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LINEを利用する

LINEはいつでも、どこでも、通話やメッセージのやりとりが楽しめ
るアプリです。
LINEは、タッチポインター対応アプリです。

LINEを利用する

LINE

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
・本機ではじめてLINEをお使いになるときは、アプリのアップデー

トが必要です。

ログイン ／ 新規登録

LINEが利用できます。

・以降は画面に従って操作してください。

アラームを利用する

アラームを設定する

指定した時刻／曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

・スヌーズ（設定した間隔で繰り返しアラームが鳴る機能）も設定
できます。

アラーム アラーム

アラーム一覧画面が表示されます。

（メニュー） 新規作成

アラーム編集画面が表示されます。

・設定済みのアラームを選択 （編集）を押すと、アラームを
編集できます。

アラーム時刻 時刻を入力 （確定）
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繰り返し設定 曜日指定 曜日を指定 （確定）

・ 1回のみ を選択すると、スヌーズ機能は無効になります。

・ 祝日は除外 を指定すると、祝日にアラームが鳴らないように設

定できます。

スヌーズ設定 スヌーズの間隔を選択

（登録）

アラームの設定が完了します。

アラーム設定時の操作

アラーム名を登録する

アラーム編集画面で アラーム名 アラーム名を入力

・アラーム名が未入力の状態で登録したときは、「アラーム」と
表記されます。

アラーム音を変更する

アラーム編集画面で アラーム音 プリセット ／ デー

タフォルダ 画面に従って操作

・ OFF に設定すると、アラーム音は鳴りません。

・ プリセット からアラーム音を設定しているときは、アラーム

音を選択 （確認）と操作すると、アラーム音を確認で
きます。

アラーム鳴動時にバイブレータを振動するかどうか
を設定する

アラーム編集画面で バイブパターン パターンを選択

・パターンを選択 （確認）を押すと、バイブレータが動
作します。

・ OFF に設定すると、バイブレータは動作しません。

アラームを解除する

アラーム一覧画面で、解除したいアラームを選択 （

表示）

・解除しても登録内容は保持されます。
・解除したアラームを再設定するときは、設定したいアラームを

選択 （ 表示）。

アラームを1件削除する

アラーム一覧画面で、削除したいアラームを選択 （メ

ニュー） 削除 1件削除 はい

アラームを選択して削除する

アラーム一覧画面で （メニュー） 削除 選択削

除 削除したいアラームを選択 （ 表示）

（削除） はい

・削除するアラームを選択中に （メニュー） 全選択 ／

全解除 と操作すると、すべてのアラームを選択（ ）／解

除（ ）できます。
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アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になると、アラームが動作します。

本機のいずれかのボタンを押す

アラームが停止します。

ほかのアプリの動作中にアラーム設定時刻
になると

待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

スヌーズを解除する

スヌーズ待機状態で （長押し）

アラームの詳細な設定を行う

アラーム鳴動時の動作に関する設定ができます。設定できる項目は
次のとおりです。

項目 説明

アラーム優先
マナーモードを設定しているときに、アラー
ムを鳴動するかどうかを設定します。

オートパワー
オン

指定時刻に近づいたときに、自動的に電源を
「ON」にするかどうかを設定します。

アラーム アラーム

（メニュー） 設定

アラーム詳細設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

アラーム詳細設定時の操作

マナーモード設定時にアラームを鳴動するかどうか
を設定する

アラーム詳細設定画面で アラーム優先

・ アラーム優先 を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。
・ドライブモード利用時は、設定に関わらずアラームは鳴動しま

せん。
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電源OFF時に自動的に電源をONにし、アラームを鳴
動するかどうかを設定する

アラーム詳細設定画面で オートパワーオン

・ オートパワーオン を押すたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

カウントダウンタイマーを利用する

カウントダウンタイマーを利用する

アラーム カウントダウンタイマー

カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

タイマーを選択 （開始）

カウントダウンが始まり、設定時間になるとアラームが鳴動し
ます。

・カウントダウン中に （停止）を押すと一時停止します。再

度 （再開）を押すと、カウントダウンを再開します。
・ （リセット）を押すと、カウントダウンをリセットします。

カウントダウンタイマーを削除する

カウントダウンタイマー一覧画面で、削除したいカウントダウン

タイマーを選択 （メニュー） 削除 はい
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カウントダウンタイマーを設定する

