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１.  接続方法

LAN

HDMI

HDテレビ
（サポート720p以上）

HD レコーダー／CATVチューナー等

HDMI

ルーター

※オプション

本体背面

電源アダプタ

①HDMI ケーブル※1

HDMI ケーブル
（別売） （本体に付属されていません）

②LANケーブル

③電源ケーブル

Wi-Fiいずれか

HDMI OUT 端子

HDMI IN 端子

DC JACK 端子

LAN端子

光デジタル音声出力端子

下記の順に従って接続してください。１ ２
テレビの電源を入れて、テレビ
のリモコンの [ 入力切換 ] ボタン
で、U-NEXT TV の HDMI 入力に
テレビを切り替えてください。

※1本体側はHDMI OUT 端子に接続してください。

１.  接続方法

LAN

HDMI

HDテレビ
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※オプション
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電源アダプタ

① HDMI ケーブル※1

HDMI ケーブル
（別売） （本体に付属されていません）

② LANケーブル

③ 電源ケーブル

Wi-Fiいずれか

HDMI OUT 端子

HDMI IN 端子

DC JACK 端子

LAN端子

光デジタル音声出力端子

左記の順に従って接続してくだ

さい。

１

２
テレビの電源を入れて、テレビ
のリモコンの [ 入力切換 ] ボタン
で、U-NEXT TV の HDMI 入力に
テレビを切り替えてください。

※1本体側はHDMI OUT 端子に
接続してください。

２.  サービスのご利用開始まで

ネットワーク設定 ログイン

Wi-Fi  接続でご利用の場合

有線接続でご利用の場合

(ネットワーク設定 ) ( 有線接続 )

( ネットワーク選択 ) ( ネットワークセキュリティ )

( ネットワーク接続完了 ) ( ログイン )

接続方法（有線もしくはWi-Fi）を選択してくだ
さい。

IP アドレスおよびDNS サーバのアドレスを自動
的に取得するを選択してください。

使用するネットワークを選択してください。 パスワードを入力し、[ 次へ ] を押してください。

（設定完了 )

接続が完了しました。
引き続きログインを行ってください。

ログイン ID および PASS（パスワード）を入力
してください。

お使いのテレビのリモコンで操作できます。（※）リモコンの [ 上下左右 ] ボタンでフォーカスを動かして設定を行ってください。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。 

お使いのテレビのリモコンで操作できない場合は、
U-NEXT TV 指定リモコンをご利用ください。

設定が完了しました。
引き続きサービスをお楽しみください。

１ ２

※固定 IPアドレスの使用もできます。

※ネットワーク名は、無線機器に「SSID」などと表記されています。ご不明な場合は、無線機器のメーカーや提供元へご確認ください。 ※初回はアップデートが必要なため、起動に数分かかる場合があります。

※指定リモコンは本体に付属されていません。

４.  ランプ信号について

電源ランプ ミラキャストランプ

本体前面

LEDランプ

電源

ミラキャスト 青

アップデート中／初期化中

起動開始／起動終了

起動中

ミラキャストを利用してマルチ
メディアファイルを共有中

速く点滅

点灯

ゆっくり点滅

速く点滅

赤

色 状態 説明

点灯

ミラキャスト接続中

ミラキャストとは、スマートフォン・タブレット・パソコン※の画面や音声をワイ
ヤレスでテレビに表示できる機能です。
※ミラキャスト対応機器に限る。すべての機器との接続を保証するものではありません。

5.  よくある質問

テレビにU-NEXT TV を接続しても何も表示されません。

・   電源ケーブル・アダプタ・コンセントが正しく接続されているかご確認ください。
・   U-NEXT TV に接続されているHDMI ケーブルが「HDMI OUT」に接続されているかご
確認ください。

・   テレビの入力切換がU-NEXT TV になっていることを確認し、テレビのリモコンの「上
下左右」ボタンのいずれか、もしくは、指定リモコンの「電源」ボタンを押下してく
ださい。

