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■ はじめに
•	「安心だフォンWX01A」をお買い上げいただき、誠に有難
うございます。
•	 この「安心だフォンWX01A」は発信先を登録することに
より、ボタンひと押しで発信先に電話をかけることができ
ます。
•	 発信先は１ヵ所に限定されているため、登録済みの電話番
号以外に発信することはできません。
•	 簡単な操作で使用できるため、お子様や高齢者でもお使い
いただけます。
•	 発信先が限定されるため濫用を防止でき、安心してお子様
に持たせることができます。

※	本書では、「安心だフォンWX01A」を「本機」と表現させて
いただいております。あらかじめご了承ください。

ご注意 本書の内容は、本機の仕様変更などで予告なく変更される場合があり
ます。

■ 安全上のご注意
•	 ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくご使用ください。
	 また、お読みになった後は大切に保管してください。
•	 ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への
危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載してい
ますので、必ずお守りください。
•	 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした
場合に生じる危険や損害の程度を説明しています。

	危険
この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が死亡または重傷を負う
危険が切迫して生じることが想定される内容です。

	警告
この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容です。

	注意
この表示は、取り扱いを誤った場合使用者が傷害を負う可能性が想
定される内容及び物的損害の発生が想定される内容です。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁　止

禁止（してはいけないこと）を
示す記号です。

分解禁止

分解してはいけないことを示す
記号です。

水ぬれ禁止

水がかかる場所で使用したり、
水に濡らしたりしてはいけない
ことを示す記号です。

禁　止

濡れた手で扱ってはいけないこ
とを示す記号です。

強　制

強制（必ず実行していただくこ
と）を示す記号です。
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		危険

禁　止

本機を分解・改造・修理しないでください。
発熱・破裂・発火・感電・けが・故障の原因となります。電
話機の改造は電波法違反になります。

禁　止

本機を火や暖房器具のそばなど、高温になる場所で使用・放置
しないでください。
また、水に濡れた場合でも電子レンジなどの加熱用機器で乾燥
させないでください。
発熱・破裂・発火・故障の原因になります。

禁　止

本機を水、汗、海水などの液体で濡らさないでください。
発熱・破裂・発火・故障の原因になります。

強　制

本機の電池は付属または指定の電池を使用してください。
発熱・破裂・発火・故障の原因になります。

強　制

心臓の弱い方は音量の大きさの設定に注意してください。
心臓に影響を与える可能性があります。

禁　止

本機が落下により破損し、本機内部が露出した場合、露出部
分に手を触れないでください。
感電したり、破損部でけがをすることがあります。

禁　止

クギをさしたり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない
でください。
破裂、発火、発熱の原因となります。

		警告

強　制

航空機内などの使用を禁止された場所では本機の電源をお切
りください。
電子機器などに影響を与え、事故の原因になります。

強　制

指定の方向で電池を装着してください。
指定以外の方向に電池を装着すると、火災、故障の原因にな
ります。

強　制

本機・電池に発煙・異臭などの異常が発生したときには直ち
に使用を中止してください。
使用中であれば、本機の電源を切り、本機が熱くないことを
確認のうえ、電池を取り外してください。

強　制

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本機の使用を中止して
ください。
落雷・感電の原因になります。雷鳴が聞こえた場合は使用を
中止し、直ちに屋内などの安全な場所に避難してください。
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強　制

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その
他医用電気機器の近くで PHS を使用される場合。
電波によりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがある
ため、次のことを守ってください。
１.	植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されてい
る方は、PHSを心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離
して携帯及び使用してください。

２.	満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカー、植
込み型除細動器を装着されている方がいる可能性がありますので、
PHSの電源を切ってください。

３.	医療機関の屋内では以下のことに注意して使用してください。
■	手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) には PHS
を持ち込まないでください。
■	病棟内ではPHSの電源をお切りください。
■	ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、PHSの電源
をお切りください。
■	医療機関が個々に使用禁止、持込禁止などの場所を定めている場合は、
その医療機関の指示に従ってください。
■	医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器
以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など )は、電波による
影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。
■	ここに記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止する
ための携帯電話端末などの使用に関する指針」（平成９年３月「不要電
波問題対策協議会」＜現電波環境協議会＞）に準拠し、また「電波の
医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年 3月「社団
法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。
※ 	PHSについては平成12年〜13年度に調査が行われ、平成17年に
上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されてい
ます。