アラーム カウントダウンタイマー

カウントダウンタイマー一覧画面が表示されます。

（メニュー） 新規作成

タイマー編集画面が表示されます。

・設定済みのカウントダウンタイマーを選択して （メニュー）

編集 を押すと、カウントダウンタイマーを編集できます。

各項目を設定 （登録）

設定が完了します。

カウントダウンタイマー設定時の操作

カウントダウンタイマーの時刻を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で タイマー時刻 時刻を

入力 （確定）

タイマー名を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で タイマー名 タイマー

名を入力

タイマー通知音を変更する

カウントダウンタイマー編集画面で タイマー通知音 プ

リセット ／ データフォルダ 画面に従って操作

・ OFF に設定すると、タイマー通知音は鳴りません。

・ プリセット からタイマー通知音を設定しているときは、タイ

マー通知音を選択 （確認）と操作すると、タイマー通
知音を確認できます。

バイブパターンを変更する

カウントダウンタイマー編集画面で バイブパターン パ

ターンを選択

・ OFF に設定すると、バイブレータは動作しません。

・パターンを選択 （確認）を押すと、バイブレータが動
作します。
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ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用する

アラーム ストップウォッチ

ストップウォッチ画面が表示されます。

（開始）

計測が始まります。

（停止）

計測時間が表示されます。

・一時停止後に （再開）を押すと、計測を再開できます。
・計測中に （LAP）を押すと、ラップタイムを計測できます。
・ （リセット）を押すと、ストップウォッチがリセットされま

す。

ストップウォッチ利用時の操作

計測時間を反映したメールを作成する

計測時間表示画面で （メニュー） メール本文

画面に従って操作

計測時間をメモ帳に登録する

計測時間表示画面で （メニュー） メモ登録

地図を利用する

地図を利用する

次の機能が利用できます。地図をご利用になるには、あらかじめ本
機の位置情報をONに設定してください。

項目 説明

現在地表示
現在地の地図を表示したり、現在の雨雲情報
を確認したりできます。

ルート検索
出発地から目的地までのルートを検索できま
す。条件を設定することで乗換案内としても
利用できます。

住所検索 住所を指定して地図を表示できます。

ジャンル検索
「レストラン」「駅」など、ジャンルを指定
して検索できます。

キーワード検索
地名や店名など、キーワードを指定して検索
できます。

前回の地図表示 前回終了したときの地図を表示できます。

地図

地図メニュー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

画面に従って操作

地図利用時の操作

現在地を表示する

地図メニュー画面で 現在地表示

・地図画面が表示されます。

地図を拡大／縮小する

地図画面で （縮小）／ （拡大）

雨雲表示を設定する

地図画面で （雨雲表示）

・ を押すたびに、雨雲レーダーのON／OFFが入れ替わりま
す。
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現在地取得の設定を変更する

地図メニュー画面で （設定） 現在地取得の設定

・位置情報設定画面が表示されます。以降は画面に従って操作し
てください。

アプリの使いかたを表示する

地図メニュー画面で （設定） ヘルプ

アプリの情報を表示する

地図メニュー画面で （設定） アプリについて

利用規約を表示する

地図メニュー画面で （設定） 利用規約

電卓を利用する

電卓で計算する

ツール 電卓

電卓画面が表示されます。

数値を入力

計算結果が表示されます。

・未計算の状態で を押すと、アプリが終了します。

電卓画面での操作

計算 操作ボタン

＋（足す）

－（引く）

×（掛ける）

÷（割る）

＝（イコール）

C（クリア）

AC（オールク
リア）

（長押し）

.（小数点）

％（パーセン
ト）

+／-（サイン
チェンジ）
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メモ帳を利用する

メモ帳に登録する

ツール メモ帳

入力画面が表示されます。

・作成済みのメモがあるときは、メモ帳一覧画面が表示されます。

内容を入力

メモ帳が保存されます。

メモ帳を確認する

ツール メモ帳

メモ帳一覧画面が表示されます。

メモを選択

メモが表示されます（メモ帳表示画面）。

メモ帳利用時の操作

メモを作成する

メモ帳一覧画面で （メニュー） 新規作成

メモを1件削除する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示

（メニュー） 削除 1件削除 はい

メモを選択して削除する

メモ帳一覧画面で （メニュー） 削除 選択削

除 削除するメモを選択 （ 表示）

（削除） はい

・削除するメモを選択 を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。
・削除するメモを選択中に （メニュー） 全選択 ／

