリストの中からお使いのSIMカードの
APNを選択する。 
お使いのSIMカードのAPNがリストに無い場合には、［＋］
をタップし、［アクセスポイントの編集］でお使いのSIM
カードのAPN設定を入力して、リストに追加します。 
設定内容は、SIMカードのサポートページなどでご確認く
ださい。

電源を入れる
本体右側面の電源ボタンを2秒以上長押しすると、電源が入り
ます。
お買い上げ後にはじめて本製品の電源を入れたときは、セッ
トアップ画面が表示されます。画面の指示に従って初期設定
を行ってください。 
初期設定について詳しくは、「5. セットアップする」（7ページ）
をご覧ください。

電源を切る
1 本体右側面の電源ボタンを2秒以上長押しする。

2 ［電源を切る］をタップする。 
電源が切れます。

ヒント
本製品の電源が入った状態で電源ボタンを短く押すと、画面が消えてス
リープモードになります。 
スリープモードから復帰するには、再度電源ボタンを短く押し、表示され
た画面の下から上に向かってスワイプしてください。

7. よくあるトラブルと解決方法

Q 電源が入らない

 バッテリーの残量がまったくない、または非常に少な
い可能性があります。本製品を充電してください。 
充電方法について詳しくは、「充電する」（6ページ）を
ご覧ください。 
バッテリーがある程度充電されると、自動的に電源が
入る場合があります。

 電源ボタンを2秒以上押しても電源が入らない場合は、
本製品を充電したあと、電源ボタンを15秒以上押した
ままにしてください。

Q 電源が切れない

 電源ボタンを2秒以上押しても電源が切れない場合は、
本製品を充電したあと、電源ボタンを15秒以上押した
ままにしてください。

Q 充電できない

 付属の充電用ケーブルがACアダプターと本製品に正
しく接続されているか確認してください。

 付属の充電用ケーブルで、本製品とコンピューターを
接続して充電している場合は、以下を確認してくださ
い。

• 充電用ケーブルが本製品とコンピューターに正し
く接続されているか

• コンピューターの電源が入っているか

Q Wi-Fi（無線LAN）でインターネットに接続したい

 接続方法について詳しくは、「Wi-Fi（無線LAN）でイン
ターネットに接続する」（8ページ）をご確認ください。

Q データ通信（LTE）に接続できない

 SIMカードが本製品に正しく取り付けられているか、
確認してください。 
SIMカードの取り付け方法について詳しくは、「SIM
カードを取り付ける」（5ページ）をご覧ください。

 電波状況によっては、接続に時間がかかる場合があり
ます。

Q 電話がつながらない

 SIMカードが本製品に正しく取り付けられているか、
確認してください。 
SIMカードの取り付け方法について詳しくは、「SIM
カードを取り付ける」（5ページ）をご覧ください。

 通話可能なSIMカードを利用されていない可能性が
あります。SIMカードの契約内容を確認してください。

取扱説明書について
VAIOをお買い上げいただきありがとうございます。

スタートガイド（本書）では、各部名称、初期設定、基本
操作、インターネットへの接続、使用上のご注意などに
ついて説明しています。
使い始めにお読みください。

取扱説明書で説明されている機能やアプリは、お使い
のモデルによって使用できない場合やインストールさ
れていない場合があります。また、イラストや写真、画
面は実際のものと異なる場合があります。

使いかたやトラブルについてのお問い合わせ先
弊社サポートページをご参照ください。
VAIO Phoneサポートページ
https://support.vaio.com/phone/

! ご注意
他社製品との接続、VAIO(株)が提供していないOS・アプリ、
VAIO(株)で再現できないご使用上の問題点などについては、お答
えいたしかねる場合があります。
修理についてのお問い合わせ先
弊社サポートページ上の保証規定、修理/交換規定をご
確認ください。 
（https://support.vaio.com/phone/repair-kiyaku/）
メールで申し込む
修理が必要な場合は、「修理の申し込み」よりお申し込み
ください。https://support.vaio.com/phone/repair/
電話で申し込み
VAIOサポートセンター窓口
電話番号：0120-810-460（フリーダイヤル）