 

U-NEXT TV がネットワークにつながりません。

・   ネットワークのパスワードが変更された可能性があります。新しいパスワードで接続
をしてください。

・   ルーターが外部ネットワークにつながっていない可能性があります。その場合は、ルー
ターを外部ネットワークに接続してください。

・   ルーターが不具合を起こしている可能性があります。ルーターの電源アダプタの抜き
差し（再起動）をし、再度接続してください。

・   上記を行っても問題が解決しない場合は、別のルーターでネットワークに接続してく
ださい。

U-NEXT TV の画面が動かなくなってしまいました。

・   リモコンの電池が切れている可能性があります。リモコンの電池残量をご確認くださ
い。

・   リモコンに問題がない場合は、U-NEXT TV の電源アダプタを抜き差ししてください。

アップデートの案内が表示されます。

・   画面の指示に従ってアップデートを行ってください。
・   アップデートが完了しないと継続してご利用できない場合があります。
・   アップデートは数分以上かかる場合があります。アップデート中は電源を切らないよ
うご注意ください。

6.  アフターサービス

1）U-NEXT TV をアフターサービスへ出すときは、個人情報保護および第三者
による不正使用を防ぐため、U-NEXT TV を初期化してください。

2）故障製品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様
が製品購入後に取り付けた物品（シールなど）は取り外してください。

3）お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行い
ます。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。

4）本機の仕様とは異なる製品との交換になる場合があります。
5）システムソフトウェアをアップデートします。
6）U-NEXT TV を初期化します。

交換・修理についての規定

U-NEXT カスタマーセンター

お問い合わせフォーム　http://cs.unext.jp

電話　0570-064-996　PHS と一部 IP 電話　03-6741-4466

受付時間：11:00 ～ 19:00  （年中無休）

U-NEXT TV の電源は、テレビの電源ON/OFF と連動します。

３.  テレビのリモコンで操作をする場合の
　    電源について

テレビ U-NEXT TV

ON ON
♪

♪

テレビ U-NEXT TV

OFF OFF

テレビの電源を ON の場合１

２ テレビの電源を OFF の場合

テレビ U-NEXT TV

ON OFF

自動的に
一定時間

操作がない

３ 一定時間テレビの操作がない場合

テレビ U-NEXT TV

ON ON

リモコンの [ 上下左右 ]いずれかで

U-NEXT TVの
HDMI 入力を選択中

その後、U-NEXT TV の電源を ON にするには

※すべての機器での動作を保証するものではありません。 



　１  安全のしおり

この項では本端末の操作に関する重要な内容を記載しています。また本端末を安全にご使
用いただくための情報も記載しています。実際に端末を使用する前に必ずお読みください。

This section contains important infomation about the operation of your device. It also 
contains infomation about how to use the device safely. Read this infomation carefully 
before using your device. 

　
使用上の注意

○電子機器
本端末の使用が禁止されている場合は、使用しないでください。また本端末を使
用することにより、危険を招く場合やその他の電子機器との干渉が発生する場合
には、本端末を使用しないでください。

○医療機器との干渉 
・  病院などの医療機関により定められた規則に従ってください。禁止された場所で
は本端末を使用しないでください。

・  一部の無線機器は補聴器やペースメーカーの動作に影響を与える場合がありま
す。詳細は通信事業者にお問い合わせください。 

・  ペースメーカーは本端末から 15cm以上離して携行し、ペースメーカーへの干渉
を防いでください。

○引火または爆発のおそれのある場所 
・  ガソリンスタンド、給油施設、薬品工場等、引火や爆発のおそれのある場所で本
端末を使用しないでください。こうした場所で使用すると爆発や火災が生じる危
険性があります。すべての標識と指示に従ってください。 

・  本端末を可燃性液体、ガス、爆発物などと一緒に保管したり、輸送しないでくだ
さい。

○利用環境
・  ほこりや湿気などの多い場所、強力な磁場や磁界が発生する場所の近くでのご使
用は避けてください。こうした環境で本端末を使用すると、電子回路が故障する
ことがあります。

