■ケータイあんしんBOOK

表紙

いつでもそばで
守ってあげたい。

ケータイをもっと 快適 ＆ 安心 へ

家族で
考える
子ども会推奨マーク認定番号；
KSM-P003

ケータイあんしん
BOOK

掲示板やメールを
安全に利用するた
めに

パールホワイト
（ZESAF1）

出会い系サイト等から
お子さまを守る

●あんしんの機能満載。 ●ボタンひとつで操作がかんたん。 ●水回りでも使える防水対応※。

●学校への持込みについては、学校へ事前にご確認ください。※ 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）の防水性能を有しています。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。水にぬらした後は、乾いた布で拭いてください。

ケータイ・リサイクル

ケータイのリサイクルにご協力をお願いいたします。
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、充電器類をブランドやメー
カーを問わず左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。

※回収した携帯電話、
電池、
USIMカード、
充電器類はリサイクルするためご返却できません。
※個人情報保護のため、
携帯電話に記憶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・動画等）
は事前に消去願います。
（初期化すると一括消去できます。
）

www.softbank.jp

ソフトバンク カスタマーサポート総合案内
■ソフトバンク携帯電話から・・・157［無料］※
■一般電話から・・・・・・・・・・・
0800-919-0157［無料］※

OFF

お申し込み、お問い合わせは下記のお店へ。

スマートフォン テクニカルサポートセンター（スマートフォンの操作案内はこちら）
■SoftBank スマートフォン/ソフトバンク携帯電話から・・・151［無料］※
■一般電話から・・・・・・・・・・・
0800-1700-151［無料］※
※海外からご利用いただけませんのでご了承ください。
● IP電話などでフリーコールがつながらない場合がございます。
●［受付時間］自動音声応答サービス（24時間）／オペレーター対応（AM9:00〜PM8:00）

■海外からおかけの場合・・・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］
●あんしん保証パック、ケータイ基本パック、スマートフォン基本パック、S！ベーシックパック、TVコール、S！メール、と
もだちメール、S！電話帳バックアップは、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。●Twitter および
Twitter ロゴ、Twitter の「T」ロゴ、Twitter の青い鳥は、アメリカ合衆国また他国々におけるTwitter, Inc.の登録商標です。
●Facebook および Facebook ロゴはFacebook,Inc.の商標または登録商標です。 ●Google および Google ロゴ、
Android、Android マーケット および Android マーケット ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc.の商標ま
たは登録商標です。●Apple、Appleのロゴは、米国および他国のApple Inc.の登録商標です。●SD および SD ロゴ、
SDHC、miniSD および miniSD ロゴ、microSD 、microSDHC は、SD-3C,LLCの商標です。●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。 ●着うた® 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。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●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。 ●「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。

振り込め詐欺を
未然に防ぐ

1110 ケータイあんしんBOOK

マナーを守ろう

●記載内容は2011年9月現在のものです。
内容については変更する場合があります。

2011.10

ソフトバンクでは、有害サイトなどへのフィルタリングサービスを提供しております。

■ケータイあんしんBOOK

P1-P2

はじめに

より安 心 、より快 適 に
ケータ イをお 使 い い た だくた め に 。

ルールのご確認

▼

ケータイを 使 用 する際 には 、周りの人の 迷 惑にならないよう、
マナーやル ール など を守って使 用しましょ う 。
P 21

保護者のみなさまへお願いです。
携帯電話でのインターネットサービス利用は大変便利な反面、犯罪に巻き込まれ
る可能性を持つ違法な情報、あるいは道徳的に有害な情報に触れるリスクも存在
します。
「良い・悪い」
「安全・危険」
「受け入れる・拒否する」の判断がまだまだ未熟
な子供たちをインターネットの危険から守るために、保護者のみなさまには、お子
さまのインターネット利用状況を把握・管理する責任が法律上課せられています。

フィルタリングサービス［覚えていただきたいこと］

1 インターネットのアクセス制限が設定できます
お子さまの育成にとって有害なサイトの閲覧を制限し、青少年に広く利用されているサイトの
み閲覧できるようにするなど、
年齢や成長に応じたサービスをご利用いただけます。お子さま
の利便性を損ねることなくインターネット利用環境の健全性を高めることができます。

2 未加入時や解約時は飛躍的に危険が高まります
フィルタリングサービスを利用しない場合は、出会い系サイト、アダルトサイト、
残虐なコンテンツなどの有害サイトへのアクセス・閲覧のリスクが
飛躍的に高まります。

危険やリスクからお子さまを守る有効な手段のひとつがフィルタリングサービスです。
しかし、フィルタリングサービスは危険やリスクを完全に回避・除去できるものではありま
せん。保護者のみなさまの指導・管理が最も有効的な手段であることをご理解の上、お子

3 保護者の責任において、指導・管理の徹底をお願いします。
フィルタリングサービスを利用せずにお子さまに携帯電話インターネットを使わせる場合、
フィルタリングサービスによる保護がなくとも、深刻な被害やトラブルに陥らないよう、
保護者の責任において、指導・管理をしなければなりません。