強　制

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。
電子機器に影響を与える場合があります。
＜影響を与えるおそれがある機器の例＞
心臓ペースメーカー、補聴器、その他の医用電子機器、火災報知器、自
動ドアなど。
医用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について機器メーカー
または販売者にご確認ください。

		注意

禁　止

濡れた手で電池を取り外ししないでください。
感電・故障の原因になります。

強　制

各種登録作業時以外は、カバーをはめた状態で使用してくだ
さい。 
カバーをはめずに使用していると、ほこりや水などが入り、
感電や電子回路のショートの原因となります。

禁　止

本機を直射日光のあたるところや炎天下の車内など、高温に
なる場所で使用・放置しないでください。
故障・発熱・発火の原因になります。
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禁　止

引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。
ガスに引火し、破裂、発火、火災の原因となります。ガソリ
ンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では
電源を切ってください。

禁　止

高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃
を与えないでください。
破裂、発火、火災、発熱・故障の原因となります。

禁　止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
けがなどの原因となります。

禁　止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない
でください。
落下してけがの原因となります。また、本機の振動（バイブレー
タ機能）により落下する可能性があるため特にご注意くださ
い。

禁　止

自動車、バイク、自転車などの運転中には使用しないでくだ
さい。
交通事故の原因となります。自動車、バイク運転中のPHSの
使用は法律で禁止されています。

禁　止

長時間の通話は控えてください。
聴力に悪い影響を与える事があります。

禁　止

ズボンやスカートの後ろポケットに本機を入れたままイスな
どに座らないでください。
破損の原因となることがあります。

禁　止

キャッシュカード等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金
属製品を近づけないでください。
磁気データの消失の原因となります。

■免責事項について
・	本機は、その故障や誤動作が結果として人命に影響を与えるような用途、た
とえば生命維持装置、航空宇宙機器、原子力設備や機器など極めて高い信頼
性の要求される用途を意図して設計・製造されておりません。これらの装置、
機器、設備などに本機を使用されて発生した人身事故、物的損害、社会的損
害などに関して当社ではいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承
ください。

・	本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業
の中断、記憶内容の消失など）に関して、当社はいかなる責任も負いかねま
すのであらかじめご了承ください。

・	取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一
切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・	当社指定外の外部機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから
生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了
承ください。
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■ 電池の安全上の取り扱いについて
※電池をご利用頂く際、以下の内容を必ずお守りください。

		危険

強　制

電池のアルカリ液が目に入ったとき。
失明など障害のおそれがありますので、こすらずにすぐに水
道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、医師の治療
を受けてください。

		警告

禁　止

電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。
万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してくだ
さい。

禁　止

電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。
絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、
発熱、破裂させるおそれがあります。

禁　止

電池の＋と－を逆に使用しないでください。
充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏
液、発熱、破裂させるおそれがあります。

禁　止

電池を舐めないでください。
電池のアルカリ液を舐めた場合には、すぐにうがいをして医
師に相談してください。

強　制

電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合。
皮膚に障害を起こすおそれがありますのですぐに多量の水道
水などのきれいな水で洗い流してください。

禁　止

電池の＋と－を針金などで接続したり、また金属製のネック
レスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでく
ださい。
電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして電池を
漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

禁　止

新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる
電池などを混ぜて使用しないでください。
特性の違いから、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあ
ります。

禁　止

付属品の電池は充電式には造られていないため充電しないで
ください。
充電すると絶縁物や内部構造などを損傷させたりして電池を
漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
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強　制

使い切った電池はすぐに本機から取り出してください。
使い切った電池を本機に接続したまま長期間放置しますと、
電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させ
たり、本機を破損させるおそれがあります。

強　制

長期間本機を使用しない場合には、本機から電池を取り出し
てください。
電池から発生するガスにより、電池を漏液させたり、本機を
破損させるおそれがあります。

		注意

禁　止

電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないでください。
電池がショートし、漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