・  ケーブルを接続、または、抜く前に、必ず端末の利用を終了し電源を切ってくだ
さい。また、作業される際は乾いた手で作業を行ってください。

・  端末は平らな場所に置いてください。

・  電子レンジや冷蔵庫などの強い磁場や電波を発する機器から離してご利用くださ
い。

・  雷が鳴りだしたら、雷による事故を防ぐ為、すべてのケーブルを端末から抜いて
ください。

・  最も利用に適した温度は 0℃から 40℃です。保管に適した温度は -20℃から 55℃
です。極端な高温、低温は本端末および付属品に影響を与える場合があります。

・  本端末および付属品は風通しの良い涼しい場所で直射日光を避けてください。タ
オルなどで包んだり密閉容器に入れないでください。箱やカバンなどの熱を発散
しにくい入れ物には入れないでください。

・  本端末や付属品を火災や感電の危険から防ぐために、雨や湿気を避けてください。

・  ヒーター、レンジ、ストーブ、給湯装置、ラジエータ、ろうそくなど、火のそば、
高温の場所で使用しないでください。

・  ろうそくや水が入った容器などは本端末の上には置かないでください。ゴミや水
気が端末に入り込んだ場合は、すぐに使用を中止し、電源を切り、ケーブルをす
べて抜いてください。

・  端末についた穴を塞がないでください。熱を発散させる為、端末の周辺を最低
10cmあけてご利用ください。

・  端末が加熱しすぎた場合は端末の使用を一旦停止してください。

　加熱しすぎた端末に一定時間以上触れると、赤く腫れたり、黒っぽい色素沈着が
起こるなどの低温火傷となる恐れがあります。

・  端末や周辺機器をお子様やペットの口に入れないようにしてください。故障や爆
発を引き起こす恐れがあります。

・  地元の法律や規則を守ってご利用ください。また、他の人のプライバシーや権利
を尊重してご利用ください。

・  端末の設置とご利用の際は身体から最低 20cm以上離してください。

・  電波の良いところでご利用ください。他の金属（金属でできたラック、ドア、窓
等）からは 25cmよりも距離をあけてご利用ください。また、端末同士は 30cm
よりも距離をあけてご利用ください。

○お子様の安全
・  お子様の安全の為、注意事項に従ってください。端末や周辺機器がお子様の手の
届く場所にある場合は思わぬ危険につながる場合がございます。本端末には窒息
の原因となる装着式の部品が含まれています。お子様の手の届かないところにお
いてください。

・  本端末および付属品はお子様による使用を意図していません。お子様が本端末を
使用する際には、保護者の方が指示通りに使用しているかを必ずご確認ください。

○周辺機器
・  指定以外の電源アダプタ、充電器、バッテリーを使用すると火災や爆発等の事故
につながる危険性があります。

・  必ず本端末の製造メーカーによる正規の付属品のみをご利用ください。正規の付
属品以外をご利用になられた場合は、保障の対象外となります。また、現地の法
律や法令に違反している場合があり、危険にもつながります。ご利用の地域での
正規付属品の利用可否については、販売店にお問い合わせください。

 

U-NEXT TV

安全のしおり

○電源アダプタについて
・  電源アダプタは端末電源切断時の利用を想定しています。

・  電源アダプタ及びその付属ケーブルは指定外の設備には使用しないでください。

・  電源コンセントによる充電を行う場合は端末をコンセントの近くに置いてくださ
い。

・  電源アダプタに落下等による衝撃や圧力をかけないでください。

・  電源ケーブルが損傷している場合（コードが剥き出しになっていたり、破損して
いる場合）またはプラグが緩んでいる場合は、すぐに使用をやめてください。そ
のまま使用を続けると、感電、ショート、火災などの原因となります。