全解除 と操作すると、すべてのメモを選択（ ）／解除

（ ）できます。

メモを編集する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示

（編集） 内容を編集
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メモをメール添付／赤外線／Bluetooth®通信などで
送信する

メモ帳一覧画面でメモを選択／メモ帳表示画面を表示

（メニュー） メール添付 ／ 赤外線送信 ／

Bluetooth送信 画面に従って操作

メモ帳の情報を利用する

メモ帳表示画面で電話番号などの文字列を選択 画
面に従って操作

カレンダーを利用する

カレンダーを表示する

ツール カレンダー

カレンダー画面が表示されます。

・カレンダー画面で （切替）を押すと、カレンダーの表示を
「1ヶ月」／「2ヶ月」／「6ヶ月」の順に切り替えることができ
ます。

・ を押すと、スケジュール一覧（週表示）に切り替わります。ス

ケジュール一覧で を押すと、月表示に戻ります。

カレンダー画面での主な操作

スケジュールの一覧を表示する

カレンダー画面で （メニュー） 一覧表示 スケ

ジュール

誕生日の通知設定を変更する

カレンダー画面で （メニュー） 一覧表示 誕生

日 OK

・誕生日一覧画面で （通知設定） 誕生日通知時刻

通知時刻を選択 と操作すると、誕生日通知時刻を設
定できます。

・誕生日一覧画面で （通知設定） 誕生日通知音 プ

リセット ／ データフォルダ を押したあと、画面に

従って操作すると、誕生日通知音を設定できます。
・ プリセット から誕生日通知音を設定しているときは、誕生日

通知音を選択 （確認）と操作すると、誕生日通知音を
確認できます。

・通知音設定時に OFF を選択すると、誕生日通知音は設定され

ません。

アラーム音を設定する

カレンダー画面で （メニュー） 設定 アラーム

音 プリセット ／ データフォルダ 画面に従って操

作

・ プリセット からアラーム音を設定しているときは、アラーム

音を選択 （確認）と操作すると、アラーム音を確認で
きます。

・ OFF に設定すると、アラーム音は鳴りません。
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アラームの通知時刻を設定する

