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1. 電話の受け方・掛け方 
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. 自分の電話番号の確認方法 
6. 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、 

緑ボタンを下にスライド♪ 

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 

 下にスライド 

電話に出る場合は、 

緑色の受話器表示を 

指で押さえて、 

押さえたまま下にスライド 
             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「通話終了」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 

下側の「保留」を 

   下にスライドします。 

 

通話中画面 

相手には「電話に出れない」
という音声が流れます 
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電話の受け方（画面操作中） 

操作中に電話に出るには「応答」をタッチ 

切るには 「保留」 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 

「応答」 
をタッチします。 

これで、通話中になりました。 

赤い「通話終了」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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防災のまめ知識 電話のかけ方１ 

「通話終了」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。 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 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。 
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「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 

「通話終了」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 

（右上の）「＋」 
ボタンをタップします。 

4 

Googleのアカウントを選び、「常にこのアカウン
トに登録する」にチェックを入れて、「OK」を押す。 
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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、 

「保存」 
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。 

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１ 

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 
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防災のまめ知識 文字の入力方法２ 

※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最初の一文字の 

  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、 

0905713---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 

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 

SMS 

送信ボタン 
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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最初の一文字の 

  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 
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     「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。 

「プロフィール」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。 

 

１ 2 3 4 

修正ペン 

アプリ 

「・・・」ボタンをタップ 
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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 

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３）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。 

◇原因：マナーモードになっていませんか？ 

◎対処方法：マナーモードを外してください。 

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．「マナーモード」を解除する（グレー表示にする） 
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