・  濡れた手で電源コードに触れないでください。また電源アダプタを取り外す際に
電源コードを引っ張らないでください。 

・  濡れた手で本端末や電源アダプタに触らないでください。ショート、故障、感電
の原因となります。 

・  ご利用の電源アダプタが IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1 の 2.5 項の要件を満
たし、国内または現地の規格に従って試験および認証を受けていることを確認し
てください。

○掃除とお手入れ
・  端末の保管、持ち運び、ご利用時は必ず乾燥した状態を保ち、衝撃を避けてくだ
さい。

・  端末と周辺機器は乾燥した状態を保ってください。本端末および付属品を乾かす
際は、電子レンジやドライヤーなどの熱風を使用しないでください。

・  端末や周辺機器を極度の高温や低温から避けてください。このような環境では、
正常に動作しない場合や火災や爆発を引き起こす可能性があります。

・  故障、加熱、火災、爆発などの原因となりますので、衝撃を与えないようにして
ください。

・  一定期間以上ご利用されない場合は、電源を切り、すべてのケーブルを抜いてく
ださい。

・  異常が起こった場合（煙が出たり、異常な音やにおいがした場合等）、直ちに使
用を停止し、電源を切り、すべてのケーブルを抜いてください。

・  ケーブルを踏みつけたり、引っ張ったり、極度に折り曲げたりしないでください。
損傷や故障の原因となります。

・  本端末の使用中に掃除やお手入れをしないでください。必ずすべてのアプリケー
ションを停止し、接続されているすべてのケーブルを外してから行ってください。

・  本端末および付属品を掃除する際に、化学洗剤、パウダー、その他の化学薬剤（ア
ルコールやベンジン）は使用しないでください。傷や発火の原因となる場合があ
ります。柔らかい清潔な布で乾拭きしてください。

・  クレジットカード、テレフォンカードなどの磁気カードをそばにおかないでくだ
さい。長時間そばに置いておくと、磁気カードが損傷することがあります。

・  本端末および付属品を分解、改造しないでください。これは保証の対象外となり、
メーカーは一切の責任を負いません。

製品に関する情報

○環境保護
・  本端末および電源アダプタ、イヤホン、バッテリーなど付属品（ある場合）を家庭ごみと
一緒に捨てないでください。 

・  本端末および付属品は各自治体の規則に従って廃棄してください。収集およびリサイクル
を正しく行ってください。

○処分とリサイクルについて
・  本端末（および内蔵バッテリー）のこのマークは、本端末（内蔵バッテリー）
および電子付属品を家庭用ごみとして処分してはならない場合があることを
示しています。お住まいの地域の指示、規則に従って、該当する場合は、端
末やバッテリーを一般のごみとして廃棄せずに、リサイクルや回収処理を行
うための指定された収集場所に廃棄してください。端末やバッテリーのリ

サイクルに関する詳細は、各自治体の関係機関、ごみ処理施設、本端末を購入した販売店
などにお問い合わせください。 

・  本端末およびバッテリーの処分については、WEEE 指令改正（指令 2012/19/EU）とバッテ
リー指令（指令 2006/66/EC）に準じています。危険物質の曝露による環境破壊や健康への
被害を最小限に抑えるために、電子機器およびバッテリーを他のごみと区別することが目

的です。　

○有害物質の削減
・  本端末は、REACH規制（Regulation (EC) No 1907/2006）、および新 RoHS 指令 (Directive 
2011/65/EU) に適合しています。内蔵バッテリーは電池指令 (Directive 2006/66/EC) に適合
しています。本端末の REACHおよび RoHS の適合に関する詳細については、
http://consumer.huawei.com/certification. を参照してください。定期的にウェブサイトに
アクセスして最新の情報を入手することをお勧めします。

○EU規制への適合
認証情報（SAR）

・  本端末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。本端末は低出力の無線送受信機です。国際ガイドラインの推奨事項に
従い、本端末では電波曝露の上限を超えないように設計されています。これらのガイドラ
インは独立科学技術機関である国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）により作成され、
年齢や健康状態に関係なくすべてのユーザーの安全性を保証するための安全対策が記載さ
れています。 

