３−３．拒否電話帳の登録
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ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ

・

ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
00

・

ボタンを押して、
「ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ」にカーソルを合わせ

ボタンで長押しで通常画面に戻ります。

（市外局番から入力してください。）
ボタンを使って着信拒否する電話番号を入力します。

ボタンで１桁削除し、大変だぁ～!!!ボタンで全桁削除します。

ボタンで戻ります。

４．その他の操作

７. ご注意

４−１．録音されている音声を聞く
電話が使用中でないことを確認し、操作ボタンの

を長押しします。

新しく録音されたものから順番に再生を開始します。本装置のスピーカーから音が出ます。

00番を表示させてください。

ボタンを押してください。

ボタン長押しで全件削除実行します。

本装置は、警告音声と自動録音機能により振り込め詐欺等犯罪被害を抑止、防止するものですが、必ずしも
被害に遭われないことを保証することはできません。
また、大変だぁ〜 !!! ボタンを含む本装置を使用したことにより、本装置の動作の正常、異常に関わらず、
一切の責任・補償等を負いかねますので、予めご了承ください。
なお本取扱説明書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。

８．お問い合わせ

大変だぁ〜 !!! ボタンを押した時に流れる「緊急事態発生！緊急事態発生！」の音声の後に、録音した
音声を流すことができます。

ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ
ｼﾞｯｺｳ(ﾅｶﾞｵｼ)

本装置を正しく接続してください。
表示が出ます。

ﾕｰｻﾞｰ ｵﾝｾｲ
ｼﾞｭﾜｷｶﾗﾛｸｵﾝ

を同時に長押しすると左図の

※録音済みの場合は、録音した音声が再生された後、左図のように表示
されます。
音声は接続した電話機の受話器から録音します。受話器を上げると録音を

カスタマーサービス：

０５２−２０９−７８６０

■本社

〒460-0002

愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社２号館ビル
TEL：052-201-6230 FAX：052-201-5050

■東京営業所

〒104-0061

東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F
TEL：03-3546-0889 FAX：03-3546-0941

９．製品保証書

開始します。録音時間は最大３０秒です。
受話器をおろすと録音終了し、通常画面に戻ります。

型名

リスト登録完了画面が表示されます。
ボタンで戻ります。

④電池は、電池ホルダ（黒い部分）の
金属爪をつまむと外れます。

⑤電池をはめるときは、 電池を上
から指の腹で押し込みます。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

コーポレーション

今、
求められるニーズを

郵便
番号

ご住所

ボタンで１桁削除し、大変だぁ～!!!ボタンで全桁削除します。
ボタンで決定します。

ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ00
ﾄｳﾛｸｼﾏｼﾀ

様
月

③本装置上部にマイナスドライバーな
どを差し込み、テコの原理で上カバー
を持ち上げるように浮かせ、外します。

年

②本体側面下部にマイナスド
ライバーなどを差し込み、テ
コの原理で外します。

平成

ボタンを使って着信許可する電話番号を入力します。
（市外局番から入力してください。)

①本体背面左上のゴム足をは
がすとネジがあります。この
ネジをプラスドライバーを
使って外します。

保証期間

～

ボタンで長押しで通常画面に戻ります。

ご
需
要
先

ボタンでキャンセルし、

[00]09099999
99

差込部

製造
番号

ボタンを押してリスト番号を選択してください。（00番～99番まで選択できます。）

日～

年

ＴＥＬ

上カバー

ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。

営業所

電池交換は、本装置に何も刺さっていない状態（AC アダプタや電話回線など）で行います。
電池交換の際、本装置を破損しないように気をつけてください。

次の場合には有償修理となります。
（イ）使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
（ロ）お買上げ後の搬送、移動、落下等による故障および損傷。
（ハ）付属機器、回線、故障および損傷。
（ニ）火災、風水害、地震、雷その他の天災地変および異常電圧、指定外の使用電源
（電圧・周波数）などによる故障および損傷。
（ホ）特殊環境（たとえば極度の湿気、塩害、ガス害、公害、塵埃、極寒など）による
故障および損傷。
（ヘ）保証書のご提示がない場合。
（ト）保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。

