
お買い上げ品の確認
 ●どこかなGPS2本体

各部の名称／ボタンのはたらき
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ストラップホールスピーカー LED 内蔵アンテナ

充電端子

メインボタン
本機を設定するときやスマートフォン
へ通知を送るときに使用します。

電源ボタン
長押しして電源をオン（2秒以上）／
オフ（5秒以上）します。

初期化ボタン
本機を初期化するときに使用します。

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。

表示の説明
 ●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。

 危険
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。

 警告 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。

 注意
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の発生が想定
される」内容です。

※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・ペットなどにかかわる拡大損
害を指します。

絵表示の説明

禁止（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。

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
示す記号です。

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記
号です。

本機、USBケーブル（付属品）、USB-ACアダプター（市販
品）の取り扱いについて（共通）

 危険
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。
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧
容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
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。
防水／防塵性能については、「防水／防塵性能について」（裏面）
を参照してください。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れ
た状態では、充電しないでください。
また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充
電しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
防水／防塵性能については、「防水／防塵性能について」（裏面）
を参照してください。
本機に強い圧力を加えたり、折損させたりしないでください。
特に衣類のポケットに入れて持ち運ぶ場合は、ぶつけたり、
物に挟んだりしないでください。
内蔵電池の破損により、火災、やけど、けがなどの原因とな
ります。
※ご注意いただきたい例

• ズボンやスカートのポケットに入れた状態で座ったり、
しゃがんだりする

• 上着のポケットに入れた状態で、扉や自動車のドアに挟
む

• ソファやベッド、布団など柔らかい物の上や、床の上で
踏みつける

• 電車やバスなどの座席シートに挟み込む
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。

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の外装ケースは取り外せません。取り外そうとしないで
ください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

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。
防水／防塵性能については、「防水／防塵性能について」（裏面）
を参照してください。
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。
防水／防塵性能については、「防水／防塵性能について」（裏面）
を参照してください。
ソフトバンク指定のACアダプタ（SB-AC20-TCPD、SB-
AC22-TCPD）または付属のUSBケーブルを接続し、充電し
てください。
他の充電器を使用すると、内蔵電池の漏液、発熱、火災を生
じる場合があります。
その他の充電器を使用して生じた事故や問題に対する責任に
つきましては、一切負いかねますので、ご了承ください。
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。

 警告
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。
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。
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、やけどなどの原因となります。
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を
中止してください。
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場
所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電を
している場合は中止してください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となり
ます。
ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指
示に従ってください。
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。
また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下な
どに注意し、特に給油中は使用しないでください。
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となり
ます。
使用中、充電中、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から抜く。
• 本機の電源を切る。
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。

 注意
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。

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。
防水／防塵性能については、「防水／防塵性能について」（裏面）
を参照してください。
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤っ
た使いかたをさせないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。
乳幼児やペットが届く場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。

本機を継続して使用される場合や充電中は温度が高くなるこ
とがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに
入れたり、眠ってしまうなどして、意図せず継続して触れる
ことがないようご注意ください。
位置情報の確認など、継続しての使用や充電中は、本機や
USB-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
りますので、衣類のポケットに入れたり、就寝時などはご注
意ください。

本機の取り扱いについて

 危険
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの（釘など）を刺したり、硬いもの（ハンマーなど）
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。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
本機内部の物質が目や口などに入った場合は、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。
本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因と
なります。

 警告
本機内の初期化ボタン部に水などの液体（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。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切ってください。
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。
電波により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、本機の電源を切ってくださ
い。
電波により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。
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
カー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。
電波により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、
本機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。
内蔵電池が漏液したり、異臭がしたりするときは、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、破裂などの原因となります。
ペットなどが本機に噛みつかないようご注意ください。
内蔵電池の発火、破裂、発熱、漏液により、火災、やけど、
けがなどの原因となります。