・  比吸収率（SAR）は端末使用時に人体が吸収する無線周波数エネルギーの測定単位です。
SAR 値は実験状況において認証された最大出力レベルで決定されていますが、操作時の実
際の SAR レベルはこの値より低くなります。これは端末がネットワークに接続する際に最
小出力を使用するように設計されているためです。 

・  欧州の SAR 上限は任意生体組織 10 グラムあたり平均 2.0W/kg です。本端末の最大 SAR 値
はこの制限に適合しています。

○条項
Huawei は本端末が指令 1999/5/EC の基本要件とその他の関連条項に適合していることを宣
言します。

適合宣言については、http://consumer.huawei.com/certification をご覧ください。

以下のマークが本製品内に含まれています。

-- 本端末は EUのすべての国で使用することができます。 

-- 本端末の使用時は各地域の規制を遵守してください。 

-- 本端末は現地のネットワークにより使用が制限される場合があります。

2.4GHz 帯における制限：

ノルウェー：この項はニーオーレスン中心地から半径 20km以内の地域には適用されません。

○連邦通信委員会（FCC）の規定の承認
FCC　宣言

・  この製品は試験にて FCC 規定のパート 15 に適合した為、クラス Bのデジタル端末に該当
することがわかりました。これらの制限は、住宅設備での危険を伴う影響から十分に守ら
れるよう設計されたためです。この製品は高周波エネルギーを生成、利用、放出すること
が可能な為、使用説明書に従って設置、利用されない場合は危険な影響を及ぼす可能性が
あります。しかし、使用説明書に沿って正しく利用された場合でも特定の条件によっては
不正に動作する場合があります。製品のオン・オフを試した結果回りのラジオやテレビの
電波受信を妨害している事が判明した場合は下記の方法をお試しください。

-- 受信アンテナを再起動、または、移動してください。

-- 製品と受信機の距離をさらにあけて下さい。

-- 受信機とは別の電源コンセントから製品の充電を行ってください。

-- 販売店、または、ラジオ・テレビの熟練した技術者にご相談ください。

・  本製品は FCC 規則パート 15 に準拠しています。オペレーションは次の 2 つの事項を条件
とします。（1）本製品は有害な妨害を引き起こさないかもしれません。および、（2）この
製品は、望まざる動作を引き起こす可能性のある、受信されたあらゆる妨害を受け入れな
ければなりません。

・  注意：Huawei Technologies Co., Ltd. の許可なく、端末へのいかなる変更や更新でも行っ
た場合は、ご利用者の端末の使用権限を無効とすることもあります。

・  この端末は無線放送の電波を受信する為に取り付ける事を想定してません。いかなる別の
やり方を使って端末を接続する事は、無線通信へ有害な影響を及ぼす可能性があり、また、
FCC 規制パート 15に違反します。

・  シールド USB ケーブルとHDMI 延長ケーブルは FCC のクラス Bの制限に従い、必ずこの
ユニットと一緒にご利用ください。

　２　個人情報とデータセキュリティー

・  本端末で一部の機能または他社製アプリケーションを使用した結果、個人情報やデータが失         
    われたり、第三者によるアクセスが可能になってしまうおそれがあります。個人情報や機密

    情報を保護するため、以下のことをお勧めします。

-- 権限がない方による利用を防ぐ為、安全な場所に置いてください。

-- 定期的にメモリーカードや端末のメモリーに個人情報のバックアップを取ってください。
他の端末に変える場合は、必ず古い端末から個人情報を移動、または、削除してください。

-- ウイルスについて不安な場合は、知らない方から受信したメッセージや eメールは開かず
に削除してください。

-- 端末を利用してインターネットをご利用の場合は、不信なウェブサイトを閲覧しないこと
で、個人情報が盗まれる事を回避できます。

--Wi-Fi 等をご利用の場合は、パスワードを設定することで、非認証のアクセスを防ぐことが
できます。これらをご利用にならない場合は、これらの電源を切ってください。