03-6420-3134（携帯電話など、上記につなが
らない場合）

受付時間：月～金曜日　9:00～ 18:00
土・日・祝日　9:00～ 17:00

※システムメンテナンス、当社指定休日を除きます。

充電する
お買い上げ時、内蔵バッテリーは完全には充電されていない
ため、ご使用になる前に充電してください。
充電するには、付属の充電用ケーブル（）を本製品のmicro 
USB端子とACアダプター（）に接続し、ACアダプターのプラ
グをコンセントに差し込みます。
充電が始まると、本体前面内蔵カメラの右側にある充電ラン
プが赤く点灯します。



! ご注意
充電の際は、必ず付属の充電用ケーブルとACアダプターをご使用くださ
い。

電話をかける
音声通話が可能なデータサービスに加入している場合は、電
話をかけることが可能です。

1 ホーム画面で、  をタップする。

2  をタップし、表示された画面で電話番号を入力する。

3  をタップする。 
通話が終了したら、  をタップします。

Wi-Fi（無線LAN）でインターネットに接続する
Wi-Fi（無線LAN）を使用してインターネットに接続します。 
インターネットに接続するための設定や機器について詳しく
は、プロバイダーから送付されたマニュアルや、接続機器に付
属のマニュアルをご覧ください。

1 プロバイダーから送られてきたマニュアルに従って、モデ
ムやルーター、Wi-Fiアクセスポイントなどを接続し、必要
な設定をする。 
設定をするには、本製品をWi-Fiでこれらの機器に接続す
る必要があります。

2 アプリの一覧から［設定］を選択する。 
「設定」画面が表示されます。

3 「無線とネットワーク」の［Wi-Fi］をタップし、Wi-Fiを「ON」
にする。

4 接続先のWi-Fiアクセスポイントをタップする。 
接続されると、Wi-Fiアクセスポイントの欄に「接続済み」と
表示されます。 
パスワードを入力する画面が表示されたときは、必要に応じ
てパスワードなどを入力し、［接続］をタップしてください。 
入力時はアルファベットの大文字と小文字が区別されま
すのでご注意ください。

5 インターネット閲覧用のブラウザーを起動して、インター
ネットのWebサイトが表示されるか確認する。 
表示されたら、インターネットに接続されています。

カメラを使う
1 ホーム画面で  をタップする。

2  をタップして、写真を撮る。

ヒント
 をタップすると、パノラマ／動画／静止画の切り換えができます。

アプリをインストールする
1 ホーム画面で［Play ストア］をタップする。 

Playストアが起動します。

2 Googleアカウントの登録を行う。

3 お好みのアプリを選択し、インストールする。

! ご注意
• アプリによっては、ダウンロード時に費用が発生します。
• アプリによっては、使用の際に多くのデータ通信量が必要となるため、

Wi-Fiでの接続をおすすめします。

文字入力について
検索ボックスなどの文字入力欄をタップすると、ソフトウェア
キーボードが表示されます。



















 変換決定解除
変換後に再変換を可能にします。

 カーソル（左）
文字入力の位置を左に移動します。

 数字・記号・絵文字・顔文字
数字や記号、絵文字、顔文字を入力します。

 半角英字
半角英字入力に切り換えます。

 削除
入力した文字を1文字削除します。

 カーソル（右）
文字入力の位置を右に移動します。

 スペース
空白を入力します。

  エンター／  検索
エンターは文字を入力したときに表示されます。タップす
ると入力した文字を決定します。 
検索は文字を決定した後に表示されます。タップすると
入力した内容を検索します。

 キーボード切り換え
日本語入力／英語入力を切り換えます。

保証書【型番】　　VPA051　シリーズ
販売店名　店名／住所／ TEL

担当者名
保証期間 1年間 お買い上げ年月日　　　　年　　月　　日

Q PINなどを使ったセキュリティの設定をしたい

 以下の方法でPINやパスワードを設定し、本製品のセ
キュリティを強化することができます。

本製品のセキュリティ設定をする場合：
 ア̨プリの一覧から［設定］を選択する。 
「設定」画面が表示されます。

［̨セキュリティ］－［画面ロック］をタップする。 
「画面ロックを選択」画面が表示されます。 
初期設定でPINを設定している場合は、「PINの確
認」画面が表示されるので、PINを入力してくださ
い。