・

ボタンを押します。

ＴＥＬ

ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
00

ボタンを押して、
「ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ」にカーソルを合わせ

担 当 者

・

所

ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ﾆﾁｼﾞ ｾｯﾃｲ

住

５．バックアップ電池の交換方法

ＴＥＬ

ボタン長押しすることで数値がリセットされます。

営業所名

ボタンを押すと通常画面に戻ります。

名

6

所

設定メニューを表示させます。（「３－１．設定メニューの表示方法」参照）

4

この画面でも

氏

ｹﾞｷﾀｲﾘﾂ: 22%

定

住

リセットされます。

代 理 店

登録した電話番号からの着信に対して、警告音声を再生しないようにする機能です。

は有償修理となります。
4. この保証書は再発行いたしません。大切にご保管ください。
5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in JAPAN)
6. 保証書に印鑑のなきものは無効です。

警告音声を聞いて電話を切った人の総数（ｾﾂﾀﾞﾝ）と
電話をかけてきた人の総数（ﾁｬｸｼﾝ）が表示されます。
ボタン長押しで数値が
この画面で
ボタンを押すと撃退率が表示されます。

ＴＥＬ

ｾﾂﾀﾞﾝ :000005
ﾁｬｸｼﾝ:000023

ボタンを押してください。

ご担当者名

通常画面で

日まで

３−４．許可電話帳の登録

2012/05/30
15:56:00

月

登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流しません。

警告音声を聞いて電話を切った人の割合（撃退率）を確認することができます。

この製品は下記の通り保証いたします。

４−３．撃退率の確認

ご会社名

ボタンで戻ります。

様

注意：録音終了時、
受話器をおろす際はゆっくりおろしてください。
通報音声に
「ガチャッ」
という音が録音されます。

全件削除完了。

2. 修理は、最寄りの代理店もしくは当社営業所・サービスセンター
に、必ずこの保証書をご提示の上お申しつけください。
3. 無償修理期間中であっても、下記に記載する項目に該当する場合

※録音音声は削除できません。変更時は上書きとなります。

ボタンでキャンセルします。

拒否電話帳に登録した電話番号を、通報先または許可電話帳にも登録した場合、

ｵﾝｾｲ ｾﾝﾀｸ
ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ

全件削除完了。

４−２．大変だぁ〜 !!! ボタンの通報音声の録音方法

ボタンで戻ります。

ボタンで削除確認画面に移行します。

設

ボタンでキャンセルします。

し、上書きします。

リスト登録完了画面が表示されます。

ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ

ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ALLｸﾘｱ ｼﾏｼﾀ

ボタン長押しで全件削除実行します。

録音は３０時間若しくは、録音件数１０００件可能です。これを超えた場合、古い録音内容から削除

全件削除

ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
00 090999999

ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ
ｼﾞｯｺｳ(ﾅｶﾞｵｼ)

を押すと再生を終了します。

ボタンで決定します。

ｷｮﾋﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ00
ﾄｳﾛｸｼﾏｼﾀ

ボタンで削除確認画面に移行します。

本装置で録音された音声をコピーするときには、マイクロ SD カードが必要になります。
本装置には付属していませんので、別途量販店などでお買い求めください。
音声のコピーを行わない場合は、マイクロ SD カードは必要ありません。
※マイクロ SD カードは 2GB まで対応しています。
※SD カード、miniSD カードには対応していません。
※本装置からマイクロ SD カードにコピーされた音声は、パソコンで再生することができます。
本装置単体を使用しての録音内容の再生はできません。
※マイクロ SD カードにコピーされた音声の削除は、パソコン上で行ってください。
※マイクロ SD カードの初期化は、パソコン上から行ってください。
※フォーマット形式は FAT16 もしくは FAT です。
※マイクロＳＤカードには、録音年月日フォルダーに、録音時間のファイル名として保存されます。
例） 2013 年 5 月 8 日 14 時 40 分 18 秒の録音された音声データは、
20130508 フォルダー内に 144018.wav として保存されます。

ボタンを押してリスト番号を選択してください。
（00番～99番まで選択できます。）

ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。

～

ボタンを押してください。

ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ｾﾞﾝｹﾝ ｻｸｼﾞｮ

ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
ALLｸﾘｱ ｼﾏｼﾀ

ボタンでキャンセルし、

[00]09099999
99

ボタンを押します。

00番を表示させてください。

1. この製品は、厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。
保証期間内に、正常な使用状態において万一故障した場合には、
１年間無償で修理いたします。

ｵﾝｾｲ ｾﾝﾀｸ
ﾂｳﾎｳｻｷ ｾｯﾃｲ

設定メニューを表示させます。（「３－１．設定メニューの表示方法」参照）

ｷｮｶﾃﾞﾝﾜﾁｮｳ
00 090999999

製品保証書

設

６．マイクロ SD カードについて

全件削除

登録した電話番号からの着信を拒否する機能です。拒否電話帳に登録した電話番号からの着信があった
際、「この電話からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることが
できます。