・  端末から検出情報や検査情報をサードパーティーアプリプロバイダへ提出する場合がありま
す。取得した情報は第三者ベンダーによる製品やサービスの改修、改善に使われます。

・ ソフトウェア更新の際、お客様のU-NEXT TV 固有の情報（機種や製造番号など）が当社のソ
フトウェア更新用サーバーに送信されます。当社は送信された情報をソフトウェア更新以外
の目的には利用いたしません。

　３　法規に関する声明

Copyright © 2014 U-NEXT Co., Ltd and its licensors.　All rights reserved.

な意同の前事るよに面書の ）」TXEN-U「下以（ 社会連関のそびよおTXEN-U社会式株、は書本
くいかなる形式や方法でも、複製または転載することはできません。

本書に記載されている製品には、U-NEXT およびライセンス許諾者の著作権のあるソフトウェ
アが含まれている場合があります。いかなる方法によっても上記ソフトウェアを複製、配布、
変更、逆コンパイル、逆アセンブル、暗号解読、抽出、リバースエンジニアリング、貸借、
譲渡またはサブライセンス許諾を行ってはなりません。ただし、そのような制限が適用法に
より禁止されている場合、またはそのような行為が各著作権保持者により承認されている場
合を除きます。

○商標と許可

・               、            、             は Huawei Technologies Co., Ltd. の商標、または、登録商標です。

・  ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及び
ダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

・  Android™  は Google Inc. の商標です。

・  HDMI と HTMI ロゴと High-Definition Multimedia Interface はアメリカやその他の国の
HDMI　Licensing LLC の商標、または登録済み商標です。

・  本書内に記載されるその他の商標、製品、サービスおよび会社名は、各所有者に帰属して
いる場合があります。

○PlayReady について
・  コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™ コンテンツ アクセス技術を使って、著作権の
あるコンテンツなど、知的所有権を保護します。

・  本端末は PlayReady 技術を使って、PlayReady 対応の保護コンテンツや WMDRM 対応の保
護コンテンツにアクセスします。

・  コンテンツの使用に関して、本端末による制限を適切に実施することができなかった場合、
コンテンツの所有者は、本端末による PlayReady 対応の保護コンテンツ使用の無効化を 
Microsoft に要求できます。当機能を無効化することで、著作権で保護されていないコンテ
ンツやその他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツに影響が生じ
ることはありません。

・  コンテンツの所有者は、コンテンツにアクセスする PlayReady をアップグレードするよう
にユーザーに要求することができます。ユーザーがアップグレードすることを拒否した場
合、アップグレードを必要とするコンテンツにはアクセスできなくなります。

○注意
・  本書に記載されている製品とその付属機器の一部の機能は、インストールされているソフ
トウェア、ローカルネットワークの機能と設定などに依存するため、現地のネットワーク    

事業者またはネットワークサービスプロバイダによって有効にできない場合や制限されて
いることがあります。  そのため、ここに記載される説明は、購入された製品またはその付
属機器と完全に一致しない場合があります。 

・  U-NEXT は事前通知または法的責任を負うことなく、本書に記載されている情報や仕様を
変更または修正する権限を有しています。

○サードパーティソフトウェアに関する記述
・  U-NEXT は、本製品に付属されているサードパーティ製ソフトウェアおよびアプリケーショ
ンの知的所有権を所有していません。そのため、U-NEXT はサードパーティ製のソフトウェ
アおよびアプリケーションに対して、いかなる保証もいたしません。また、U-NEXT は、サー
ドパーティ製のソフトウェアおよびアプリケーションを使用するお客様にサポートを提供
すること、及びサードパーティ製の当該ソフトウェアおよびアプリケーションの機能や性
能に関して一切の責任を負いません。