さまの携帯電話利用をしっかりと見守っていただくことをあわせてお願いいたします。
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■ケータイあんしんBOOK

P3-P4
お子さまの 安 全を守りたい

犯罪やトラブルを未然に防ぐために
CONTENTS

未成年者に悪影響を与える恐れのある有害なサイトおよびアプリケーションなどの利用を制限し、
携帯電話を利用したトラブルからお子さまを守るのに有効なサービスをご紹介します。

お子さまの安全を守りたい
犯 罪やトラブルを未然に防ぐために ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

機種別 フィルタリング／安心機能一覧
機種ごとにフィルタリング方法が異なります。お子さまとご利用ルールをご相談の上、
ご利用ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
ウェブ安心サービス（フィルタリングサービス）

フィルタリング

Ya h o o !あんしんねっと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

その他の安心機能

あんしん設 定アプリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

ウェブ安心サービス※1
P5

SoftBank
スマートフォン

ウェブ安心サービス※2
P5

あんしん設定アプリ
P9

iPhone

Yahoo!あんしんねっと※3
P7

アプリケーションを制限
P8

気をつけ たいケータイトラブル の原因
プロフ・S N S ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

迷 惑 メール 対 策

▲

▲

迷 惑メールブロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

▲

高額パケット代 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

▲

チェーンメール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

▲

SoftBank 3G

迷 惑メール専用窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
【ご利用環境でのご注意！】

災 害 時 に 備 えて

※1「3G」と「ケータイ WiFi」の環境でご利用できます。ただし、ケータイ WiFi以外のWiFi通信を行った場合、フィルタリングは適用されません。
※2「3G」
環境でのみご利用できます。
WiFi接続時、
またはデフォルトブラウザ以外でご利用の場合フィルタリングは適用されません。
※3「3G」
と
「WiFi」
の環境でご利用できます。

緊急地 震 速報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
災害用伝言 板サービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

犯罪やトラブルにつながる危険のある有害サイト

トラブルにあってもあわてないために

面識のない男女がインターネットを介して知り合う出会い系サイトや、薬物の情報提供、いじめや犯罪に利用される
コミュニティサイトなど、インターネット上には、犯罪の入り口につながる有害サイトが多数あります。

架 空請求メール、架 空請求 サイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
振り込め詐 欺、なりすまし電 話 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

こんな サイトが 犯 罪 の入り口につな がります。

故障、紛 失・盗 難 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
▲

出会い系・掲示板・コミュニティ 援助交際

▲

ケー タイ利 用 のル ール

プロフ・学 校 裏サイト

いじめ

みんなで守るケータイ利用のルール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
▲

暴力サイト

ギャンブル

犯 罪

ポルノ

フィル タリン グ サ ー ビ ス な ど を 利 用して 、対 策 を 取りましょう
3
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P5-P6

お子さまの 安 全を守りたい

SoftBank 3G、SoftBank スマートフォンご利用の方向け

POINT

ウェブ 安心サービス 〜フィルタリングサービス〜（月額 使 用料 無 料 ）

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

目安：小学生程度

目安：中学生程度

目安：高校生程度

目安：高校生程度

●アダルトサイトや出会い系サイトなど、特定のURLへのアクセスを制限できます。お子さまの年齢
や知識、判断力などに応じて、保護者の方にお選びいただけます。

Yahoo!きっず
●SoftBank 3Gのみ対応です。

ウェブ利用制限（弱）
ウェブ利用制限
（弱）
プラス

ウェブ利用制限〜標準設定〜

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むけ。

インターネットを活用しつつ、 インターネットに慣れていて、掲示
しっかりと安全は守りたいと 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むけ。
いう方むけ。

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
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。

●ソフトバンクショップ
●ソフトバンク カスタマーサポート総合案内（ソフトバンク携帯電話から 157）
▲

Yahoo!きっず

ソフトバンクショップなどで登録ができます。
登録お取り扱い窓口

■青少年に不適切なサイトへのアクセスを制限し、犯罪などのトラブルに
巻き込まれることを防止するサービスです。

ウェブ安心サービスのお申し込みは簡単！

●ソフトバンク携帯電話、
パソコンのMy SoftBank
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。親権者によるソフトバンク カスタマーサポート総合案内でのお申し込み
の際には本人確認書類の郵送が必要となります。

サービスの解除はソフトバンクショップへ
20歳以上のご契約者ご本人さまからのお申し込みが必要です。
また、ご契約者が20歳未満の場合は親権者のご来店が必要となり、解除理由を確認させていただきます。

最寄りのソフトバンクショップの検索方法
ソフトバンク携帯電話から

閲覧が許可
されるサイト
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。

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。ウェブ利用制限（弱）プラ
スでは、その他一部のサイト※3
へもアクセスできます。

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
ゴリのURLにはアクセスでき
ません。

※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・認定及び啓発・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、制限対象となるコンテンツ登録を事前に解除してください。●ご利用には別途通信料がかかります。