 画̨面ロックを解除する方法を選択する。
˛・なし：画面をロックしません。
 ・スワイプ：スワイプするだけで画面ロックを解
除します。

 ・パターン：画面をなぞるパターンで画面ロック
を解除します。

 ・PIN：数字の組み合わせを入力して画面ロックを
解除します。

 ・パスワード：文字列を入力して画面ロックを解
除します。 
「なし」または「スワイプ」に設定した場合、端末を保
護することができません。

 必要に応じて、以下の動作を設定することができま
す。

 ・自動ロック 
スリープ状態に移行したあとに画面がロックされ
るまでの時間を設定します。 
「すぐ」に設定すると、スリープからの復帰時に必ず
ロック画面が表示されます。 
なお、本製品を操作しない状態からスリープに移行
するまでの時間は、「設定」画面で［ディスプレイ］－
［スリープ］から設定することができます。
・電源ボタンですぐにロックする 
設定を有効にすると、電源ボタンを押して画面を消
したあとすぐに画面がロックされます。

・ロック画面メッセージ 
ロック画面に表示する文字列を設定します。

・SmartLock 
条件に合致すれば自動的に画面ロックを解除しま
す。

SIMカードにPINの設定をする場合：
 ア̨プリの一覧から［設定］を選択する。 
「設定」画面が表示されます。

［̨セキュリティ］－［SIMカードロック設定］をタッ
プする。

［̨SIMスロット1］または［SIMスロット2］を選択し、
［SIMカードをロック］をタップする。

 設̨定するPINを入力し、［OK］をタップする。 
PINの設定はSIMカードに保存されます。SIMカー
ドを本製品から取りはずして他の製品に取り付け
た場合は、保存したPINの入力が必要になります。

Q 外付けキーボードを接続すると、キーボードを押したと
おりに文字が入力できない

 物理キーボードの設定を変更する必要があります。

 検̨索ボックスなどの文字入力欄をタップしたとき
に、画面右下に表示される  をタップする。

［̨キーボードの選択］－［物理キーボード］ をタッ
プして、「キーボードレイアウトの設定」を変更し
てください。

Q バッテリーの持ち時間を長くする方法を知りたい

 バッテリーの持続時間は、使用環境やバッテリーの劣
化度合いにより異なります。 
圏外のときは通信可能な状態にできるよう電波を探
すため、より多くの電力を消費します。圏外の状態が
長時間続くような場合は、機内モードに設定すること
をおすすめします。 
また、使用していないアプリが起動している場合は、
画面右下の  をタップし、表示されたアプリを横に
スワイプして終了させてください。

https://support.vaio.com/phone/
https://support.vaio.com/phone/repair-kiyaku/
https://support.vaio.com/phone/repair/
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8. 安全のために

安全上のご注意
ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、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。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う
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、「軽傷を負う可能性が想
定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。
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。

禁止（してはいけないこと）を示します。

分解してはいけないことを示す記号です。

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。

濡れた手で扱っ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）を示します。

電源プラグをコンセントから抜いて頂くことを
示す記号です。

高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こ
たつの中、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、けがの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入
れたり、電磁調理器（IH調理器）の上に置いたり
しないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

火の中に投下したり、熱を加えたりしないでく
ださい。 
内蔵バッテリーの発火、破裂、発熱、漏液の原因
となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけた
りするなど過度な力を加えないでください。 
内蔵バッテリーの発火、破裂、発熱、漏液の原因
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、感電の原因となります。

水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさないで
ください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

本製品の接続端子に液体（水や飲料水、ペットの
尿、汗など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

本製品に使用するオプション品は、VAIOが指定
したものを使用してください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

内蔵バッテリー内部の液体などが目の中に入っ
たときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った
後、直ちに医師の診療を受けてください。 
失明の原因となります。

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしない
でください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

本製品の接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の
芯など）を接触させないでください。また、内部
に入れないでください。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだ
りしないでください。
火災、やけどの原因となります。

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光さ
せないでください。特に乳幼児を撮影するとき
は、1m以上離れてください。 
視力障害の原因となります。また、目がくらんだ
り驚いたりしてけがなどの事故の原因となりま
す。