・  サードパーティ製のソフトウェアおよびアプリケーションサービスは、事前の予告なく中
断または終了されることがあります。また U-NEXT はいかなるコンテンツやサービスの可
用性を保証いたしません。サードパーティのサービスプロバイダは、U-NEXT の管理下に
ないネットワークや送信ツールを使ってサービスやコンテンツを提供します。U-NEXT は
サードパーティのサービスプロバイダが提供するサービスや、サードパーティのコンテン
ツやサービスの中断や終了に関する補償を行ったり、責任を負わないことを、適用法が許
容する最大範囲まで行使します。

・  本製品はオープンソースの Android™ プラットフォームを使用しています。U-NEXT は、こ
のプラットフォームに対して変更を加えています。そのため、本製品は標準の Android プ
ラットフォームがサポートしている機能をすべてサポートしているとは限りません。また、
サードパーティ製のソフトウェアと互換性がない場合もあります。U-NEXT はこうした互
換性に対していかなる保証や表明も行わず、明示的に一切の責任を負いません。

・  U-NEXT は、本製品にインストールされているソフトウェアの合法性、品質などに関して、
あるいはサードパーティがアップロードまたはダウンロードしたテキスト、画像、ビデオ、
ソフトウェアなどいかなる形式の制作物に関しても責任を負いません。お客様は、ソフト
ウェアのインストールやサードパーティの制作物のアップロードまたはダウンロードに起
因する、任意またはすべての結果（ソフトウェアと本製品の非互換性など）に対してリス
クを負うものとします。

○放棄
・  本書の内容は現状のままで提供されます。適用法により必要とされる場合を除き、本書の
正確性、信頼性、内容に関して、販売性、特定目的との適合性などを含む（ただしこれら
に限定されない）明示または非明示の保証を行いません。 

・  U-NEXT は適用法が許容する最大範囲まで、特殊な損傷、故意による損傷、間接的または
誘発的損傷、あるいは利益、業務、収益、データ、信用、または予定していた利益の損失
に対して、事前に予測可能であるか否かを問わず一切の責任を負いません。 

・  本書に記載されている製品の使用に起因して生じる U-NEXT の最大責任範囲（この制限は、
適用法が当該制限を禁止する範囲まで、個人的な負傷に対する責任には適用されない）は、
お客様が本製品に支払った購入代金を上限とします。

○輸出入規制 
お客様は輸出入に関して、該当するすべての法律および規制に従い、ソフトウェアや技術情
報など、本書に記載されている製品の輸出、再輸出、または輸入に必要な全ての公的許可や
ライセンスを取得する責任を負うものとします。

○個人情報保護方針
U-NEXT　　http://unext.jp/policy

HUAWEI       http://consumer.huawei.com/privacy-policy

　４　保証規定

1　保証期間内の製品については、表面の「交換・修理についての規定」に加え、この規定が
適用されます。「交換・修理についての規定」も必ずご覧ください。

2　保証期間はお買い上げ日より 1年間です。

3　保証期間中に正常な使用状態（ご利用ガイドなどの注意書きに従った使用状態）で故障した
場合は、「交換・修理についての規定」に定める交換／修理を当社にて無料で実施します。

4　保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。

1）保証書（本紙）の紛失、お買い上げ日の未記載、保証書が改ざんされている場合

2）保証書が本機のものと確認できない場合

3）使用上の誤り、外的要因、一般家庭外で使用したことによる故障および損傷

4）災害、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷

5）1）～ 4）に該当すると当社が判断した場合

5　保証期間内でも、次の場合は交換／修理をお断りします。

1）不当な修理／分解／改造（ソフトウェア含む）や、使用許諾契約違反での使用の場合

2）損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合

3）記録媒体内の損傷したデータの復旧

6　ご注意

1）この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。

2）この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。

3）当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新
の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホー
ムページのサポートページ（ http://unext.jp/terms ）をご覧ください。
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