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コスモスマホ 基本操作ガイド
ArrowsM02 ver.1.3 2017/01/17

1. 電話をかける
2. 電話帳登録
3. 文字の入力方法
4. ショートメールとGmailの使い方
5. LINEの友だち追加・無料通話とトーク
6. 自分の電話番号の確認方法
7. 困ったときは

電話：0896-24-0130
営業時間： 月～土曜 9:00～18:00



電話の受け方（画面OFF時）

画面OFFから電話に出るには、
青いボタンを右にスライド♪

画面OFFの
待ち受け状態

画面OFFの待受け状態
※完全に電源を切ってい
ると、電話が掛かってきま
せん
※掛けた側には、「電源が
入っていないか電波の届
かない場所にいます」とガ
イダンスが流れます。

電話が掛かってきた表示

掛けてくれた人を電話
帳に登録してれば、名
前が表示されます
登録していない場合は
電話番号のみが表示さ
れます

１ 2 3 4

押さえて

右にスライド

電話に出る場合は、
上側：青い受話器表示を

指で押さえて、
押さえたまま右にスライド

します。

通話時間

「電話を切る」

これで、通話中になりました。

赤い「終話」ボタンをタッチ
すると「電話を切る」ことが
できます。

電話に出たくないときや、
出ないときは

下側・赤い受話器を
右にスライドします。

通話中画面



電話の受け方（画面操作中）

操作中に電話に出るには「電話に出る」をタッチ
切るには [赤い受話器] をタッチ

スマホの操作中
などで
画面が表示され
ている

１ 2 3

電話に出る場合は
「電話に出る」
をタッチします。

これで、通話中になりました。
赤い「終話」ボタンをタッチする
と「電話を切る」ことができます。

電源ボタンを押すことでも、
通話を終了できます。

電話が掛かってきて
いる最中の表示
掛けて来ている人の
電話番号が表示され
ます。

通話時間

「電話を切る」

通話中画面
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☆スマートークやSkype電話

・ライン電話などの通話手段
をお持ちの場合は、
「一回のみ」を選択してください。

※「常時」を選択すると、
それ以降は表示されません。

※「常時」の解除は、
設定アプリより解除できます。

防災のまめ知識電話のかけ方１

「 」ボタン
をタップすると
通話が終了します。

「電話をかける」
ボタンをタップします。

数字・番号
ボタンをタップします。

「呼び出す」
ボタンをタップします。

「電話」ボタン
「一回のみ」ボタン
をタップします。

終了ボタン

「発信」
ボタンをタップします。

コスモスマホの
格安通話で発信し
ている際、表示さ
れます

1 2 3 4 6

5

「電話をかける」の後、
番号を入れて「呼び出す」ことで電話できます。

これで
発信されます

通話中画面

「電話をかける」の後、
「アドレス帳から」を選ぶと、

電話帳に登録されているの人に電話できます。 5

「電話」ボタン
「一回のみ」ボタン
をタップします。

「発信」
ボタンをタップします。

防災のまめ知識電話のかけ方２

「アドレス帳から」
ボタンをタップします。「電話をかける」

ボタンをタップします。

これで
発信されます

電話をかけたい相手
をタップします。

1 2 3 4

5

6

「 」ボタン
をタップすると
通話が終了します。

終了ボタン

コスモスマホの
格安通話で発信し
ている際、表示さ
れます

通話中画面
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防災のまめ知識電話帳に登録１

「アドレス帳編集」
ボタンをタップします。

「OK」

ボタンをタップします。

「アドレス帳編集」
ボタンをタップします。

1 2 3

（右下の）「・・・」
ボタンをタップします。
「連絡先の新規登録」
ボタンををタップします。

4

7

防災のまめ知識電話帳に登録２

これで登録されました！

「名前」と「よみがな」
などを入力します。

「電話（番号）」
や「メール（アドレス）」
など、必要な情報を入
力します。

※「よみがな」を入力すると、
表示の際に、あいうえお順で分かり
やすく表示されます。

入力がおわったら、
「完了」
ボタンをタップします。

※誤って登録した場合は、
右上の「・・・」（メニュー）より
「削除」をタップすると削除できます。
「編集」をタップすると修正できます。

※友達や家族など頻繁に使用する
連絡先に「所属」を入力すると
グループ登録ができ、便利です。
※グループ別の表示やグループ
一斉メールの送信ができます。

5 6 7

一文字削除ボタン
漢字に変換
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防災のまめ知識文字の入力方法