本製品のSIMトレイ挿入口に水などの液体や金
属片、燃えやすいものなどの異物を入れないで
ください。 
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

自動車などの運転者に向けてライトを点灯しな
いでください。 
運転の妨げとなり、事故の原因となります。

充電用ケーブルが傷んだら使用しないでくださ
い。 
火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプターは、風呂場などの湿気の多い場所
では使用しないでください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、ACアダプターには触れない
でください。 
感電の原因となります。

充電用ケーブルの上に重いものをのせないでく
ださい。 
火災、やけど、感電の原因となります。

コンセントにACアダプターを抜き差しするとき
は、金属製ストラップなどの金属類を接触させ
ないでください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き
差ししないでください。 
感電の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場
所に立ち入る場合は必ず事前に本製品の電源を
切り、充電をしている場合は中止してください。
ガスに引火する恐れがあります。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形
など、いままでと異なるときは、直ちに次の作業
を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・本製品の電源を切る。
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切
るか、機内モードに設定してください。 
航空機内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。

病院内での使用については、各医療機関の指示
に従ってください。 
使用を禁止されている場所では、本製品の電源
を切ってください。電子機器や医用電気機器に
悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音
が鳴っているときなどは、必ず本製品を耳から
離してください。また、ヘッドセットなどを本
製品に装着し、ゲームや音楽再生などをする場
合は、適度なボリュームに調節してください。 
音量が大きすぎると難聴の原因となります。ま
た、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因とな
ります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着
信音量の設定に注意してください。 
心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用
電気機器メーカもしくは販売業者に、電波によ
る影響についてご確認の上ご使用ください。 
医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となり
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、本製品の電源を切ってください。 
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、火災報知
器、自動ドア、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される方は、当
該の各医用電気機器メーカ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。

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破
損した際には、割れたガラスや露出した本製品
の内部にご注意ください。 
誤って割れた破損部や露出部に触れますと、け
がの原因となります。

内蔵バッテリーが漏液したり、異臭がするとき
は、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてくだ
さい。 
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり
ます。

指定の電源、電圧で使用してください。 
誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原
因となります。

ACアダプターの電源プラグについたほこりは、
拭き取ってください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプターをコンセントに差し込むときは、
確実に差し込んでください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜
く場合は、充電用ケーブルを無理に引っ張らず、
ACアダプターを持って抜いてください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

本製品に充電用ケーブルを抜き差しする場合は、
無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差しし
てください。 
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細
動器を装着されている場合は、装着部から本製
品を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。

身動きが自由に取れないなど、周囲の方と15cm
未満に近づく恐れがある場合には、事前に本製
品を電波の出ない状態に切り替えてください。
（機内モードまたは電源オフなど） 
付近に植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型
除細動器などの医用電気機器を装着している方
がいる可能性があります。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製品の使用については、
各医療機関の指示に従ってください。 
使用を禁止されている場所では、本製品の電源
を切ってください。電子機器や医用電気機器に
悪影響を及ぼす原因となります。

長時間使用しない場合は、ACアダプターをコン
セントから抜いてください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコ
ンセントからACアダプターを抜いてください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

お手入れの際は、ACアダプターをコンセントか
ら抜いて行ってください。 
火災、やけど、感電の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な
場所には置かないでください。
落下して、けがの原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、
保管しないでください。
火災、やけど、感電の原因となります。

本製品が破損したまま使用しないでください。 
火災、やけど、けが、感電の原因となります。

モーションセンサーのご利用にあたっては、必
ず周囲の安全を確認し、本製品をしっかりと握
り、必要以上に振り回さないでください。 
けがなどの事故の原因となります。

一般のゴミと一緒に捨てないでください。 
発火、環境破壊の原因となります。不要となっ
た本製品は、回収を行っている市区町村の指示
に従ってください。

コンセントにつないだ状態でACアダプターに
長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方
法を教えてください。また、使用中においても、
指示どおりに使用しているかをご確認ください。
けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けが、感電の原因となった
りします。