パソコンから

Yahoo!ケータイ

メニューリスト

My SoftBank

SoftBank Info

Shop検索

www.softbank.jp〈ソフトバンクショップ〉

●ご利用には別途通信料がかかります。

覚えて
おこう！

「見ない」
「書き込まない」
「会わない」

チェック！

犯罪の被害を回避するためにも、
よく話し合い危険性を認識しましょう。
●出会い系サイトにアクセスしない
●ネット上で知り合った人には会わない
●個人情報は書かない

●小学生のお子さまもこれで安心！「Yahoo!きっず」
（ 月額使用料無料）
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
（平成21年4月1日施行）

あらかじめソフトバンクが登録したサイトのみアクセスできる、子ども向けコンテンツを中心とした
サービスです。危険なサイトへはアクセスできないので安全です。
おすすめ

ゲーム

図鑑

占い

おすすめコンテンツの
内容を掲載

サーバ通信を行わない
簡単なゲームを提供

昆虫や植物を気軽に
調べることが可能

今日の総合運、ラブ運
おこづかい運、勉強運

●保護者は、携帯電話を18歳未満の青少年が使用する場合には、その旨を申し出る義務があります。
●18歳未満の青少年が使用する場合には、フィルタリングサービスが原則適用されます。
子どものケータイ利用について

●画面はイメージです。 ●SoftBank スマートフォンは非対応となります。

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。

＜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。

▲

●Android マーケットTM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アプリケーションを購入できますのでご注意ください。
SoftBank スマートフォン（一部機種を除く）では「あんしん設定アプリ」にてAndroid マーケットの利用を制限できます。 P9

5

http://www.tca.or.jp/mobile/child.html

＜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。※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。

フィルタリングを利用しない場合、条例により保護者の方は正当な理由の書面での申し出が必要となる自治体がありますのでご確認ください。
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P7-P8

お子さまの 安 全を守りたい

S T E P. 2

i P h o n eをご利 用の方向け

Yahoo!あんしん ねっと（月額 使 用料 無 料）

【Yahoo!あんしん
ねっと 】を 起 動
し、
右下のスパナ
マークをタップし
てください。

1

■お子さまが安心・安全、そして快 適にiPhoneをご利用いただくために、
「Yahoo!あんしん ねっと」をフィルタリングとしてご利用いただけます。
＊ iPhoneでアプリケーションをご利用になるために、
Apple IDが必要となります。
＊「Yahoo!あんしんねっと」は、お子さまに安全なインターネットサイトのみが表示されるアプリケーションです。

4

設定画面に戻った
ら、
【設定】
をタップ
してください。

S T E P. 3

インターネットブラウザ「Safari」の無効化

5

S T E P. 1 「Yahoo!あんしんねっと」アプリケーションのダウンロードとインストール
安心してお子さまにインターネットをお楽しみいただくために、フィルタリング機能を持った「Yahoo!あんしんねっと」の
アプリケーションを「App Store」よりインストールしてください。
はじめに

1

Apple IDの取得

検索バーをタップし、あんしんねっと と
入力し
をタップしてください。

1

を
タップします。

4

3

機能制限用に
【任意のパス
コード（4桁）】
を２回、
入力し
てください。

5

一覧より Yahoo!あんしんねっと
を探して、タップしてください。

をタップしてください。
をタップしてください。

【一般】 【機能制限】を
タップし、
【機能制限を設
定】
をタップしてください。

2

7

2

8

▲

アイコンをタップすれば、
安心・
安全なWebサイトに接続します。

▲

フィルタリングのレベル変更時に必要なパスコードを必ず保護者の方が設定した上でご利用ください。フィルタリングレベルの初期設定は
「小学生モード」
に設定されています。
［パスコード、
フィルタリングレベルの設定方法 P8］

から
に
してください。

を

5

ホームボタンを
押してSafariが
消えていれば、
機能制限の作
業は終了です。

【アプリケーションを許可しない】を
選択すると、App Storeは見られま
すが、すべてのアプリの購入ボタン
が消えます。
※既にインストール済みのアプリはホーム
画面から消えます。

▲

アイコンの色が濃くなり、Y!あんしん と
表示されたらインストールは完了です。

Safari

4

アプリケーションのインストール制限

【一般】【機能制限】
【アプリケーション】
を
タップしてください

7

設 定 画 面 右 上の
【完了】をタップし
て設定終了です。

6

検索をタップしてください。

2

【Apple IDパスワード】を入力し【OK】
を押すとインストールが始まります。

生モード になって
いますので、①任
意のモードをタップ
して、
②左上の
【設
をタップしてく
まずここを選択 定】
ださい。

iPhoneの機能である【機能制限】を利用し、一般サイトへ接続できるインターネットブラウザ【Safari】の機能を無効化します。
【Safari】
の他に
【YouTube】
や
【App Store】
なども制限することができます。
必要に応じて制限してください。