カレンダー画面で （メニュー） 設定 アラーム

通知時刻 通知時刻を選択

・ OFF に設定すると、通知されません。

アラームの鳴動時間を設定する

カレンダー画面で （メニュー） 設定 アラーム

鳴動時間 時間を選択

スケジュールを登録する

用件、開始日時／終了日時を登録する方法を例に説明します。

ツール カレンダー

カレンダー画面が表示されます。

（メニュー） 新規作成

スケジュール作成画面が表示されます。

用件 用件を入力

開始日／開始時刻／終了日／終了時刻を入力 （確定）

・予定が終日となるときは、 終日 （ 表示）と操作しま

す。
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（登録）

スケジュールが登録されます。

スケジュール登録時の操作

繰り返し設定を登録する

スケジュール作成画面で 繰り返し 間隔を選択

アラームの通知時刻を設定する

スケジュール作成画面で アラーム設定 アラーム通知時

刻 通知時刻を選択

・ OFF に設定すると、通知されません。

通知するアラーム音を設定する

スケジュール作成画面で アラーム設定 アラーム音

プリセット ／ データフォルダ 画面に従って操作

・ OFF に設定すると、アラームは鳴りません。

・ プリセット からアラーム音を設定しているときは、アラーム

音を選択 （確認）と操作すると、アラーム音を確認で
きます。

通知アラームの音量を設定する

スケジュール作成画面で アラーム設定 アラーム音量

音量を設定

通知のバイブレータのパターンを設定する

スケジュール作成画面で アラーム設定 バイブパター

ン パターンを選択

・ OFF に設定すると、バイブレータは動作しません。

・パターンを選択 （確認）を押すと、バイブレータが動
作します。

カレンダー上の見出しの色を設定する

スケジュール作成画面で スケジュールの色 色を選択

場所／詳細の登録をする

スケジュール作成画面で 場所 ／ 詳細 場所／詳細の内

容を入力

スケジュールを確認する

ツール カレンダー

カレンダー画面が表示されます。

日付を選択

スケジュール一覧が表示されます。

スケジュールを選択

スケジュール詳細画面が表示されます。

スケジュール詳細画面の操作

スケジュールを編集する

スケジュール詳細画面で （メニュー） 編集

スケジュールをメール添付／赤外線／Bluetooth®通
信などで送信する

スケジュール詳細画面で （メニュー） メール添付

／ 赤外線送信 ／ Bluetooth送信 画面に従って操作
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スケジュールを削除する

ツール カレンダー

カレンダー画面が表示されます。

日付を選択

スケジュール一覧が表示されます。

削除するスケジュールを選択 （メニュー） 削除

はい

スケジュールが削除されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

ライトとして利用する

簡易ライトを利用する

ツール 簡易ライト

簡易ライト画面が表示され、簡易ライトが点灯します。

・待受画面で （長押し）と操作しても、簡易ライトが点灯しま
す。

・簡易ライトが点灯中に ／ を押すと、ライトが消灯し
ます。



158

漢字チェックを利用する

漢字チェックを利用する

画数の多い漢字などを画面に大きく表示して確認することができま
す。

ツール 漢字チェック

漢字チェック画面が表示されます。

チェックしたい漢字を入力

漢字チェック画面に入力した文字が1文字ずつ表示されます。

・ を押すと、確認する文字を切り替えられます。
・ を押すと、入力した文字を編集できます。

音声レコーダーを利用する

音声を録音する

ツール 音声レコーダー

音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

録音

音声画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

（録音）

録音が開始されます。

（停止）

音声データが保存されます。

・録音中に （ポーズ）を押すと録音が一時停止します。再度
（録音）を押すと録音が再開されます。

・録音後は再生画面が表示されます。
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音声録音時の操作

音声のファイル形式を設定する

音声レコーダー画面で （メニュー） ファイル形式

標準 ／ 高音質

音声の保存先を設定する

音声レコーダー画面で （メニュー） 保存先 本

体ストレージ ／ SDカード

音声を再生する

ツール 音声レコーダー

音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

再生

音声レコーダー一覧画面が表示されます。

音声を選択 （再生）

音声再生画面が表示され、音声が再生されます。

音声再生時の操作

一時停止する

音声再生画面で （ポーズ）

・再度 （再生）を押すと再生が再開されます。

音声を巻き戻す

音声再生画面で

・音声を5秒巻き戻します。

音量を上げる／下げる

音声再生画面で
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音声をメールに添付して送信する

音声再生画面で （メール） 画面に従って操作

指定した時間へジャンプする

音声再生画面で （メニュー） 時間指定ジャンプ

時間を入力 （確定）

音声をメール添付／赤外線／Bluetooth®通信で送信
する

音声一覧画面で送信したいファイルを選択 （メ

ニュー） 送信 アプリを選択 画面に従っ

て操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

・音声再生画面で （メニュー） 送信 アプリを選

択 と操作しても送信できます。

音声を1件削除する

音声一覧画面で削除する音声を選択 （メニュー）

削除 1件削除 はい

・音声再生画面で （メニュー） 削除 はい と操作

しても削除できます。

音声を選択して削除する

音声一覧画面で （メニュー） 削除 選択削除

削除する音声を選択 （ 表示） （削

除） はい

・削除する音声を選択 を押すたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。
・削除する音声を選択中に （メニュー） 全選択 ／