 注意
ストラップなどを持って本機を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。
火災、やけど、けがなどの原因となります。また、環境破壊
の原因となります。不要となった本機を廃棄する場合は、回
収を行っている市区町村の指示に従ってください。
内蔵電池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。
自動車内で使用する場合、自動車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の上ご使用ください。
車種によっては、電波により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。
本機の使用により、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は、「使用材料」（裏面）を参照してく
ださい。
本機のスピーカー部およびその周囲に磁気を発生する部品を
使用しているため、金属片（カッターの刃やホチキスの針など）
が付着していないことを確認してください。
付着物により、けがなどの原因となります。

USB-ACアダプター（市販品）、USBケーブル（付属品）の
取り扱いについて

 警告
USB-ACアダプターやUSBケーブル（付属品）のコードが傷
んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。

雷が鳴り出したら、USB-ACアダプターやUSBケーブル（付属品）
には触れないでください。
感電などの原因となります。
コンセントにつないだ状態で端子をショートさせないでくだ
さい。また、端子に手や指など、身体の一部を触れさせない
でください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
USBケーブル（付属品）のコードの上に重いものをのせたり、
引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
コンセントにUSB-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、感電などの原因となります。
USB-ACアダプターに変圧器（海外旅行用のトラベルコンバー
ターなど）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
本機にUSBケーブル（付属品）を接続した状態で、接続部に
無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
濡れた手でUSBケーブル（付属品）、端子、電源プラグに触れ
ないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原
因となります。
電源プラグ、端子についたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電な
どの原因となります。
USB-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。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因とな
ります。
電源プラグをコンセントから抜く場合は、USB-ACアダプター
のコードを引っ張るなど無理な力を加えず、USB-ACアダプ
ターを持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電な
どの原因となります。
本機にUSBケーブル（付属品）を抜き差しする場合は、コー
ドを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して
まっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの
原因となります。
端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてくだ
さい。また、変形を元に戻しての使用もやめてください。
端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原
因となります。
使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、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）が付着し
た場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電など
の原因となります。
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行って
ください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

 注意
コンセントにつないだ状態でUSB-ACアダプターに継続して
触れないでください。
やけどなどの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

 警告
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、装着部から本機を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。
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
おそれがある場合には、事前に本機の電源を切って電波の出
ない状態に切り替えてください。
付近に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機の使用については、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。

サポート窓口
お困りのときや、ご不明な点などございましたら、下記サポート窓口
の「よくあるご質問」やお問い合わせフォームをご利用ください。

どこかなGPS専用サポート窓口
(https://www.dokokana-gps.jp/support/)

2022年12月第1版発行　ソフトバンク株式会社
機種名：どこかなGPS2
製造元：ZTEコーポレーション

 ●USBケーブル（Type-C ～ Type-A）（付属品）

 ●クイックスタートガイド

 ●お願いと注意事項 兼 保証書（本書）

お願いと注意事項 兼 保証書

はじめにお読みください

どこかなGPS2（以下：本機）をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
「お願いと注意事項 兼 保証書（本書）」および「クイックスタートガ
イド」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

本書の内容は予告なく変更される場合があります。本書の最新版は、
右記のどこかなGPS専用サポート窓口のWebサイトをご覧ください。



お願いとご注意

ご利用にあたって
 ●本機はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェ
アは最新の状態でご利用ください。
 ●本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、
地下、トンネル内、自動車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
へ移動すると、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。
 ●本機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。また劇場や乗り物などによっては、ご使
用できない場所がありますのでご注意ください。
 ●本機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。
 ●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して
くださるようお願いいたします。

 Ȃ誤った使いかたをしたとき
 Ȃ静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
 Ȃ動作中に電源を切ったとき
 Ȃ故障したり、修理に出したとき

 ●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。
 ●初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使
用前に充電してください。内蔵電池は使用しなくても長期保管して
おくと徐々に放電していきます。
 ●本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることが
ありますので、ご注意ください。長時間肌に触れたまま使用してい
ると、低温やけどになるおそれがあります。
 ●補聴器をお使いで本機をご使用になる場合、一部の補聴器の動作に
干渉することがあります。もし干渉がある場合は補聴器メーカーま
たは販売業者までご相談ください。
 ●爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機を使用しないでください。
爆発を誘発する恐れがあります。また、爆破装置などに影響を与え
る場合があります。