1
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次に選択 初期設定は 小学

【Apple IDを作成】を
タップします。
【App Store】をタップしてください。

3

保護者の方が任
意の４桁のパス
コードを入力して
ください。

3

▲

●iPhone本体アイコンにある、
App
Storeをタップします。
●下部【おすすめ】欄へ進み一番下
までページを下げ【サインイン】と
書かれたボタンをタップします。
●【 A p p l e I D を 作 成 】をタップ
し、お支払い方法や、各種情報を
登録して完了。

2

設定画面を下にス
クロールすると現れ
る【パスコードの設
定変更】をタップし
てください。

2

2回入力してください

▲

iPhoneのデフォルトブラウザである
「Safari」
を無効化して、
「Yahoo!あんしんねっと」
からインターネットをご利用ください。
［無効化の方法 P8］

パスコード、フィルタリングレベルの設定

許可するアプリケーションのレート
を【12＋】までにすると、お酒などの
大人向けアプリは購入ボタンが消
えます。お子さまの年齢に応じて許
可するアプリケーションのレートを 子供が見ても問題のない
アプリは購入可能です
設定してください。

購入ボタンが消えます

大人向けアプリは
購入ボタンが消えます

＊iTunes上でiPhoneを復元（初期化）すると機能制限が外れる場合がありますので、定期的にご確認いただくことをおすすめいたします。
＜ご注意＞ ＊パスコードは保護者の方による管理をお願いいたします。
＊画面イメージは、iOSのソフトウェアバージョンが4.3以降の場合です。それ以前のバージョンでは、一部画面イメージが異なる場合があります。
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■ケータイあんしんBOOK

P9-P10

お子さまの 安 全を守りたい

特定のアプリケーションのみを設 定するには

SoftBank スマートフォンをご利用の方向け

あんしん設 定アプリ（月額 使 用料 無 料）

特定のゲームアプリのみ機能制限する、など細かな設定が可能です。
例１）Android マーケットアプリを機能制限。

■お子さまに安心・安全、そして快適にSoftBank スマートフォンを楽しんでいただくため、
保護者の方がお子さまの使用可能なアプリケーションや機能を制限できます。

1

例２）SNSアプリやゲームアプリを機能制限。

2

3

＜参考＞

＊設定/暗証番号の管理は必ず保護者の方に行っていただきますようお願いします。
＊携帯電話機の故障修理によって、
「あんしん設定アプリ」が削除されることがあります。
＊ご利用の携帯電話によって、画面イメージやアプリ保存先が異なりますのでご了承ください。
＊ご利用には、Google, Inc.が提供するAndroid マーケットのアカウントが必要です。

全体設定画面から、
「アプリケーション起動の
詳細」をタップしてください。

S T E P. 1 「あんしん設定アプリ」のインストール

1

2

3

4

機能制限したいアプリ
ケーションを選択します。

「ホーム」ボタンを押して
設定完了となります。

機能制限したアプリケーション
を起動した場合のイメージ

機能制限を一時的に解除するには
機能制限中のアプリでも、暗証番号を入力することで一時的な起動の許可が可能です。
例１）
お子さまが保護者の目の届く場所にいる時のみ、ゲームアプリの起動を許可。お子さまが夜中に勝手にゲームで遊ぶのを防止。
例２）お子さまが調べ物等で利用する時のみ、インターネットブラウザの起動を許可。

1

ご利用の携帯電話から
「Android マーケット」
を選択。

S T E P. 2

「検索」
ボタンを選択。

「あんしん設定」
で検索し
「あんしん設定アプリ」
を選択。

3

4

アプリ起 動

「機能制限の一時解除」
に
チェックを入れてください。

2

3

「インストール」
ボタンを選択。

暗 証番 号の設 定

1

2

設定した暗証番号を忘れた際に必要です。

機能制限中のアプリを
タップしてください。

暗証番号を入力してください。

アプリが起動します。

■さらに安心してご利用いただくために

2回入力してください

スマートセキュリティ powered by McAfee®

お申し込み
必要

月額使用料
315円

左記のアイコンを
探してください。

「あんしん設定アプリ」
を選択。

9

暗証番号4桁をお子さまに
分からないよう設定。

「秘密の質問」
を選択し、
「質問の答え」
を入力し
「OK」
ボタンを選択。

「スマートセキュリティ powered by McAfee ® 」はお客さまのスマート
フォンをウイルス被害から守るアプリケーションです。
『インストールした
アプリケーション、メール添付ファイル、microSDメモリカード』を通して
侵入するウイルスを検出。安心してスマートフォンをご利用いただけます。
詳しくはソフトバンク ホームページ（http://softbank.jp）でご確認ください。

スマートフォンの
安全を
しっかりガード！
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■ケータイあんしんBOOK

P11-P12

気をつけ たいケータイトラブル の 原 因

個人情報が流出
する恐れのある

プロフ・SNS

ご利用状況によっては
高額となる

高額 パケット代

パケット代が高額になるのは

プロフ・SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）とは
自分のプロフィールを紹介したり、日記やコミュニケーション機能のあるサイトのことです。記入した
個人情報を悪用されたり、個人を中傷する書き込みがトラブルの原因になります。

容量の大きい着うた ® やゲームなどをダウンロードする際には、パケット通信料が高額になることも
ありますので、パケット定額サービスがおすすめです。ただし、以下は対象になりません。