全解除 と操作すると、すべての音声を選択（ ）／解除

（ ）できます。

音声の詳細情報を表示する

音声一覧画面／音声再生画面で （メニュー） 詳細情

報

バーコードを読み取る

バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み込み、ウェブ検索など
に利用できます。

・バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み込めない
ことがあります。

ツール バーコードリーダー

バーコードリーダー画面が表示されます。

カメラをかざしてバーコードを本機のディスプレイに表示する

自動的にバーコードが読み込まれ、読込結果画面が表示されま
す。

バーコードリーダー利用時の操作

読み込んだデータで検索する

読込結果画面で ウェブ検索 ／ メール ／ ブラウザ起動

画面に従って操作

読み込んだデータをコピーする

読込結果画面で コピー 画面に従って操作

読み込んだデータを確認する

読込結果画面で 読込データ

撮影ライトのON／OFFを切り替える

バーコードリーダー画面で （ライトON／ライトOFF）
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保存データを利用する

バーコードリーダー画面で （メニュー） 保存デー

タ 読込結果を選択 画面に従って操作

プロフィールを利用してQRコードを作成する

バーコードリーダー画面で （メニュー） QR作成（自

分） （保存）

電話帳を利用してQRコードを作成する

バーコードリーダー画面で （メニュー） QR作成（ア

ドレス帳） 連絡先を選択 （保存）

バーコードリーダーのアプリ情報をする

バーコードリーダー画面で （メニュー） アプリ情報

手軽に文字を入力する

すばやく文字入力ができ、さまざまなアプリで文字を利用できま
す。言語と入力設定の「すぐ文字」が有効のときに利用できます。

すぐ文字を有効にする

設定 その他の設定 言語と入力

すぐ文字 （ 表示）

すぐ文字が有効になります。

・ すぐ文字 を押すたびに、設定の有効（ ）／無効

（ ）が切り替わります。
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すぐ文字を利用する

~ ／ ／

すぐ文字入力画面が表示されます。

・電話番号を入力して （発信） 発信 と操作する

と、発信できます。
・電話番号を入力して （長押し）と操作すると、番号を電話

帳に登録できます。

文字を入力

すぐ文字アプリ選択画面が表示されます。

利用するアプリを選択

入力した文字が、選択したアプリで利用できます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

すぐ文字の利用について

すぐ文字の設定が有効のときは、スピードダイヤルは利用できま
せん。

すぐ文字で利用するアプリを並び替える

すぐ文字アプリ選択画面で並び替えたいアプリを選択

（並び替え） 移動先を選択

見せかけの着信動作を利用する

電話がかかってきたように着信音を鳴らすことができます。

ダミー着信を利用する

（長押し）

ダミー着信が起動し、着信音が鳴動します。

・ 電話機能 ダミー着信 と操作してもダミー着信を起

動できます。

ダミー着信が起動したら ／ ～ ／ ／

着信音の鳴動が停止し、着信LEDの点滅色が着信時の色から通
話中の色になります。

・ダミー着信を終了するには を押します。

ダミー着信の利用について

ロックNo.／パスワード入力画面や誤動作防止画面からもダミー
着信を利用できます。

ダミー着信中画面から発信する

ダミー着信中画面で電話番号を入力

・ダミー着信が終了して、電話が発信されます。
・ロックNo.／パスワード入力画面、誤動作防止画面からダミー

着信を利用した場合は、緊急通報先以外には発信できません。



163
ツ

ー
ル

DIGNO
® ケ

ー
タ

イ
 502KC

災害用ツールを利用する

緊急速報メールについて

気象庁が配信する緊急地震速報・津波警報および特別警報、国や地
方公共団体からの災害・避難情報を本機で受信して、警告音とメッ
セージでお知らせします。

・通話中、通信中および電波状態が悪いときは受信できません。
・受信時は、マナーモード設定中でも警告音が鳴動します。
・緊急速報メールは、お買い上げ時、有効になっています（無効に

することもできます）。
・緊急速報メールが有効になっているときは、待受時間が短くなる

ことがあります。

緊急速報メール利用時のご注意

お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なる
エリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合
があります。また、当社は情報の内容、受信タイミング、情報を
受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サー
ビスに関連して発生した損害については、一切責任を負いませ
ん。

緊急速報メールを受信すると

緊急速報メールの受信画面が表示され、緊急地震速報用警告音／災
害・避難情報、津波警報用警告音、バイブレータおよび着信LEDで
お知らせします。
受信画面のメッセージを確認していない場合は、待受画面にイン