使用材料

どこかなGPS2本体

使用箇所 材質 表面処理

外装ケース（前面部）、メイ
ンボタン、電源ボタン、初期
化ボタン

PC －

外装ケース（背面部） PC 印字

外装ケース（側面部） PC 塗装、印字

USBケーブル（Type-C ～ Type-A）（付属品）

使用箇所 材質 表面処理

ケーブル TPE －

ラベル PET －

USB Type-Aプラグ（金属部） SPCC ニッケルメッキ

USB Type-Aプラグ（樹脂部） TPE －

USB Type-Cプラグ（金属部） ステンレス ニッケルメッキ

USB Type-Cプラグ（樹脂部） TPE －

本機の比吸収率（SAR）について
本項目における「NC002」とは、本機「どこかなGPS2」を示してい
ます。

この製品NC002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。

この製品は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※1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､ この製品に対するSARの許容値は
2.0W/kgです。この製品を次に記述する所定の使用法※3で使用した場
合のSARの最大値は1.03W/kg※2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。

※1 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）
に規定されています。

※2 ＜携帯電話サービス＞と同時に使用可能な無線機能を含みます。
※3 この製品を人体の近くでご使用になる場合

この製品を人体の近くでご使用になる場合、体に密着した状態でもご
使用になれます。ただし、身体と製品の間に金属製品を含んだ装身具
は使用しないでください。このことにより、この製品は国が定めた電
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
適合します。

ソフトウェア更新
新しいソフトウェアがあるとき、本機が次の状態になると自動的に更
新されます。
• 充電中
• 電池残量が約40％以上
• 位置測位をしていない

• ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りま
すが、本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存
されているデータが破棄されることがあります。データが消失し
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。

• ソフトウェア更新を行うと設定の一部がお買い上げ時の状態に戻
る場合があります。

• ソフトウェア更新中は絶対に電源を切ったりしないでください。
更新に失敗することがあります。

• ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることが
あります。その場合はサポート窓口（表面）までご連絡ください。

防水／防塵性能について
本機は、IPX7（旧JIS保護等級7）※1相当の防水性能およびIP6X（JIS
保護等級6）※2相当の防塵性能を有しています。
※1 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かに沈

め、約30分間放置後に取り出したときに機能を有することを意
味します。

※2 IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃（じんあい）
が入った装置に本機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したと
きに機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

 ●実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものでは
ありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたとき
は、保証の対象外となりますのでご了承ください。
 ●本機は、IPX7の防水およびIP6Xの防塵性能を有していますが、ホ
コリ、砂、泥、金属粉、食べこぼし、清涼飲料水などが入った場合
には、故障の原因となることがあります。

使用時のご注意
 ●本機が濡れているときは、乾いたきれいな布でふき取ってください。
 ●常温（5℃～35℃）の真水・水道水にのみ対応しています。
 ●本機に次のような液体をかけないでください。

• 石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
• 海水、プールの水
• 温泉、熱湯など

 ●海水やプールの水、清涼飲料水などがかかったり、ホコリ、砂、泥
などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固
まると、汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。
 ●砂や泥などがきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本体に
傷がついたり、破損するなど故障の原因となります。
 ●湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しない
でください。
 ●本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水
（6リットル／分を超える）を当てたり、水中に沈めたりしないでく
ださい。
 ●風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。ま
た、風呂場で長時間利用しないでください。
 ●サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの温風は
あてないでください。
 ●本機は温度：0℃～35℃、湿度：5％～95％の範囲でご使用くださ
い（風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃～40℃の範囲
で可能）。
 ●コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温になるところに置か
ないでください。
 ●スピーカーの穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなるこ
とがあります。十分に水抜きと乾燥を行ったうえでご使用ください。
 ●USB-ACアダプター（市販品）、USBケーブル（付属品）は、防水
／防塵対応していません。
 ●落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、スピーカーなどを綿
棒やとがったものでつつかないでください。防水／防塵性能が損な
われることがあります。
 ●砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。スピーカーな
どに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
 ●結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になって
から持ち込んでください。万一、結露が発生したときは、取れるま
で常温で放置してください。
 ●本機は水に浮きません。
 ●強い雨の中では使用しないでください。
 ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の
原因となります。