禁　止

電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない
でください。
電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

禁　止

電池を変形させないでください。
絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、
発熱、破裂するおそれがあります。

禁　止

電池は、直射日光の強い所や炎天下の車内などの高温の場所
で使用、放置しないでください。
電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

強　制

電池を保管する場合及び廃棄する場合には、テープなどで端
子部を絶縁してください。
他の電池や金属製のものと混ぜると、漏液、発熱、破裂させ
るおそれがあります。

水ぬれ禁止

電池を水などで濡らさないでください。
電池を発熱させるおそれがあります。

強　制

電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
電池を漏液させるおそれがあります。また、電池の性能や寿
命を低下させることがあります。

強　制

付属品の電池は、自治体の条例などに従って廃棄してくださ
い。
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■ お取り扱い上のご注意
・ 本機に無理な力を加えないでください。
無理な力が掛かると内部の基板などが破損し、故障の原因とな
りますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座った
り、カバンの中で重いものの下になったりしないようにご注意
ください。外部に破損がなくても、保障の対象外となります。

・ 極度な高温、低温、多湿は避けてください。
周囲の温度5℃〜35℃、湿度35%〜85%の範囲内で使用し
てください。

・ 使用環境について
ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
また、寒い屋外から急に温かい室内に移動した場合や、湿度の
高い場所で使用された場合、電話機内部に水滴が付くことがあ
ります (結露といいます )。このような条件下での使用は故障の
原因となりますのでご注意ください。

・ 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。
ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装
が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

・  一般電話、テレビ、ラジオなどからなるべく離れて使用してく
ださい。
一般電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、
影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してく
ださい。

・ 通話中の温度について
通話中に温かくなることがありますが異常ではありません。

・ 電池の取り外し方について
電池は電源を切ってから取り外してください。

・ 長時間の通話は避けてください。
長時間の通話は聴力に悪い影響を与えます。

・ エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。
急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因と
なります。

・  静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避
けてください。
故障や、製品性能に影響を与える場合があります。

・  腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないで
ください。
故障、内部データの消失の原因となります。

・ 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
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■ 内容物・付属品の確認

■ 各部名称

●		本体
安心だフォンWX01A（１台）

●	電池カバー

●		単４乾電池×３本
（お試し用電池）

●	取扱説明書（保証書）

①レシーバー
通話中に相手の声が聞こえます。
音声ガイダンスが流れます。

②表示ランプ
圏外／圏内表示、
電池残量確認をします。・・・・・・・P17
各モード状態、通信状態表示します。

③トークボタン
電話をかけます／
受けます。・・・・・・・・・・・・・・P19,	20
各種設定時に使用します。

④マイク
通話中に自分の声を相手に伝えます。

⑤ストラップ穴
ハンドストラップ取り付け部です。

⑥電源スイッチ
電源スイッチ入／切時に使用します。
設定時に使用します。

⑦電池カバー
電池を交換する時に取り外します。

⑧着信音量スイッチ
着信音の音量調整
（大＞小＞0( 消音））をします。	・・P21

⑨チェックボタン
圏内／圏外を表示します。	・・・・・P17
各種設定時に使用します。

⑩キーロックスイッチ
発信操作をロックします。	・・・・・P21
（ONの時は発信動作を行いません）

② ⑤
①

④ ⑦

⑧

⑨

③
⑩

⑥
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■ 電源を入れる

電源スイッチ
　　　ON↓

■電池の種類は
単4乾電池
3本です。

電池カバー
は下方向に
スライドする

①電池カバーを外
します。

②電池を入れます。 ③ 電 源 ス イ ッ チ を
ON にします。
※	電池カバーを付け
てください。

④電源スイッチを ON にする度に、本機の電話番号、発信先の電話番
号、着信限定あり／着信限定なしを音声ガイダンスで自動読上げし
ます（着信限定については…P16 参照）。起動時の音声ガイダンス
中にチェックボタン・トークボタンどちらかを押すと音声ガイダン
スを止めることができます。