¥

パケット定額サービス対象外
トラブル事例

プロフに学校名や写真を載せていたところ、プロフを見た
知らない人が学校まで尋ねてきた。

モバイルデータ通信

TVコール通信

（パソコンなどに携帯電話をUSBケーブルなどで
接続・ソフトバンクコネクトカードを利用）

覚えて
おこう！

自分や他人の情報を、むやみに書き込まない。チェック！

SMS・国際SMS・
国際S!メール（MMS）および通話

海外でのご利用

※
（SMS・S！メール（MMS）
・ウェブ）
※海外でのご利用分
（S!メール
（MMS）
／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）

▲

フィルタリングサービスを利用する事で、
利用できるサイトを制限することができます。 P5

メールの転 送を
強要する

チェーンメール

チェーンメールとは
チェーンメールはあなたに転送させようと、色々な内容が送られてきます。しかし、うかつに転送して
はいけません。あなたが新たな加害者になってしまうかもしれません！

パケット通信料が
高額になった場合

パケット通信料が高額になる可能性があることをお客さまにご確認いただくため、パケット通信料が3万円を超えた場
合、3万円を超えた翌日以降に、該当するすべてのお客さま（法人のお客さまを除く）の携帯電話に対して、当社からパ
ケット通信料が3万円を超えたことをお知らせするメール（SMS）をお送りいたします。

コンテンツ情報の
課金・請求について

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又は利用の
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。

覚えて
おこう！

ご利用状況に合わせて、サービスを使い分けましょう。 チェック！

頻繁に通信サービスをご利用になる方はパケット定額サービスがおすすめです。
また、指定した一定額を超えるとメールでお知らせしたり発信を停止できます。
トラブル事例

チェーンメールを転 送したところ、送った相手が
怒ってしまい、関係が 悪くなってしまった。

一定額お知らせメール（月額使用料無料）

お客さまがあらかじめ指定した金額（5,000円〜100,000円まで1,000円刻み）を超えた時、
メールでお知らせします。指定金額はいつでも変更可能です。
お客さまがあらかじめ指定した金額（5,000円〜100,000円まで1,000円刻み）を超えたと当

一定額ストップサービス（月額使用料105円（税込）） 社が判定した後に、メールをお送りすると同時に携帯電話の発信を停止するサービスです。

Yahoo!ケータイ

設定・申込

利用状況の確認

お知らせサービス

▲

設定方法

▲

チェック！

▲

「返信しない」、
「 転送しない」。

▲

覚えて
おこう！

設定

●My SoftBankへの登録が必要です。●パソコン版・携帯版ともに同じ金額での設定となります。それぞれ別の通知金額を設定することはできません。●各種割引適用前の金額で集計されます。

▲

メールの相手を限定する事も可能です。

P14

それでも心配な方は・
・
・

▲

迷惑メールブロック機能を利用する事で、迷惑メールを減らす事ができます。

ご利用中の携帯電話からパケット代の使用状況を確認することができます。
ソフトバンク携帯電話から

Yahoo!ケータイ

設定・申込

▲

http://www.dekyo.or.jp/soudan/chain/

▲

11

▲

（財）日本データ通信協会がチェーンメールの転送先を設けています。

P15

利用料金の確認
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■ケータイあんしんBOOK

P13-P14

迷 惑メール対 策

迷惑メールを
携帯電話に届けない

迷惑メールブロック

POINT

1

迷惑メールブロックとは

迷惑メールが届きにくいアドレスを
設定しましょう。

OK

数字や特殊記号「ー」
（ハイフン）、
「.」
（ピリオド）、
「＿ 」
（アンダーバー）を交えた長めのアドレスに変更すると、

設定すると、なりすましメールや迷惑メールの受信を拒否できる、おススメの機能です。

迷惑メールが届きにくくなります。

こんな心当たりのないメールには要注意！
POINT

アドレスブックに
登録していない
人からのメール

2

出会い系や
アダルトサイトの
メール

出会い系サイトなどにアドレスを登録
しないでください。
出会い系サイトなどの不適切なサイトにメールアドレスを
登録すると、迷惑メールが送られるケースがあります。

覚えのない
英文メール

出会い系サイトなどへのアクセス防止のため、

覚えのない
請求メール

ウェブサイトのアクセス制限サービスへの
ご加入をおすすめします。 P5

POINT

3

迷惑メールブロックイメージ図

電話帳に登録されている人からのメールのみ受信する！
ともだちからのメールのみを受信したい場合は、
「個別設定」
から
「ともだちメール安心設定」
の
「ともだちメールのみ受信
（最大1,000人／

ソフトバンク

5,000アドレスまで設定可能）
」
を選択してください。 P15
迷惑メールブロック機能

インターネット

迷惑メール送信者

お 母さんか ら
メールが きたわ！

●ともだちメールとは、
「S!電話帳バックアップ」に登録されているアドレスからのEメールです。
●「ともだちメール安心設定」のご利用は「S!電話帳バックアップ」の申し込みが必要です。
（有料 月額105円（税込））
詳しくはこちら