例２．「い」を入力する場合、

例３．「おはよう」を入力する場合、

例１．「あ」を入力する場合、

フリック入力とは、
「あ」に触れた状態で上下左右に指をスライドさせることで
「い」、「う」、「え」、「お」が入力できる入力方法です。

慣れると、素早く間違いにくい入力ができます。

をタッチします。（指で触って離します。）

をタッチし、左にフリックします
（指で押さえたまま左になでる、離す。）

をタッチし、下にフリックします
（指で押さえたまま下になでる、離す。）

をタッチする（指で押さえて、離す。）

をタッチし、下にフリックします
（指で押さえたまま下になでる、離す。）

をタッチし、上にフリックします
（指で押さえたまま上になでる、離す。）

①入力したい行を
指で押さえます。

②入力したい
文字の方向に
指を移動させます

一文字削除ボタン
漢字に変換 漢字の確定ボタン

9

防災のまめ知識文字の入力方法

※設定の変更は、「設定」アプリから行います。

文字種を切替える

タップするごとに切替ります
日本語入力→英字入力→数字入力

一文字削除ボタン

漢字変換 漢字の確定ボタン



メッセージ（ショートメール）の送り方

内容を確認できれば、

「送信」
ボタンをタップする

これで自動で送信されます。

◆送り先を選んで、内容を書く。 紙飛行機で送信

◎誰かから受け取ったメールに返信するには

受け取ったメールを
開いた状態で
入力欄に内容を入力し

「送信」
ボタンを押します

「連絡先」
（または「電話帳」）
ボタンをタップします。

宛先を選び、
タップします。

「アプリ」
ボタンをタップします。

メール本文を入力します宛先を変えるまたは増やす場合には、
宛先の欄に続けて入力します。
※文字を入力すると、連絡帳に

登録されている候補が表示されます。
※読み仮名でもアドレスの 初の一文字の

いずれでもかまいません

１ 2 3 4

ショート
メール

ボタンをタップする。

5

6

「アプリ」ボタンのあと

「メッセージ」ボタンをタップします。

◎受け取ったメールや
送ったメールを確認するには

タップすると、
0801296---からの

ショートメールが見える

アプリ

連絡先

送信ボタン

メッセージ
入力欄

宛先

入力欄 送信ボタン

ショートメールとは、
電話番号同士で送る短いメールのことです

内容を確認できれば、

「送信」
ボタンをタップする

これで自動で送信されます。

メール（Gmail）の送り方
■送り先を選んで、内容を書く。 紙飛行機で送信

◎誰かから受け取ったメールに返信するには

受け取ったメールを
開いた状態で

「返信」
ボタンを押します

「連絡先」
（または「電話帳」）
ボタンをタップします。

送りたい宛先を選び、
タップします。

「アプリ」
ボタンをタップします。

To： 宛先

◆件名： タイトル
◆メールを作成： メール本文

それぞれを入力します

宛先を変えるまたは増やす場合には、
「To」の欄に続けて入力します。

※字を入力すると連絡帳に
登録されている候補が表示されます。

※読み仮名でもアドレスの 初の一文字の
いずれでもかまいません

１ 2 3 4

電子メール
ボタン

をタップする。

5

6

「メール」
ボタンをタップします。

◎受け取ったメールや
送ったメールを確認するには

宛先

本文 入力

送信

返信

アプリ

ＧｍａｉｌはＧｏｏｇｌｅの提供する電子メールことです



（右端）
「設定」をタップする

防災のまめ知識LINEの友達追加（QRコードから）
■近くにいれば、QRコードですぐに追加できる

１ 2

3 4
5A

LINEを
開く

（左から2番目）
「QRコード」を

タップする

一人はそのままカメラを
構える。
もう一人は、
「自分のQRコードを表示」
する

相手(5B)のコードを
画面に捉えると

このコードを、
カメラに映してもらう

「友だちリストに追加」
をタップすると、
友だちになります

相手の撮影が終わる
と表示されます

「追加」をタップすると
友だちになります

6A

※この画面が出ない場合は
端末上の「戻る」ボタンを続
けて何度か押してください。

近くに居る人同士の友達追加方法です。
・１，２，３，４の操作は二人で行ってください。

5B

防災のまめ知識LINEの友達追加（メールから）
■遠くの友達は、メールで追加出来る

１
2 3 4 5

6

LINEを
開く

（右端）
「設定」をタップする

「友だち追加」をタップする

（左端）
「招待」をタップする

「SMS」をタップする

（電話番号が分からない
場合は、「Email」を選ぶ

送先を選び、
チェックをつけ
「招待」をタップする

宛先と紹介文を確認し
「送信」する。

＜メールを受ける側＞

「友達リストに追加」
をタップすると、
友達になります

メール記載の
アドレスを開く



防災のまめ知識LINEは、無料通話もできます
■無料通話も無料♪ ご家族や友だち相手に使ってください

2 3 4 5

「友だちリスト」から、
送る相手を選ぶ

をタップすると
通話が終了します

1

「無料通話」を
タップする

相手が出るまで待つ

（通話中の画面）

「無料通話」は無料です。

※「無料通話」とは別に、