本製品をACアダプターに接続した状態で長時
間連続使用される場合には特にご注意ください。
充電しながらゲーム、動画視聴などを長時間行
うと、本製品やACアダプターの温度が高くなる
ことがあります。
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の
体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶ
れなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐
れがあります。

自動車内で使用する場合、自動車メーカもしく
は販売業者に、電波による影響についてご確認
の上ご使用ください。 
車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響
を及ぼす原因となりますので、その場合は直ち
に使用を中止してください。

本製品の使用により、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。

ディスプレイを見る際は、十分明るい場所で、画
面からある程度の距離をとってご使用ください。 
視力低下の原因となります。

内蔵バッテリー内部の液体などが漏れた場合は、
顔や手などの皮膚につけないでください。 
失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。液
体などが目や口に入った場合や、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、目や口に入った場合は、洗浄
後直ちに医師の診断を受けてください。

本製品の内蔵バッテリーの種類は次のとおりです。
表示：Li-ion 02
バッテリーの種類：リチウムイオンバッテリー

安全規制について
電波法及び電気通信事業法に基づく認証について
本製品は、電波法及び電気通信事業法の認証を受けています。
認証表示は以下の手順で確認することができます。

1 アプリの一覧から［設定］を選択する。 
「設定」画面が表示されます。

2 ［端末情報］－［認証］をタップする。

5GHz帯無線LANについて
5GHz帯無線LANは屋内のみでご使用ください。

VCCIについて
この装置は、クラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環
境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を
引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VCCI-B

携帯電話機の比吸収率(SAR)について
この機種【VPU051C12N】の携帯電話機は、国が定めた電波の
人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドライ
ンに適合しています。
この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術
基準(※)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する
電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国
際ガイドラインは世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際
非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が定めたものであり、その
許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を
含んでいます。 
国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を
人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率
（SAR：Specific Absorption Rate）で定めており､携帯電話機
に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側
頭部におけるSARの最大値は0.354W/kg、身体に装着した場
合のSARの最大値は0.488W/kgです。個々の製品によって
SARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容
値を満足しています。
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送
信電力になるよう設計されているため、実際に通話している
状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、
基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくな
ります。
この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャ
リングケース等のアクセサリをご使用するなどして、身体か
ら1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれない
ようにしてください。このことにより、本携帯電話機が国の技
術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しているこ
とを確認しています。
世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらす
かどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多
数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によっ
て生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていませ
ん。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりた
い場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/
facts_press/fact_japanese.htm
SAR値についてさらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下
記のホームページをご参照ください。
総務省のホームページ： 
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
一般社団法人電波産業会のホームページ： 
http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
※ 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14
条の2）で規定されています。

9. 注意事項 10. サービス／サポート 11. ソフトウェア使用許諾契約書
本製品のご利用について
• 本製品は、LTE、W-CDMA方式に対応しています。
• 本製品は電波を利用している関係上、第三者により通話を
傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE、
W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的
にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、
ただの雑音としか聞きとれません。

• 本製品は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信
を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、
送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合に
は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。

免責事項について
• 本製品は、お客様がインストールを行うアプリなどによって
は動作が不安定になったり、お客様の位置情報や本製品に
登録された個人情報などがインターネットを経由して外部
に発信され不正に利用されたりする可能性があります。こ
のため、ご利用されるアプリなどの提供元および動作状況
について十分にご確認の上ご利用ください。

• お客様ご自身で本製品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るようお願いします。本製
品の故障や修理その他の取り扱いなどによって、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、責任を
負いかねますのであらかじめご了承ください。

• 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめ
します。

• お客様が本製品をご使用になることで、お客様は、本紙記載
の弊社「ソフトウェア使用許諾契約書」にご同意いただいた
ものとします。

マナーを守ろう
公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないよう
ご注意ください。

カメラ機能について
カメラ機能をご利用の際は、一般的なモラルをお守りのうえ
ご利用ください。

著作権について
お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上の
ホームページからダウンロードなどにより取得した文章、画
像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテン
ツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた
場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などする
ことはできません。実演や、興行、展示物などには、私的使用
目的であっても撮影または録音を制限している場合がありま
すのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本
人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖
像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲
載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害
する恐れがありますのでお控えください。

