
取扱説明書
SB-IA06-LPPN
SoftBank SELECTION 防水ケース for iPhone 5

この度は、「SoftBank SELECTION 防水ケース for 
iPhone 5」（以下、「本製品」といいます）をご購入い
ただき、誠にありがとうございます。

SoftBank SELECTION

パッケージの中を確認する

本製品の特長

動作環境・使用条件

□ 前面カバー ×1
□ コネクタキャップ ×1

□ 背面カバー ×1
□ 取扱説明書×1（本書）

絵表示の意味

「してはいけないこと」を示します。

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。

ご利用時に確認していただきたいこと
を示します。

「しなければならないこと」を示します。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

 

前面カバーの対角線上の両端を背面カバーに押し込む

背面カバーの中にティッシュを敷き詰める②

④

コネクタキャップを差し込む⑦

前面カバーの辺に沿って、指で押し、しっかり
と装着する⑤

前面カバーを指で押さえて、下部から空気を抜く⑥

水を張った洗面器などに、本製品を入れる⑧

2～3分経ったら、本製品を水中から取り出し、
水気を完全に拭き取る⑨
コネクタキャップを取り外す⑩

⑫

●ティッシュがぬれていなく、防水性を確認で
きた場合
裏面の手順　 に進んでください。

●ティッシュがぬれていて、防水性を確認でき
ない場合
本製品に亀裂や破損があるか、本製品が変形
している可能性があります。念のため、本製
品内部の水気を完全に拭き取ってから、再度
防水テストをしてください。
再度行った防水テストでもティッシュがぬれた
場合は、本製品のご使用を中止してください。

中に敷き詰めたティッシュの状態を確認する
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 背面カバーの上に前面カバーを置く③
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●iPhone の動作環境下でご使用ください。
●石けん、洗剤、調味料、ジュース、海水など水道水以
外のものを、かけたり浸けたりしないでください。
また、高温のお湯や冷水に浸けたり、かけたりしな
いでください。
●着信音や、スピーカーの使用は、音量/音質が低下します。
●カメラ撮影では、写真の鮮明度がやや低下します。
●液晶面に保護フィルムを貼ったiPhone でのご使用
は推奨しません。
●ストラップホールは、ネックストラップ専用です。
※次の場合は、本製品を取り外してください。
・サウンドオン/オフの切り替え　・スピーカーフォンの使用
・フラッシュ撮影

本製品は、IPX5/IPX7準拠の防水性能をもつiPhone
ケースです。
※IPX5とは、あらゆる方向から、常温の噴流水を受けても有害
な影響がないものです。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水
の水深1ｍの水中に30分間没しても、有害な影響を生じる
量の水が内部に浸入しないものです。
※水中でのiPhoneの操作には対応していません。

対応機種
iPhone 5

 安全にお使いただくために
けがや故障などを防ぐために、ここで説明している
注意事項を必ずお読みください。

ご使用の前に、iPhoneのデータのバックアップを取
ってください。データの消失については、一切の責任
を負いかねます。
本製品の使用や故障によって生じた直接、間接の損害
に対する補償や、iPhoneに対する保証は一切いたし
かねます。
ご使用の前に、本製品がしっかりと装着されているこ
とを確認してください。正しく装着されていないと、
浸水してiPhoneが故障する恐れがあります。
本製品が鋭利な物に接触しないように十分気を付けて
ください。破損したり浸水したりする恐れがあります。
本製品にアルコール類、化粧品、その他の薬剤を付着
させないでください。
製品素材の性質により、ケース表面に曇りや粉状の物
質が付着していることがあります。その場合、乾いた
柔らかい布で拭いてください。また、通常使用であっ
ても環境条件により黄変、変質します。
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、損傷の原因になります。
●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、結露が起き
る場所 ●強い磁気が発生する場所 ●不安定な場所

