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いろいろな機能（便利機能）

いろいろな機能について
本機では、以下の便利な機能を利用できます。

便利機能

いろいろな機能︵便利機能︶
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緊急ブザー

位置ナビ

カレンダー

緊急時にブザーを鳴らした
り、あらかじめ設定した登録
先に位置をメールで知らせる
ことができます。

ほかの人が今どこにいるかを
検索したり、本機をなくした
ときに、自分の携帯電話のお
およその位置を検索すること
ができます。

カレンダーを表示して日付を
確認できます。

目覚まし時計

クイズ

電卓

かんたんな操作で、本機を目
覚まし時計として使うことが
できます。

「県名クイズ」
、
「寿司ネタクイ
ズ」
、
「仲間外れ探し」の 3 つの
クイズで遊べます。

本機を電卓として利用できま
す。

バーコードリーダー

くーまんの部屋

操作の練習

カメラで QR コードを読み取
り、読み取った情報を利用で
きます。

「くーまん」の部屋を起動する
と、くーまんを変身させたり、
くーまんからメールを受信し
たりできます。

ボタンの使いかたや文字の
入力のしかたを練習するこ
とができます。

緊急ブザー

緊急ブザーを利用する
出先で急に具合が悪くなった場合など、困っ
たときには「緊急ブザースイッチ」を押し上
げると、ブザーを鳴らして周囲に知らせるこ
とができます。また、自動的に家族に電話を
かけたり、メールで居場所を知らせたりでき
ます。

緊急ブザーを鳴らす

q 緊急ブザースイッチのオレンジ色の
ロックを押す

w ロックを押しながら上に押し上げる
ブザーが大きな音量で鳴動します。
ザーが停止します。

②
①

電源がONになっている必要があります。
• ブザーと連動した電話の発信やメール
の送信など、より安全な緊急ブザーの
機能を利用するためには、本機を電波
の届く所でご使用ください。
• 位置情報の取得にはGPS機能（7-5ペー
ジ）を利用しています。
• 圏外等で位置情報が取得できなかった
場合は、その旨のメールを自動で送信
します。
•「測位機能を禁止する」（9-13ページ）
を「設定する」に設定している場合も、
緊急ブザースイッチの操作でメールを
送信するときには、位置情報を取得し
てお知らせします。
• 各種お知らせメールの送信には、メー
ル送信料と測位時の通信料がかかりま
す。
• 緊急ブザーは停止操作を行うか、電池
残量がなくなるまで鳴り続けます。
• 本機のスピーカーからの距離が10cm程
度の場合、音量は約90dBになります。
また、周囲の環境などによっては、周
辺の第三者にブザー音が聞き取りにく
い場合があります。
• ブザーの音量は調節できません。電池
残量によっては音量が小さくなる場合
があります。
• 緊急ブザーは必ずしも犯罪防止や安全
を保証するものではありません。
• 耳元で緊急ブザーを鳴らさないでくだ
さい。耳に障害を起こす原因となります。

緊急時に電話をかける相手を設定する

q >➡「設定をする」➡[➡

「重要な設定をする」➡[➡
「緊急ブザーの設定をする」➡[➡
操作用暗証番号を入力

7
緊急ブザー設定画面

w「電話とメールの設定をする」➡[

連絡先設定画面

いろいろな機能︵便利機能︶

• 緊急ブザースイッチを下げると、ブ

• 緊急ブザーを動作させるには、本体の

e「電話番号」➡[
7-3

緊急ブザー

r「電話帳から選ぶ」➡[➡

電話帳を選択➡[➡
電話番号を選択➡[
（2回）

緊急時にメールを送る相手を設定する

q 連絡先設定画面で「メールアドレス」 q 緊急ブザー設定画面で「音を設定す
➡[

• 電話番号を直接入力して設定する場合

る」➡[

w「鳴らす」➡[（2回）

は、
以下の操作を行います。
「番号を入力する」➡[➡電話番号を
入力➡[
（2回）

使いこなしチェック！

t「音声電話で発信」／「テレビ電話で

便利

発信」➡[
（2回）

• 緊急通報番号（110番（警察）、119番（消
いろいろな機能︵便利機能︶
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緊急時にブザーを鳴らす設定をする