フォメーションが表示され、画面上部（ステータスバー）に が
表示されます。

緊急速報メール

緊急速報メール一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

メッセージを選択

緊急速報メール詳細画面が表示されます。

・既読になるとステータスバーの 表示が消えます。
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以前に受信した緊急速報メールを確認する

サービス 緊急・災害 緊急速報メール

緊急速報メール受信メッセージ一覧画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

確認する緊急速報メールを選択

緊急速報メールが表示されます。

緊急速報メール利用時の操作

緊急速報メールを利用するかどうかを設定する

受信メッセージ一覧画面で （メニュー） 受信設定

緊急速報メールを利用する

・ 緊急速報メールを利用する を押すたびに、選択

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

受信時にバイブレータでお知らせするかどうかを設
定する

受信メッセージ一覧画面で （メニュー） 受信設定

バイブレーションを鳴動する

・ バイブレーションを鳴動する を押すたびに、選択

（ ）／解除（ ）が切り替わります。

安否情報を登録する（災害用伝言板）

災害用伝言板は、大規模災害発生時などにおいて音声発信が集中す
ることで電話がつながりにくくなった場合に、自分の安否情報を登
録することができるサービスです。また、自動Eメール送信を設定し
ておけば、安否情報を登録した際に、あらかじめ登録しておいた家
族や知人宛に安否情報を自動でメール送信することもできます。

・登録された安否情報は、ワイモバイル携帯電話以外の他社携帯電
話やパソコンなどからも確認できます。災害用伝言板について詳
しくは、ワイモバイルホームページを参照してください。

サービス 緊急・災害 災害用伝言板

災害用伝言板メニューが表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

登録

項目を入力し 登録

登録が完了します。

登録した安否情報を削除する

災害用伝言板メニューで 削除 削除する安否情報を選択

削除

・以降は画面に従って操作してください。
・災害用伝言板メニューで 削除 全削除 はい と操

作すると、すべての安否情報を削除できます。
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安否情報を確認する（災害用伝言板）

サービス 緊急・災害 災害用伝言板

災害用伝言板メニューが表示されます。

確認

確認したい方の電話番号を入力

検索

安否情報が表示されます。

・以降は、画面に従って操作してください。
・ （メニュー） 再読み込み と操作すると、安否情報を更新

します。

音声メッセージを送信する（災害用音声お
届けサービス）

災害用音声お届けサービスは、大規模災害発生時などにおいて音声
発信が集中することで電話がつながりにくくなった場合に音声を録
音し、届けたい方に音声メッセージとしてお届けする災害時専用の
サービスです。

・圏外にいるときや機内モードを設定しているときは利用できませ
ん。災害用音声お届けサービスについて詳しくは、ワイモバイル
ホームページを参照してください。

サービス 緊急・災害 災害用音声お届けサービ

ス

災害用音声お届けサービス画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

新規送信

宛先入力 宛先を入力 （次へ）

・宛先入力時に （参照） 電話帳参照 ／ 履歴参照 と操作

すると電話帳や履歴から宛先を参照できます。

（録音） 録音するメッセージを話す

音声メッセージが録音されます。

送信 はい

音声メッセージが送信されます。

・ 確認 を押すと、録音した音声メッセージを確認できま

す。
・再度録音するときは、 再録音 はい （録音）を押

します。
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受信したメッセージを再生する（災害用音
声お届けサービス）

音声メッセージが届くとSMSで通知され、画面上部（ステータス

バー）に が表示されます。音声メッセージを受信（ダウンロー
ド）し、再生することで音声を聞くことができます。

サービス 緊急・災害 災害用音声お届けサービ

ス

災害用音声お届けサービス画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

受信メッセージ

メッセージを選択 はい

受信メッセージ再生画面が表示され、音声メッセージが自動的
に再生されます。

音声メッセージ再生時の操作

メッセージを停止する

メッセージ再生中に

音声メッセージで返信する

受信メッセージ再生画面で （返信）

・以降は画面に従って操作してください。

メッセージを削除する

受信メッセージ再生画面で （メニュー） 削除

音量を変更する

受信メッセージ再生画面で （メニュー） 音量

スピーカーを切り替える

受信メッセージ再生画面で （メニュー） スピーカー

切り替え ON ／ OFF
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