 ●ソフトバンク指定のACアダプタ（SB-AC20-TCPD、SB-AC22-
TCPD）または付属のUSBケーブルを接続し、充電してください。  
他の充電器を使用すると、内蔵電池の漏液、発熱、火災を生じる場
合があります。  
その他の充電器を使用して生じた事故や問題に対する責任につきま
しては、一切負いかねますので、ご了承ください。
 ●充電中や長時間連続でご使用された場合、本機が熱くなることがあ
ります。  
なお、USBケーブル（付属品）には異常発熱時に電流を止める素子
（PTC）が付いています。本機をUSBケーブル（付属品）で充電し
ている場合、本機が高温になると、安全のため充電が自動的に停止
します。
 ●長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあ
ります。取り扱いにはご注意ください。
 ●充電中USB-ACアダプター（市販品）、USBケーブル（付属品）が
熱くなることがあります。
 ●8日間以上充電を続けている場合、電池残量は約70％を維持します。
電池保護機能によるもので、故障ではありません。

自動車内でのご使用にあたって
 ●運転をしながら本機を使用することは、法律で禁止されていますの
で、ご使用にならないでください。
 ●駐停車が禁止されていない安全な場所に自動車を止めてからご使用
ください。
 ●運転中はエアーバッグのある場所に本機を置かず、安全な場所に置
いてください。エアーバッグが作動して、けがをする恐れがあります。

航空機内でのご使用にあたって
 ●本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空
機内では電源をお切りください。機内で携帯電話が使用できる場合
は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

お取り扱いについて
 ●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。USB-ACアダプター（市販品）・
USBケーブル（付属品）などは防水仕様ではありません。

充電時のご注意
 ●USB-ACアダプター（市販品）、USBケーブル（付属品）は、防水
／防塵対応していません。屋外や風呂場、洗面所など湿気の強い場
所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火
災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風
呂場などに持ち込まないでください。
 ●本機が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路
のショートなどによる火災・故障の原因となります。
 ●濡れた手でUSB-ACアダプター（市販品）、USBケーブル（付属品）
に触れないでください。感電の原因となります。
 ●USB-ACアダプター（市販品）、USBケーブル（付属品）は、水周
りで使用しないでください。火災・感電の原因となります。

本機の洗いかた
本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを
軽く布で除去し、やや弱めの水流（6リットル／分以下、常温（5℃～
35℃）の水道水）で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。ブ
ラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、
水抜きをしてから使用してください。

 ●洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
 ●乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。本機を発
熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
 ●乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置しない
でください。本機の変形、変色、故障などの原因となります。

水抜きのしかた
水に濡れたあとは、必ず水抜きを行ってください。
❶ 本機の表面の水分を乾いた布などでふく
❷ 本機をしっかりと持ち、下図のように20回程度振る

❸ 各部のすき間に入った水分を、乾いた布などに押し当ててふき取
る

• 水滴が付着したまま使用しないでください。
 Ȃ測位データが送信されなかったり、衣服やカバンなどを濡らし
てしまうことがあります。
 Ȃ充電端子部がショートする恐れがあります。
 Ȃ寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。

保証書

商品名 どこかなGPS2

型番 NC002

保証期間 お買上げ日から1年間

※製造番号
（IMEI）

※お買上げ日

※販売店名

※販売店にて記載

【保証規定】
1.  本製品の取扱説明書、お願いとご注意などの記載内容に従った正常
な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料交換させて頂き
ます。保証対象は製品本体のみとなり付属品は保証の対象となりま
せん。保証期間内の交換をご依頼される際には、製品、本保証書と
レシートなどのご購入日を確認できるものをお手元にご用意いただ
き、当社指定の故障受付窓口までご連絡ください。尚、当社指定以
外の部品を用いた改造による故障及び損傷につきましては、保証対
象外となります。