防・救急）
、118番（海上保安本部））は
登録できません。

緊急メール宛先一覧画面

未登録の宛先欄を選択➡[➡
「電話帳から選ぶ」
➡[➡
電話帳を選択➡[➡
Eメールアドレスを選択➡[（3回）
• 電話番号／Eメールアドレスを直接入

w

力して設定する場合は、以下の操作を
行います。
「番号を入力する」／「メールアドレ
スを入力」➡[➡電話番号／Eメール
アドレスを入力➡[（3回）

緊急ブザーに関する便利な機能
（E7-15ページ）
• 連絡先の電話番号を編集したい
• 連絡先の電話番号を削除したい
• 連絡先のEメールアドレスを編集したい
• 連絡先のEメールアドレスを削除したい

位置ナビ

位置ナビを利用する
ほかの人が今どこにいるかを検索したり、本
機をなくしたときに、自分の携帯電話のおお
よその位置を検索することができます。

q >➡「便利な機能を使う」➡[➡
「位置情報を見る」
➡[

w「位置ナビを使う」➡[

• 以降の操作は、画面の指示に従ってく
ださい。

• 位置ナビをご利用になるには、位置情

基地局との通信による測位情報を使用してい
ます。
※本機ではS! GPSナビの一部の機能を利用し
て位置ナビを利用できます。

• GPS衛星または基地局の信号による電波

の受信状況が悪い場所でご利用の場合
は、位置情報の精度が低くなることが
あります。
• 正しい位置情報が取得できない場合は、
屋外など見晴らしのよい場所へ移動し
てください。
• 提供した位置情報に起因する障害につ
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。
• 測位機能禁止中は、本機からの測位は
行えません。

使いこなしチェック！
便利
位置情報に関する機能 （E7-15ページ）
• 位置履歴を確認したい
設定
位置情報に関する設定

（E9-13ページ）
• 位置情報取得用のURL（地図URL）を登録
する

• 地図URLの表示名を編集する
• 地図URLを編集する
• 地図URLを削除する
• 地図URLを選択する
• 測位機能を禁止する

7
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報要求をする側がサービスに加入する
必要があります。
• 位置情報要求を受ける側は、あらかじ
めYahoo!ケータイ上で位置情報要求を
許可する相手（位置情報を知らせる相
手）を登録する必要があります。
• 電波の届かない場所では、位置ナビは
ご利用になれません。
• 紛失時の検索は、事前のお申し込み・
設定が必要で、パソコンからのみご利
用いただけます。

S! GPSナビについて
S! GPSナビは、GPS衛星による測位情報と、

7-5

カレンダー

カレンダーを見る
カレンダー画面では、土曜日が青文字、日曜
祝日は赤文字で表示されます。

q >➡「便利な機能を使う」➡[➡
「カレンダーを見る」
➡[

いろいろな機能︵便利機能︶
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カレンダー画面

• 前月／翌月に表示を切り替えるには
D／Cを押します。

目覚まし時計

目覚まし時計を利用する
目覚まし時計を設定する
目覚まし時計は３つまで設定でき、それぞれ
別の時間に鳴らすことができます。

• 本体／メモリカード内のファイルを設

1 時間を入力➡[

定する場合は、
以下の操作を行います。
「本体」／「メモリカード」➡[➡メロ
ディを選択➡[
（2回）
• メロディの代わりに、時刻を声で読み
上げるように設定する場合は、以下の
操作を行います。
「時刻を読上げる」➡[

「次へ進む」➡[

2

r 繰り返しの種類を設定する

q 目覚ましの設定を始める
1 >➡「便利な機能を使う」➡[➡

「次へ進む」➡[

2

「目覚まし時計を設定する」
➡[

y

w 設定する目覚まし時計を選択する

音量を設定する

1

「次へ進む」➡[

2

t 音の種類を設定する
目覚まし一覧画面

1

1 音量を設定➡[

• 音量を確認する場合はZ（確認）を押

目覚まし時計を選択➡[➡「設定する」
➡[

します。

「次へ進む」➡[

2

e 目覚ましの時間を設定する

いろいろな機能︵便利機能︶
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「1回のみ」
／「毎日繰り返す」➡[