POINT

4

http://mb.softbank.jp/mb/service/3G/call/SAB/

送信元アドレス（Fromアドレス）を詐称した、
なりすましメールにご注意！
携帯電話・PHS事業者のドメインに詐称した、
いわゆる
「なりすましメール」

一般の送信者

対策には、
「なりすましメール拒否設定」
が有効です。
●設 定方法は P 15 をご参照ください。

13

また、
知人を装った内容の迷惑メールも頻発していますのでご注意下さい。
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■ケータイあんしんBOOK

P15-P16

迷 惑メール対 策

POINT

5

迷惑メールの情報
をお寄せください

迷惑メール対策をしましょう！

迷惑メール専用窓口

ソフトバンクは迷惑メール対策に積極的に取り組んでいます。

迷惑メールでお困りのお客さまへ
迷惑メールブロック設定について

「架空請求メール」などの迷惑メールは申告窓口へお知らせください。

メール設定（アドレス・迷惑メール等）の迷惑メールブロック設定から各種迷惑メールブロック
機能を設定いただけます。
●ソフトバンク携帯電話から

お客さまが受信された迷惑メールを下記まで転送くださいますようご協力お願いいたします。

a@b.c

迷惑メール申告窓口

または stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp

●迷惑メールの転送方法
Eメールアドレスから

電話番号から

迷惑メール申告窓
口に、迷惑メール本
文そのままで転送
してください。

本文の先頭に、「迷惑メールの送信元」「受信日」を「，」
（カンマ）で
区切り、半角英数字で入力して送信してください。
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,
●画面はイメージです。

Yahoo!ケータイトップページ
から「設定・申込」
を選択。

「 4 メール設定」を選択

迷惑メールの送信元の電話番号

受信年月日

（お客さまの電話番号ではありません。）

カンマ

「迷惑メールブロック設定」を選択。

詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご覧ください。http://mb.softbank.jp/mb/support/3G/antispam/

※この次の画面以降は、
パケット通信料も無料でご利用いただけます。

●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等の第三者に開示させていただく場合がございます。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。
●ソフトバンクでは、お客さまからお寄せいただいた情報により迷惑メールと確認された場合、ソフトバンク携帯電話からメールを送信した契約者に対し、利用停止ならびに契約
解除等の措置を実施しております。

●
「かんたん設定」について
各種迷惑メールブロック機能を個々に設定することなく、
「かんたん設定」
の3つの中から選ぶだけで一括で設定いただけます。
●推奨ブロック

もっとも基本的な迷惑メール設定です。
携帯電話／PHSからのメールだけをご利用の方に。

● ケータイ／ PHS設定
●きっずオススメ

迷惑メールの情報をお寄せください

未成年のお客さまにオススメの設定です。

迷惑メール送信業者は迷惑メール対応策に対し、巧妙で悪質な方法でメール送信を繰り返しています。本冊子掲載の各種対応
策をお客さまご自身で実施いただいたにもかかわらず、迷惑メールを受信された場合は、情報を下記までお寄せください。メール
環境全体の向上と改善のためご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

●
「個別設定」について
各種迷惑メールフィルタを個別に設定できます。

パソコンから
My SoftBank

http://my.softbank.jp
メール設定
（S!メール
［MMS］
・SMS）

（財）日本データ通信協会
迷惑メール相談センター

QRコードからの
アクセスも
可能です。

http://www.dekyo.or.jp/soudan/

●地元の消費生活センターや国民生活センターにご相談されることもおすすめします。
全国の消費生活センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
国民生活センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.kokusen.go.jp/
総 務省電気通信消費者情報コーナー ・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.soumu.go.jp/joho̲tsusin/s-jyoho.html
警察庁のハイテク犯罪相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ http://www.npa.go.jp/cyber/

●迷惑メール等送信行為に係わる情報の交換について
覚えて
おこう！

迷惑メール対策には、強化された「受信許可」
「受信拒否」機能を上手に利用しましょう。

15

チェック！

2006年3月1日以降に、迷惑メール等の送信行為により、利用停止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ています。詳しくはソフトバンクモバイルホームページをご参照ください。

http://mb.softbank.jp/mb/support /3G/antispam/
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■ケータイあんしんBOOK

P17-P18

災害 時に備えて

強い揺れを
事前にお知らせ

緊急地震速報

突然の災害に
備える

災害用伝言板サービス

緊急地震速報とは（お申し込み不要／月額使用料無料／ S!ベーシックパック不要）

災害用伝言板サービス

最大震度5弱以上の地震発生時、震度4以上の地域に、気象庁が配信する「緊急地震速報」を一斉配信
します。緊急地震速報を受信した場合、対象エリアの対応ソフトバンク携帯電話に対して、警報音、バイ
ブレーション、画面表示でお知らせするサービスです。