保証書とアフターサービス
保証書について
本製品の保証書は、本書の1ページ目にあります。
所定事項の記入をしていただき、大切に保存してください。

アフターサービスについて
メーカー保証期間中の修理は
弊社が定める保証規定 
（https://support.vaio.com/phone/warranty/）に基づいて修
理または交換いたします。
メーカー保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で
修理または交換いたします。
部品の保有期間について
弊社では補修用性能部品を製造打ち切り後3年間保有してい
ます。この部品保有期間を修理または交換可能の期間とさせ
ていただきます。

修理について
弊社サポートページ上の保証規定、修理/交換規定をご確認く
ださい。（https://support.vaio.com/phone/repair-kiyaku/）
修理を依頼されるときにご用意いただくもの
• スマートフォン本体
• 本書

! ご注意
• 弊社の保証以外に、販売会社などの独自の保証に加入されている場合
は、販売会社などにお問い合わせください。 
弊社窓口では修理依頼を承ることができない場合がございます。

• 他社製品との接続、VAIO(株)が提供していないOS・アプリ、VAIO(株)で
再現できないご使用上の問題点などについては、お答えいたしかねる
場合があります。

• 修理時の代替機はご用意しておりません。
• 保証期間中でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧
ください。

• お買い求めいただいたVPA051 シリーズの保証規定は日本国内のみ有
効です。

• データのバックアップをおとりください。 
修理・交換では本体内蔵のメモリ内のデータ保全は行いません。 
修理・交換の過程で生じたデータの消失、アプリ及びゲームの消去に
対し弊社は一切責任を負いかねますので、修理・交換をご依頼の前に
必ずデータのバックアップをとっていただきますようお願いいたしま
す。

　弊社スマートフォン（以下「本製品」といいます）及び付属の
メディアに含まれるソフトウェア（以下併せて「本ソフトウェ
ア」といいます）は、VAIO株式会社（以下「VAIO」といいます）及
び／又は、そのサプライヤー、ライセンサー（以下併せて「原権
利者」といいます）がその権利を有するものとします。尚、本製
品にはVAIO及び原権利者以外の第三者のソフトウェアも含ま
れております。お客様の当該ソフトウェアの使用はかかる第
三者が定める使用条件に従って下さい。
１．VAIOはお客様に対し、本ソフトウェアについて、本製品と
共に使用する場合に限り、非独占的且つ限定的なライセンス
(以下「本ライセンス」といいます)を許諾します。
２．本ライセンスは、本契約の条件に従いVAIOからお客様に
対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの著作権等の
知的財産権はお客様に移転致しません。
３．お客様は、いかなる手段を用いても、本ソフトウェアのソー
スコード及びコンポーネントを解読してはならず、また、本ソ
フトウェアを複製、頒布、修正することは出来ません。
４．お客様が本ソフトウェアについての権利及び義務を第三
者に譲渡出来るのは、本ソフトウェアを本製品と共に第三者
に譲渡し、かつ、当該第三者が、本ライセンスの条件を遵守す
ることにつき書面をもって合意した場合に限られます。
５．お客様は本ソフトウェアを用いてVAIO又は第三者の知的
財産権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとし
ます。
６．VAIO及び原権利者は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の
不具合がないこと、本ソフトウェアが中断なく稼働すること及
び本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないこ
とを保証しません。
７．お客様に対するVAIO及び原権利者の損害賠償責任は、
VAIO又は原権利者の故意又は重過失による場合を除き、いか
なる場合にもお客様が証明する本製品の購入代金を上限とし
ます。
８．本ライセンスは、お客様の本製品使用期間中、有効に存続
します。
９．お客様が、本契約のいずれかの条項に違反した場合、本ラ
イセンスは直ちに取り消されます。但し、本契約の６条、７条
及び１１条は当該取り消し後も存続するものとします。
１０．本ソフトウェアに、原権利者が権利を有する素材又は
コードが含まれている場合は、その限りにおいて、かかる原権
利者は本契約における受益者となるものとします。
１１．本契約の準拠法は、日本法とします。
１２．本ソフトウェアにつき追加的な条件が付された場合は、
かかる条件は、本契約の各条項に加えて、お客様の本ソフト
ウェアの使用について適用されるものとします。