「内蔵メロディ」➡[➡メロディを選択
➡[
• メロディを確認する場合はZ（再生）
を押します。

1
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目覚まし時計

u 振動（バイブレーター）を設定する

目覚まし時計を止める
目覚まし時計は約1分が経過すると自動的に
停止しますが、手動でも停止できます。

q 目覚まし時計の起動中に、いずれか
のボタンを押す

目覚まし時計の設定を解除する

q 目覚まし一覧画面で解除する目覚ま
し時計を選択

w [➡「停止する」➡[（2回）
目覚まし時計の設定を編集する

q 目覚まし一覧画面で編集する目覚ま
1 振動の種類を選択➡[

• 振動が不要な場合は、「振動しない」
いろいろな機能︵便利機能︶
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を選択します。

➡[
「次へ進む」

2

i 設定を確認して保存する

「設定する」
➡[
（2回）

1

し時計を選択

w [➡「設定する」➡[

• 以降の操作は、目覚まし時計を設定す

る（7-7ページ）を参照してください。

電卓

クイズ

電卓を利用する

クイズで遊ぶ

q >➡「便利な機能を使う」➡[➡

クイズには、「県名クイズ」
、「寿司ネタクイ
ズ」
、「仲間外れ探し」の3つがあります。

「電卓を使う」
➡[

q >➡「便利な機能を使う」➡[➡
「クイズで遊ぶ」
➡[

電卓画面

数字を入力

クイズ画面

0～9

＋

A

－

B

×

D

÷

C

＝

[

±（＋／－切替）

N

AC（オールクリア）

Z

C（クリア）

V

.（小数点）

X

Exit（電卓を終了）

O

w クイズを選択➡[
e クイズを終了するには、Oを押す

• 別のクイズで遊ぶときには、クイズの
途中でVを押してください。

いろいろな機能︵便利機能︶
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電卓画面での操作

7-9

バーコードリーダー

QRコード読み取り

e QRコードをメインディスプレイに
合わせる➡[

QRコードについて

• ピントが合わない場合は、以下の操作
で調節することができます。
>➡「ピント合わせ」➡[

カメラでQRコードを読み取
り、QRコードデータとして
保存できます。読み取った
情報から、URLへの接続、メー
ルの送信、電話帳の登録な
どを行うこともできます。

• 読み取ったQRコードが分割データの
場合は、「読み込む」を選択し、読み
取りを繰り返してください。すべて読
み取るとQRコードデータが表示され
ます。

• QRコードが汚れていたり影がかかって
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いたりすると読み取れないことがあり
ます。
• QRコードのサイズやバージョンによっ
ては、情報を読み取れないことがあり
ます。

「バーコードを読み取る」
➡[

w

注意事項を確認➡[

読み取り画面

q 読み取り結果画面で情報を選択➡[
■電話番号／Eメールアドレスの場合
「電話をかける」／「メールを送る」／「電
話帳に登録」➡[
■URLの場合
「接続する」➡[
使いこなしチェック！
便利

QRコード読み取りに関する便利な機能
（E7-16ページ）
• 読み取り結果をコピーしたい

QRコードを読み取る

q >➡「便利な機能を使う」➡[➡

読み取り結果を利用する
読み取り結果の中に電話番号やEメールアド
レス、URLなどのリンク情報が含まれる場合
は、青い文字で表示されます。

読み取り結果画面

r

「終了する」➡[
O➡

• 読み取り結果を破棄して他のバーコー
ドを読み取る場合は、読み取り結果画
面で以下の操作を行います。
V➡「破棄する」➡[

メモリカードバックアップ

メモリカードバックアッ
プについて
電話帳など各種データをファイルにして、本
体からメモリカードへバックアップできます。
また、バックアップしたファイルをメモリ
カードから本体に読み込むこともできます。