2.  次の場合は保証対象外となります。
（1）  本書のご提示がない場合。
（2）  本書に製造番号、お買上げの年月日、販売店名の記載、もしく

は購入証明がない場合、または字句を書き換えられた場合。
（3）  使用上の誤りによる故障及び損傷。
（4）  故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
（5）  お買上げ後の落下、水の浸入及び圧迫などによる故障及び損傷

または落下、水没、水濡れなどの痕跡がある場合。
（6）  火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害、

異常電圧など不慮の事故による故障及び損傷。
（7）  過酷な条件のもとで使用されて生じた故障及び損傷。（著しく

ゴミ、ホコリなどが付着している場合も同様とします）
（8）  内蔵バッテリーその他消耗部品の交換。

3.  本製品が不当に修理や分解/改造された場合や本体の印字を改変し
た製品は交換をお引受けできない場合があります。

4.  本製品内部に水分の付着などによる腐食が認められた場合や破損が
著しい場合は交換不能となる場合があります。

5.  本製品を指定外の機器と接続した場合、万一発生する事故について
は責任を負いかねます。

6.  本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねま
す。

7.  良品交換後の故障品の所有権は製造元メーカーに帰属します。
8.  本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is 

valid only in Japan.)

知的財産権について

著作権について
音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権
法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こ
うした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目
的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解な
くこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネッ
トワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」
として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。

通信回線について
 ●専用アプリを使って各種規約に同意いただき、回線の開通と設定が
必要です。
 ●解約後の再契約、再利用はできません。
 ●ソフトバンクのLTEエリアで利用可能です。

 ●本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、
ほこりの多い場所でご使用にならないでください。
 ●本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
 ●本機をお手入れの際は、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。
 ●本機の通信用アンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突
起がありません。内蔵アンテナ部分を手で触れたり覆ったりすると
電波感度が弱まることがあります。特に、内蔵アンテナ部分にシー
ルなどを貼らないようにしてください。電波感度が弱まると、測位
データの送信などができなくなる場合があります。

Bluetooth®機能について
周波数帯について

本機のBluetooth®機能が使用する周波数帯は、次のとおりです。

2.4FH4/XX8

本機は2.4GHz帯を使用します。
FH4は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約40m
以下です。
XX8はその他の方式を採用し、与干渉距離は約80m以下です。

Bluetooth®機器使用上のご注意

本機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。
• 本機を使用する前に、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。  
万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、
速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けて
ください。

• その他、ご不明な点につきましては、どこかなGPS専用サポート窓
口までご連絡ください。

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。また、
電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携
帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー
用機器の利用を推奨しています。SARについて、さらに詳しい情報を
お知りになりたい場合は、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
(https://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
(https://www.arib-emf.org/01denpa/denpa02-02.html)
世界保健機関（英文のみ）
(https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
electromagnetic-fields-and-public-health-mobile-phones)

取扱説明書
より詳しい操作方法につきましては、取扱説明書に記載しております。
「お願いと注意事項 兼 保証書（本書）」および「クイックスタートガ
イド」では説明していない機能やサービスもご確認いただけますので、
ぜひご活用ください。

https://www.dokokana-gps.jp/support/manual_NC002.html

※ この保証書による保証のほかに、消費者に対して、製造元は製造物責任など、発売元は瑕疵担保責任などの法律上の責任をそれぞれ負っています。 
本保証書の発行によって、こうした製造元や発売元の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

商標／登録商標について
 ●Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

 ●Apple、Apple のロゴは、米国および他の国々で登録されたApple 
Inc. の商標です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。 
TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.
 ●Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロ
ゴは、Google LLC の商標または登録商標です。
 ●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グループ株式会社の登録商標または商
標です。
 ●ZTE、ZTE中興、ZTE Corporationの名称、ロゴは、中国およびそ
の他の国における商標または登録商標です。
 ●This product includes technology provided by 
Skyhook Wireless, Inc. that is subject to copyright, 
trademark, patent and other intellectual property 
protections. All rights reserved.

その他、本書に記載されている会社名および商品・サービス名は、各
社の商標または登録商標です。

見本