輸出管理規制
本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国
貿易法」及びその関連法令）の適用を受ける場合があります。
本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様の責任及び費用
負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手
続きについては経済産業省へお問い合わせください。

Bluetooth機能について
通信速度と範囲は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電
波状況、壁の有無・素材など周囲の環境、使用するアプリなど
により変化します。また、電波環境により通信が切断される
場合があります。

Wi-Fi（無線LAN）について
Wi-Fiではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。
セキュリティー対策を施さず、あるいはWi-Fiの仕様上やむを
得ない事情により、セキュリティーの問題が発生してしまった
場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責
任を負いかねます。 
通信速度と範囲は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電
波状況、壁の有無・素材など周囲の環境、使用するアプリなど
により変化します。また、電波環境により通信が切断される
場合があります。

パケット通信料について
本製品は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンを
チェックするための通信、サーバーとの接続を維持するため
の通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。ま
た、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大き
い通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パ
ケットパック/パケット定額サービスのご利用を強くおすすめ
します。

記録内容の補償に関する免責事項
本製品の不具合などから何らかの原因で本製品内または外部
メディア・記録機器などに記憶できなかった場合、不具合・
修理など何らかの原因で本製品内または外部メディア・記録
機器などの記録内容が破損・消滅した場合など、いかなる場
合においても、記録内容の補償およびそれに付随するあらゆ
る損害について、当社は一切責任を負いかねます。また、いか
なる場合においても、当社にて記録内容の修復、復元、複製な
どはいたしません。あらかじめご了承ください。

有寿命部品について（バッテリー）
本製品には有寿命部品（バッテリーなど）が含まれています。
有寿命部品とは、ご使用により摩耗、劣化が進行する可能性の
ある部品をさします。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境
やご使用頻度などの条件により異なります。

液晶ディスプレイについて
ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていま
すが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在す
る場合があります。これはディスプレイの特性であり故障で
はありませんので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアについて
本製品に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリ
ティー契約のもとに供給されています。これらのソフトウェ
アを不正にコピーすることは法律で禁止されています。また、
店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフト
ウェアを借りてコピーして使うことは禁じられています。ソ
フトウェアの使用許諾契約書をよくお読みのうえ、お使いく
ださい。付属ソフトウェアの中には、アプリ単独でアンインス
トール、インストールが行えるものがあります。ただし、この
ような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。付
属のソフトウェアについて詳しくは、各ソフトウェアのヘルプ
をご覧ください。

ソフトウェアと周辺機器の動作について
一般的にAndroid™用などと表記している市販ソフトウェア
や周辺機器の中には、本製品で使用できないものがあります。
ご購入に際しては、販売店または各ソフトウェアおよび周辺
機器の販売元にご確認ください。市販ソフトウェアおよび周
辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失に
ついては、一切責任を負いかねます。また、本製品に付属のOS
以外をインストールした場合の動作保証はいたしかねます。

本製品を廃棄するときのご注意
不要になった本製品は、一般のごみと一緒に捨てないでくだ
さい。本製品を廃棄するときは、市町村の指示に従って適切
に処理するようにお願いいたします。詳しくは、お住いの各市
町村にお問い合わせください。

バッテリーのリサイクルについて
本製品に内蔵されているバッテリーはリサイクルできます。
このバッテリーの取り外しはお客様ご自身では行わず、「VAIO
サポートセンター」にご相談ください。

•  及び“VAIO”はソニー株式会社の登録商標です。
• Google、Android、Google Play およびその他のマークは、

Google Inc. の商標です。
• Qualcomm and Snapdragon are trademarks of 

Qualcomm Incorporated, registered in the United States 
and other countries. Used with permission.

• Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する登録商標であり、VAIO株式会社はこれらのマー
クをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標
およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

• microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴは
SD-3C, LLC.の商標です。

 

• その他、本マニュアルで登場するシステム名、製品名、サー
ビス名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標
です。なお、本文中では™、® マークは明記していません。

12. 商標について

http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
http://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html
https://support.vaio.com/phone/warranty/
https://support.vaio.com/phone/repair-kiyaku/