メモリカードバックアップ利用時のご注意

• データの内容によっては、メモリカードへ
転送できないデータもあります。

• メモリカードに転送したファイルをパソコ

いて
・コンテンツ・キーのバックアップファ
イルは、メモリカードに1つしか保存
できません。再度別のコンテンツ・キー
をバックアップすると、前回のバック
アップで保存したファイルが上書きさ
れます。前回バックアップしたコンテ
ンツ・キーも残したいときは、メモリ
カードからコンテンツ・キーのバック
アップファイルを本体へ読み込んだあ
と、あらためてバックアップの操作を
行ってください。
・コンテンツ・キーはバックアップによ
り本体からメモリカードへ移動するた
め、コンテンツ・キーを移動したファ
イルは使用できなくなります。
・コンテンツ・キーのバックアップファ
イルを本体へ読み込むと、本体内のコ
ンテンツ・キーは上書きされず、別ファ
イルとして追加されます。

メモリカードにバックアップする

q >➡「設定をする」➡[➡
「重要な設定をする」
➡[

w「メモリカードとのデータ転送を行
う」➡[

7
バックアップ画面

「メモリカードに本体データを保存す
る」
➡[

e
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ンなどで参照したり、書き替えたりしない
でください。ファイルが破損するおそれが
あります。
• 著作権で保護されているデータは、メモリ
カードへ転送／本体へ読み込みできない場
合や、転送時／読み込み時に本体／メモリ
カードから削除される場合があります。
• 本体に読み込むデータのファイル名が33
文字以上の場合、32文字を超えたファイ
ル名は削除されて転送されます。

• コンテンツ・キーのバックアップにつ

r「電話帳」／「保存データ」➡[
7-11

メモリカードバックアップ

• コンテンツ・キーが含まれるときは、
コンテンツ・キーも一緒に転送するか
確認する画面が表示されます。

t Bで注意事項を確認➡[➡操作用
暗証番号を入力➡[
（2回）

メモリカードから読み込む
バックアップ画面
（7-11ページ）
で
「メモリカードのデータを本体へ戻
す」
➡[

q

•「追加登録する」を選択すると、本体
の登録内容を削除せずに追加登録でき
ます。
•「全て削除し登録」を選択すると、削
除してよいか確認する画面が表示され
ます。
使いこなしチェック！
便利
バックアップに関する便利な機能
（E7-16ページ）
• バックアップファイルを削除したい

いろいろな機能︵便利機能︶
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w「電話帳」／「保存データ」➡[

•「保存データ」を選択した場合、コン
テンツ・キーが含まれるときは、コン
テンツ・キーも一緒に転送するか確認
する画面が表示されます。

e [➡操作用暗証番号を入力
• 電話帳を読み込む場合は、以下の操作

を行います。
「追加登録する」／「全て削除し登録」を
選択➡[
（2回）➡データを選択➡
（2回）
[
• 保 存データ内のデータを読み込む場合
は、
以下の操作を行います。
「追加登録する」／
「全て削除し登録」を
選択➡[
（2回）

くーまんの部屋

くーまんの部屋を起動する

q >➡「便利な機能を使う」➡[➡
「くーまんの部屋に行く」
➡[

w「行く」➡[

• 続いて、くーまんを待受画面に設定す
るかどうかを選択します。以下の操作
を行ってください。
「設定する」
／「設定しない」➡[

くーまんの部屋について

①

⑤
⑥
⑦

②
くーまんの部屋

©Dora communications
①きがえ
くーまんの着替えが入っています。
②たからばこ
くーまんが大事にしているものが入ってい
ます。

くーまんと遊ぶ

くーまんからのメールを確認する
待受くーまんを設定すると、くーまんから
メールが送られてくることがあります。
くーまんからのメールには、プレゼントが添
付されていることがあります。

q くーまんの部屋で>➡

「くーまんメール」➡[

w メールを選択➡[
くーまんの部屋でできることを知りたい

q くーまんの部屋で>➡「ヘルプ」➡
[➡項目を選択➡[

くーまんが大事にしている宝箱をのぞいたり、
使いこなしチェック！
待受くーまんを変身させたり、記念撮影した
りできます。
設定
例：待受くーまんを変身させる場合

q くーまんの部屋で[

くーまんの部屋が操作できるようにな
ります。

w >（前へ）／Z（次へ）で「へんし〜
ん！」
を選択➡[

待受くーまんに関する設定
（E9-14ページ）
• 待受くーまんを設定する

7
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③
④

③とだな
トロフィーが飾られます。さまざまな賞が
あるようです。
④さつえい
くーまんの写真を撮ることができます。
⑤アルバム
くーまんの写真を集めたアルバムです。
⑥へんし〜ん！
待受くーまんがぬいぐるみをかぶって変身
します。
⑦くーまん
自由気ままな星の輪熊のあかちゃん「くー
まん」です。ふらりと旅行に行くことがあ
ります。

e 変身用キャラクターを選択➡
（2回）
[

• くーまんの部屋では変身前の洋服を着
ています。
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操作を練習する