本製品にiPhone以外の物を入れて使用しないでください。

ネックストラップを持って、振り回さないでください。

寒暖の差がある場所では使用しないでください。急激
な温度変化は結露を発生させる原因になります。万が
一、本製品の内部に湿気が生じたときは、すぐに本製
品の外側の水気を完全に拭き取り、本製品を開けて内
部の湿気を拭き取ってください。
亀裂や破損がある場合、また変形している場合は、使
用しないでください。浸水する恐れがあります。
本製品は、iPhoneをキズや衝撃から保護するための
ものではありません。
本製品の上に重い物を置かないでください。変形する
恐れがあります。
取り外す際などに、前面ケースやコネクタキャップを引
っ張らないでください。変形する恐れがあります。

本製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。

本製品がしっかりと装着されていることを確
認してください。一部にでも浮きやゆがみが
あると、浸水の原因になります。

背面カバー上部の突起に指をかけ、前面カバー
を取り外す⑪

コネクタキャップと、背面カバーのコネクタ
キャップ差込口の水気を取り除く

⑬

必ず上部から取り外してください。下部から取
り外すと、本製品が変形する恐れがあります。

●本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく
安全にお取り扱いください。

●本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

コネクタキャップを取り外してから、背面カバー
上部の突起に指をかけ、前面カバーを取り外す①

必ず上部から取り外してください。下部から取
り外すと、本製品が変形する恐れがあります。

防水テストを行う1 ※ご使用前に防水テストを行って、本製品の防水性を確認してください。
　初回の使用時だけでなく、ご使用前に「毎回」必ず行ってください。

前面カバー

ネックストラップホールが左下にくるように
置いてください。

裏面へつづく

上図グレー部に
指をかける

コネクタ
キャップ

上図グレー部に
指をかける

背面カバー

ここから空気を抜く

※ティッシュを挟み
込まないように
してください。



お客様窓口のご案内

●本製品は日本国内仕様です。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、本製品に関し、日本国外への
技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。

　（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.）
●本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責
任を負いかねます。
●本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する
場合があります。
●本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。し
たがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複
写、転載、改変することは法律で禁じられています。

ご注意

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）
最新情報は、http://softbankselection.jp をご覧ください。

商標について
●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。

●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。

●その他、一般に会社名、製品名、およびロゴは各社の商標または
登録商標です。

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
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コネクタキャップを差し込む⑥ 

前面カバーの辺に沿って、指で押し、しっかり
と装着する④

背面カバーにiPhoneを入れる①
iPhoneに装着する2

③

充電・イヤホンの使用（防水非対応）

お手入れ・保管について

 

本製品がしっかりと装着されていることを確認
してください。一部にでも浮きやゆがみがある
と、浸水してiPhoneが故障する恐れがあります。

使用後、取り外す3

背面カバー上部の突起に指をかけ、前面カバー
を取り外す③

コネクタキャップと、背面カバーのコネクタ
キャップ差込口の水気を取り除き、本製品全体
をから拭きする

④

コネクタキャップと、背面カバーのコネクタ
キャップ差込口の水気を取り除く③  

前面カバーを背面カバーにはめ、コネクタキャッ
プを差し込んで保管する

⑤

コネクタキャップを取り外す②

本製品の水気が完全に拭き取られていること
を確認してから保管してください。

充電時や、イヤホンの使用時、防水性能は失われます。

コネクタキャップを取り外す

本製品に付いた水気や汚れを取り除く
iPhoneに水気や汚れが付く恐れがあります。①

②

●汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布
をよく絞って、汚れを拭き取ってください。
●本製品のお手入れをするときは、ベンジン、シン
ナー、洗剤、化学ぞうきんなどを使用しないでくだ
さい。変色や変質の原因になります。
●本製品にiPhoneを入れたまま放置したり、保管し
たりしないでください。
●本製品をから拭きしてゴミやホコリを取り除いてか
ら、保管してください。

※ネックストラップホールにネックストラップを取り
付けて使用することもできます。

必ず上部から取り外してください。下部から取
り外すと、本製品が変形する恐れがあります。

前面カバーを指で押さえて、下部から空気を抜く⑤

本製品に付いた水気や汚れを取り除く
iPhoneに水気や汚れが付く恐れがあります。

①

ネックストラップ
ホール

 

前面カバーの対角線上の両端を背面カバーに押し込む

 背面カバーの上に前面カバーを置く②

上図グレー部に
指をかける

ここから空気を抜く

ネックストラップホールが左下にくるように
置いてください。