大規模災害発生時に、
ソフトバンクが提供する災害用伝言板へ安否情報をご登録いただけるサービスです。

アクセス方法
SoftBank 3Gから

Ya h o o !ケータイ

災害用伝言 板

安否情報登録

●大規模災害発生時はMy SoftBankからもアクセス可能。

回線が混雑していても影響を受けずに受信できます。

■状態

iPhoneから

□無事です

｢災害用伝言 板 ｣アプリからアクセス可能 。

□自宅にいます

●｢災害用伝言板｣アプリは、
「 App Store」から入手できます。
（ 無料 ※ ）

□被害があります
□避難所にいます

SoftBank スマートフォンから

緊急地震速報が発表されたことが即座にわかるよう
専用の音
（報知音）
を覚えておきましょう。

■コメント

｢災害用伝言板｣アプリからアクセス可能。

明日もどります。
▲

●｢災害用伝言板｣アプリは、
「 Android マーケットTM 」から入手できます。
（ 無料 ※ ）
●My SoftBankからもアクセス可能。
（My SoftBank（ブラウザ起動後、ブックマークを選択） 災害用伝言板）

●画面はイメージです。
※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。

他社携帯電話、パソコンから

http://dengon.softbank.ne.jp/

安否情報登録画面
●画面はイメージです。

●安否情報確認のみできます。
※別途、通信料がかかります。

■SoftBank スマートフォン

ご自分で

緊急地震速報アプリ メニュー 受信設定 利用する

▲

設 定 方法

▲

009SH、009SH Y、007SH、007SH J、007SH KT、007HW、006SH、003SH、005SH、001DL
▲

対応 機 種

安否情報登録
登録すると

・008Z、
003P、
003Z、
001HT、
X06HT、
X06HT IIは、
ソフトウェアアップデートにより順次対応予定。
・一部ソフトウェアアップデートが必要な場合があります。

自動Eメール送信
相手の方に

■SoftBank 3G

安否情報確認

伝言板に安否情報を登録した際に、あらかじめ設定したEメールアドレス（最大10件まで）に
安否情報が登録されたことをEメールで自動送信できます。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件まで拡大できます。
安否を知りたい方の携帯電話番号を入力し、その方の伝言板内容を確認することができます。
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です。
●2010年3月1日より、
ソフトバンク携帯電話から他社の携帯電話番号の伝言検索が可能になりました。

▲

▲

メールメニュー メール設定 その他の設定 緊急地震速報設定 受信設定 利用する

▲

設 定 方法

▲

840N、831N
▲

対応 機 種

お客さま自身の安否情報を登録できます。
「無事です」など4つの定型文から現在の状態を選択
し、全角100文字までのコメントを入力できます。携帯電話1台につき80件まで登録可能です。

毎月1日と15日、および防災週間（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）、
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。

・一部ソフトウェアアップデートが必要な場合があります。

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/service/EEW/

覚えて
おこう！

あらかじめ、災害用伝言板の登録をしておきましょう。 チェック！

災害時はみんなが一斉に電話をかけるため、回線が混み合い、電話がつながりにくくなる場合があります。
覚えて
おこう！

17

地震発生時はあわてずに落ち着いて行動
しましょう。

チェック！

その他、
事前の対策

家族の集合場所などを事前に決めておくとさらに安心です。
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■ケータイあんしんBOOK

P19-P20

トラブルにあってもあ わてないために

身に覚えのない
支払いを要求される

架空請求メール、架空請求サイト

大切に使用して
いただくことで
トラブルを防げます

故障、紛失・盗難

架空請求メールとは

お取り扱いには、十分ご注意ください！

使用した覚えのないサービスの支払いを強要してくるメールです。確認の電話や返信をしてしまうと、
連絡先を知られる事となり被害に遭う危険があります。特に未成年と高齢者の被害が増えています。

携 帯電話は 精密 機 械です。乱 暴に扱ったり、水に 濡 れると故 障の原 因になりますので、大切にご使用
ください。また紛失・盗難等にあわれますと、犯罪等に利用されるおそれがありますのでご注意ください。

架空請求サイトとは
使用した覚えのないサービスの支払いを強要するサイトです。利用の意思や申込内容の確認が適切に
行われていないにもかかわらず、請求料金の画面を突然表示させます。

覚えて
おこう！

心当たりのない請求は無視しましょう。

チェック！

▲

迷惑メールブロック機能を利用する事で、
迷惑メールを減らす事ができます。 P15
▲

地元の警察や消費生活センターにご相談ください。

第三者になりすまし、
金銭をだまし取る

P16

振り込め詐欺、なりすまし電話

主な故障の原因
水濡れ

衝撃や充電時のトラブルなど

水濡れさせた認識がなくても、
状況によって水分が付
着し、
内部基板が腐食してしまう可能性があります。

落としてしまったり、乱暴に扱うだけでなく、何げな
い動作によっても破損させてしまうことがあります。

水濡れメモリーデータ復旧サポート
水濡れで電源が入らなくなった携帯電話のメモリーデータを復旧し、次にご利用の携帯電話（データ回復用の携帯電話）
へ
移行できるようになりました。
詳しくはhttp://mb.softbank.jp/mb/r/pcdata03/をご覧ください。