「LINEアウト」というサービスがあ

ります。「LINEアウト」は、有料です

＜受ける側＞

右向きになでると
通話開始

左向きになでると、
着信拒否になります

消音

ビデオ通話に切替

スピーカー切替通話履歴は、トーク一覧に残ります。

撮ってある 今から写真を
写真を送る。 撮って送る。

住所＝地図を送る。

から、写真や地図を
簡単に送ることができます

防災のまめ知識LINEのトークとは、やり取りのこと
■トークは無料♪ 気軽に送ってみてください

2 3 4 5

「友だちリスト」から、
送る相手を選ぶ

伝えたいことを入力する。
（送信）をタップする

送った内容が表示
されます

6

1

「トーク」をタップする 入力欄をタップする

入力欄

（送信ボタン）

不要な内容は、長押しすることで
「削除」できます。

送信料は無料です。

からスタンプを
送信できます

送ったメッセージは、取り消せませ
んのでご注意ください。



「ペン」ボタンから
名前や電話番号などを変更・
修正できます。

防災のまめ知識自分の電話番号の確認方法

「アプリ」
ボタンをタップします。

「連絡先」

（または電話帳）
ボタンをタップします。

見当たらない場合は、
下の方にありますので、
下から上になでながら
探してください。

「自分」の横にある

をタップします。
ここに表示されるのが
ご自分の電話番号です。
ご自宅の電話や住所など様々な
情報も設定できます。
※もし、御自身の電話番号と異
なる場合は修正してください。

１ 2 3 4

修正ペン

アプリ

防災のまめ知識困ったときは？
トラブル例１）電話が掛けれない

◇原因：機内モード（飛行機内モード）になっていませんか？
◎対処方法：機内モードを解除してください。

１．画面上部からなでおろす。
２．再度、画面上部からなでおろす。
３．「機内モード」を解除する（グレー表示にする）

トラブル例２）音がでない
◇原因：音量を下げていませんか？
◎対処方法：音量を上げてください。

１．本体側面の、音量ボタンの上半分を押してください。
２．適当な大きさまであげてください。

音量ボタン
△上半分が音量あげる
▽下半分が音量さげる

トラブル例３）ネットができない
◇原因：データ接続をOFF（グレー）にしていませんか？
◎対処方法：データ接続をON(白表示）にしてください。

１．画面上部からなでおろす。
２．再度、画面上部からなでおろす。
３．「データ接続」をON（白表示）にする。

飛行機内では、
「通信機器の電波を止める」
必要があります。

トラブル例４）ネットがおそい（ユーチューブなどがなかなか開かない）
◇原因：通信用のクーポンを使い切っていませんか？
◎対処方法：WiFi接続するか、クーポンのギガ数を確認してください。

１．クーポンのギガ数の残量は、「マイページ」よりご確認できます。
２．Wi-Fi(わいふぁい）接続は、無線ルーターが必要です。



１．コスモスプラスを開く ２．「回線番号とパスワード」を入力 ３．「ログイン」ボタンをタップ

☆ｃｏｓｍｏｓプラスとは、いつでもどこでも スマートフォンからコスモステレビをご覧いただけるサービスです♪
☆ご利用方法は、コスモスマホアプリから、「cosmosプラス」を開き、回線番号およびパスワードを入力するだけです。

2015/07/25.

タップ

タップ

ｃｏｓｍｏｓプラス ～利用方法 ： 開き方～

☆ログイン完了です

QRコードスキャナーアプリがあれば、QRコードを読み取ることで

開くこともできます

このコードをバーコードス
キャナーアプリで読み取る
と、コスモスプラスのログイ
ン画面が表示されます

タップ

GoogleChromeなどのブラウザソフトから開くこともできます
１．Chromeを開く ２．アドレスを入力する

https://my.cosmostv.jp/
cosmosplus/login.php
を入力すると、ログイン画面

が表示されます
タップで
開く

入力

※「cosmosプラス」が表示されて
いない場合は、

より探してください



コスモスチャンネル
コスモスチャンネル コスモスＶＯＤ 番組表

ｃｏｓｍｏｓプラス ～メニュー操作～

メニュー上の表示したい項目をタップします

◎コスモステレビで放送
されている番組がリアル
タイムで放送されます。

☆「低画質」と「高画質」
モードを選択できます。

※「高画質」を視聴する
場合は、Wi-Fi接続を

オススメします

画質選択

◎四国中央市内の出来事
やイベントなどを取材し
たコスモスタイムを短く
まとめた映像を見ること
ができます。

◎コスモスチャンネルの
番組表を見ることができ
ます。

◎気になる番組をタップ
すると、番組詳細が
表示されます。

☆ブラウザ上でブックマーク登録しておくと、次回から素早く開くことができます。
・Chromeブラウザでの操作方法を紹介します。

＜登録方法＞
ブラウザ右上の
「 」メニューより

「☆」をタップすると
登録できます。

＜開く方法＞
ウラウザ右上の「 」メニューより
「ブックマーク」をタップすると、
一覧が表示されます
一覧からコスモスVODを選択する

と、素早く開くことができます。
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