操作を練習する

e 画面の指示にしたがって操作する

文字の入力を練習する
「文字の入力を
q 練習メニュー画面で、

画面の指示にしたがって操作することで、携
帯電話の操作を練習できます。

練習する」
➡[➡練習を選択➡[
ここでは以下の練習ができます。

基本の操作を練習する

• ひらがな入力
• 漢字入力
• いろいろな文字（記号）の入力

q >➡「設定をする」➡[➡

「携帯電話の操作を練習する」
➡[

w 画面の指示にしたがって操作する
• 画面の指示通りの操作を行うことで次
の画面に進みます。

• ひとつの練習が終わると、練習を終了
するか、次の練習項目を表示するかを
選択できます。
• 練習を途中で終了したいときはOを
押します。

いろいろな機能︵便利機能︶
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練習メニュー画面

w「基本の操作を練習する」➡[➡
練習を選択➡[

ここでは以下の練習ができます。
• 基本操作1（カーソルボタンの練習）
• 基本操作2（ボタンの練習）
• 基本操作3（ソフトボタンの練習）

• 画面の指示通りの操作を行うことで次
の画面に進みます。

• ひとつの練習が終わると、練習を終了
するか、次の練習項目を表示するかを
選択できます。
• 練習を途中で終了したいときはOを
押します。

便利な機能

位置情報に関する便利な
機能
位置情報に関する機能
位置履歴を確認したい

緊急ブザーに関する便利な
機能
開始画面はココ!➡ 連絡先設定画面 P.7-3
緊急メール宛先一覧画面 P.7-4

【位置履歴】

「便利な機能を使う」➡[➡
「位置情報
>➡
を見る」
➡[➡
「位置履歴を見る」
➡[➡位
置履歴を選択➡[

連絡先の電話番号を編集したい
【電話番号編集】
連絡先設定画面 「電話番号」
➡[➡>➡「編
集する」
➡[
• 以降、新規入力時と同じように操作しま
す（7-3ページ）。

連絡先設定画面 「電話番号」
➡[➡>➡「削
除する」
➡[➡「削除する」➡[
（2回）
連絡先のEメールアドレスを編集したい
【Eメールアドレス編集】
緊急メール宛先一覧画面 宛先を選択➡>➡「編
集する」
➡[
• 以降、新規入力時と同じように操作しま
す（7-4ページ）。

緊急メール宛先一覧画面 宛先を選択➡>
■1件削除する
「1件削除する」➡[➡「削除する」➡[（2回）
■全件削除する
「全て削除する」➡[➡操作用暗証番号を入
力➡「削除する」➡[
（2回）

7
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連絡先の電話番号を削除したい
【電話番号削除】

連絡先のEメールアドレスを削除したい
【Eメールアドレス削除】
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便利な機能

QRコード読み取りに関す
る便利な機能
開始画面はココ!➡ 読み取り結果画面 P.7-10
読み取り結果をコピーしたい

いろいろな機能︵便利機能︶
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【コピー】

読み取り結果画面 >➡「コピーする」➡[➡
コピーをしたい文字の先頭へカーソルを移
動➡[➡コピーをしたい文字の最後へカー
ソルを移動➡[
（2回）
• コピーした内容はメール本文に貼り付け
ることができます。

バックアップに関する便利
な機能
開始画面はココ!➡ バックアップ画面 P.7-11
バックアップファイルを削除したい
【転送データ削除】
バックアップ画面 「メモリカードにあるデータ
を削除する」➡[
■全件削除する
「全てのデータ」➡[➡「削除する」➡[➡
操作用暗証番号を入力➡[
■１件削除する
「データを選ぶ」➡[➡データを選択➡[➡
「削除する」➡[（2回）
• 続けて削除するデータを選択できます。