振り込め詐欺、なりすまし電話とは
身内や警察官などさまざまな人物になりすますなどして、電話やはがきなどで大金をだまし取ろうと
する詐欺のことです。もしそのような電話をうけたら動揺せず、慌てずに対応してください。

トラブル事例

息子の勤め先の顧問弁護士を装い電話をかけてきて、
息子が会社のお金を横領して
逮捕されたので保釈金、賠償金が必要だといわれたため、お金を振り込んでしまった。

修理品お届けサービス
自宅や会社、全国のソフトバンクショップなど、どこでも修理品を受け取れるようになりました。
詳しくはhttp://mb.softbank.jp/mb/ｒ/article̲delivered03/をご覧ください。

紛失・盗難の際には、速やかに回線を停止する！
紛失したり盗難にあった際には、まず、お電話にて回線停止の手続きを行ってください。
●回線停止には暗証番号（4桁）が必要になります。

覚えて
おこう！

「すぐに振り込め」と、急かされても決して振り込まずに、 チェック！
家族や警察に相談しましょう。

●操作方法は機種により異なります。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。

もしもトラブルにまきこまれたら

19

覚えて
おこう！

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話からおかけの場合
113
（無料）
一般電話からおかけの場合
0800-919-0113（無料）

携帯電話は大切にお取り扱いください。

チェック！

▲

▲

▲

非通知での着信や指定した電話番号の着信を拒否することができます。
メニューから 設定 通話 発着信制限 着信拒否

ソフトバンク カスタマー
サポート総合案内

もし、
「 なりすまし電話」
「 架空請求」などがもとで請求を受けた場合、
地元の警察署や消費生活センターなど、すぐにご相談ください。

水濡れなどの故障や紛失時も安心な
「あんしん保証パック」
「ケータイ基本パック」
「スマートフォン基本パック」へのご加入をおすすめします。
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■ケータイあんしんBOOK

P21-P22

ケータイ利 用 のル ール

家 族で話そう！

みん な で 守 るケー タイ利 用のル ール

ケータイは便利な反面、それを利用したトラブルや犯罪はますます悪質になっています。お子さまに安心して

ケータイを持たせるには、保護者の方の見守りと、ルール作り等の工夫が必要です。

ケータイを使うにあたってご家族で確認しましょう！

お子さまにケータイを持たせることをご検討中の方へ

ケータイを使う時間や場所、
インターネット利用時のルールを決めましょう。

保護者の方に知っておいていただきたいことをチェックシートにまとめました。ぜひご確認ください。

家族のケータイ利用ルールを決めましょう！
料

インターネットを使う

お子さまが安心・安全にケータイを利用するために。

金

いつ・どこで

危険なサイトにアクセスしないよう、 決められた金額以上は使わない。 ケータイを使ってよい時間と
フィルタリングサービスを利用する。
場所を決める。

フィルタリング設定

1ヶ月に
使ってよい金額

時〜午前

マナー
＆

使ってよい時間
午後

お子さまとよく話し合ってケータイ利用ルールを決める。
決めたルールをお子さまに守らせる。

ルール
時

・

未

円

ウェブ安心サービス（フィルタリングサービス）を理解して利用する。

サービス
ケータイを気持ちよく使うためにマナーを守り、まわりの人に迷惑をかけないようにしましょう。また、ケータイの使い方に注意して安全に使いましょう。

料金

利用料金の確認方法を理解して活用する。
インターネット（パケット）
の定額サービスを理解して活用する。

電車やバスの中など、多くの人が集まる場所ではマナーモードにするか、電源を切る。
写真をとる時は、相手に写真をとってもよいか聞いてからとる。

人に迷惑を
かけない

迷惑メール対策サービスを理解して利用する。
位置確認（GPS）サービスを理解して活用する。

ルールを守ってケータイを正しく使いましょう！
食事中や入浴中はケータイを使わない。

学校でのケータイ利用ルールを理解して、お子さまに守らせる。
自分自身もケータイ利用マナーを守る。

使ってよい場所
済

お子さまの使い方や利用時間・料金をチェックする。

トラブル

トラブルが発生したときの相談窓口や対応方法を知っておく。

＆

緊急

災害用伝言板の使用方法を理解してお子さまに教える。

インターネット掲示板やメールで他人を傷つけるようなことをかきこまない。
他の人が作った絵や音楽をかってにインターネット上に公開しない。
違法なサイトから音楽や映像をダウンロードしない。

まずは保護者の方が
きちんと理解をしましょう！

お店で売っている本や雑誌を写真にとらない。
歩いているときや自転車に乗っているときはケータイを使わない。
インターネット上に、自分や友達の名前、住所、顔写真などを公開しない。

安全に使う

チェーンメールや知らない人からのメールは無視する。
不安なことや心配なことはすぐに保護者に相談する。

●チェックシートは、いつでも確認できるようによく見えるところに貼っておきましょう！

ご家族で確認された日、確認した方の署名をご記入ください。

年
21

月

日 ルールの確認をしました。

保護者の方の
お名前

お子さまの
お名前
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