端末状態 音声ガイダンス

発信先登録済み
着信限定あり

「この端末の電話番号はXXX-XXXX-XXXXです。」
「発信先の電話番号はXXX-XXXX-XXXXです。」
「着信限定です。」

発信先登録済み
着信限定なし

「この端末の電話番号はXXX-XXXX-XXXXです。」
「発信先の電話番号はXXX-XXXX-XXXXです。」
「着信限定ではありません。」

発信先未登録 「この端末の電話番号はXXX-XXXX-XXXXです。」
「着信限定ではありません。」

リモートロック中
着信限定あり

「ロック中です。発信はできません。」（P27、29参照）
「着信限定です。」

リモートロック中
着信限定なし

「ロック中です。発信はできません。」（P27、29参照）
「着信限定ではありません。」

ご注意 電源スイッチをONにした際、ガイダンス途中で停止し再度ガイダン
スが流れる動作をした場合または、ガイダンスが流れない場合には、
新しい電池と交換してください。

■ すぐに使用されたいお客様へ
下記の設定を行ってください。
・発信先登録方法…P12,13参照
・位置情報通知動作の設定変更…P22参照（お買い上げ時はOFF）
		※位置情報通知動作の必要が無い方は設定は不要です。
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本機は発信先として登録した電話番号だけに、ボタンひと押しで
発信することができます。発信先として登録したい電話機から、
本機に電話をかけることで発信先として登録することができます。
登録モード、設定モード、及び音声ガイダンス中は発着信ができ
ません。

1  登録モードに切り替えます。

■ 発信先登録方法（着信させて登録）

①電池カバーを外し、電源スイッ
チを OFF 状態にします。

電池カバー
は下方向に
スライドす
る

電源スイッチ
　　　ON→

チェックボタン
を押しながら

②チェックボタンを押しながら電
源スイッチを ON にします。

2  登録モードの設定項目を選択します。

①登録モードの音声ガイダンスに
従いトークボタンを押します（今
回は発信先の登録を行いたいの
でトークボタンを 1 回押しま
す）。

トークボタン
1回押す（選択）

チェックボタン
1回押す（確定）

②チェックボタンを押すと、発信
先登録の音声ガイダンスが流れ
ます。
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③緑のランプが点滅している間
に、発信先として登録したい
電話機から本機に電話をかけま
す。

④自動的に登録作業が開始されま
す。

⑤作業が完了すると登録完了の音
声ガイダンスが流れ、着信した
電話番号が発信先として登録さ
れます。
※	電話番号非通知の着信では登
録できません。
※	発信先を変更した場合、以前
登録した番号は削除されま
す。

⑥電源スイッチを OFF 状態にし
ます。
※	電池カバーを付けてください。

1  登録モードに切り替えます。

■  発信先登録方法（手動での登録）
本機は発信先として登録した電話番号だけに、ボタンひと押しで
発信することができます。
発信先として登録したい番号を手動で登録することができます。
登録モード、設定モード、及び音声ガイダンス中は発着信ができ
ません。

①電池カバーを外し、電源スイッ
チを OFF 状態にします。

電池カバー
は下方向に
スライドす
る

電源スイッチ
　　　ON→

チェックボタン
を押しながら

②チェックボタンを押しながら電
源スイッチを ON にします。
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2  登録モードの設定項目を選択します。

①登録モードの音声
ガイダンスに従い
２回トークボタン
を押します。

トークボタン
2回押す（選択）

トークボタン
1回押す（確定）

チェックボタン
1回押す（選択）

3  発信先電話番号を手動で登録します。

①登録内容設定の音声ガイダンスが流れます。
②発信先の電話番号を１桁ずつ入力します（最大 32 桁まで入力可能）。
入力方法：	トークボタンを押す毎に1234567890*#P（ポーズ）

の順でループします。
(例 )	入力番号「321#」
	 ３	・・・・・・・ トークボタン３回押→チェックボタン１回押
	 ２	・・・・・・・ トークボタン２回押→チェックボタン１回押
	 １	・・・・・・・ トークボタン１回押→チェックボタン１回押
	 ＃	・・・・・・・ トークボタン１２回押→チェックボタン１回押

③番号を入力し終えたらチェックボタンを１回押します。
④登録完了の音声ガイダンスが流れます。
⑤電源スイッチを OFF にします。
※電池カバーを付けてください。

②チェックボタンを押
すと、発信先登録・
削除設定の音声ガイ
ダンスが流れます。

③トークボタンを押
し、確定してくだ
さい。
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■  登録済み発信先の削除方法
発信先として登録した番号を削除することができます。
登録モード、設定モード、及び音声ガイダンス中は発着信ができ
ません。

1  登録モードに切り替えます。
①電池カバーを外し、電源スイッ

チを OFF 状態にします。

電池カバー
は下方向に
スライドす
る

電源スイッチ
　　　ON→

チェックボタン
を押しながら

②チェックボタンを押しながら電
源スイッチを ON にします。

2  登録モードの設定項目を選択します。
①登録モードの音声

ガイダンスに従い
２回トークボタン
を押します。

トークボタン
2回押す（選択）

チェックボタン
1回押す（選択）

チェックボタン
1回押す（確定）

②チェックボタンを押
すと、発信先登録・
削除設定の音声ガイ
ダンスが流れます。

③チェックボタンを
押し、確定してく
ださい。

3  登録済み発信先電話番号を削除します。

①チェックボタンを 1 回押します。
②電源スイッチを OFF にします。 
※電池カバーを付けてください。
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■ 着信番号限定動作の設定変更
着信する相手を一人（登録済み発信先番号）に限定することがで
きます。
※	お買い上げ時は、電話番号を登録すると自動的に着信限定あり
になります。

1  設定モードに切り替えます。
①電池カバーを外し、電源スイッ

チを OFF の状態にします。

トークボタンを
押しながら

電池カバー
は下方向に
スライドす
る

電源スイッチ
　　　ON→

②トークボタンを押しながら、電
源スイッチを ON にします。

2  設定モードの設定項目を選択します。
①設定モードの音声ガイダンスに

従い１回トークボタンを押しま
す。

トークボタン
1回押す

チェックボタン
1回押す

②１回チェックボタンを押すと着
信番号限定動作の設定変更モー
ドになります。

3  着信番号限定動作設定変更を行います。

①着信番号限定動作の設定変更モードを設定する毎に「着信限定あり」
／「着信限定なし」に切り替えることができます。

②着信番号限定動作の設定が変更されると、設定完了の音声ガイダン
スが流れます。

③電源スイッチを OFF にします。
※電池カバーを付けてください。
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■  圏内／圏外の確認方法
本機の使用環境が圏内か圏外か確認することができます。
音声ガイダンス中は発着信ができません。
①電源 ON 状態で、チェックボタ

ンを押します。

チェックボタン
1回押す

②確認方法

表示ランプが
緑色点灯（3秒間）

表示ランプが
赤色点灯（3秒間）

A. 圏内の場合 B. 圏外の場合

※圏内／圏外確認時の表示ランプおよび音声ガイダンス
電界強度 LED 表示 音声ガイダンス
圏内 緑 LEDが 3秒間点灯する。 「圏内です。」
圏外 赤 LEDが 3秒間点灯する。 「圏外です。」

■  電池残量の確認方法
本機の電池残量を表示ランプで確認することができます。
音声ガイダンス中は発着信ができません。
電源 ON 状態で、チェッ
クボタンを押します。

※電池残量が残りわず
かとなった時点で自
動的に表示ランプが
赤く点滅します。

チェックボタン
1回押す

電池残量の音声ガイ
ダンスが流れます。
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※電池残量についての音声ガイダンス内容
電池残量 音声ガイダンス
約50%以上 「電池残量は半分以上あります。」
約10%〜50％ 「電池残量は半分以下です。」
約10%未満 「電池残量は残りわずかです。電池を交換してください。」
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■ 電話をかける
あらかじめ本機に登録した発信先電話番号に電話をかけることが
できます。
※	通話中にポーズ機能を使用する場合は、チェックボタンを押して
ください。

①トークボタンを押します。

トークボタン
1回押す

トークボタン
1回押す

相手が出たら
お話ください。

②電話を切る場合は、通話中に
トークボタンを押すと電話を切
り、待受け状態になります。

※発信できない場合と音声ガイダンス

発信できない理由 音声ガイダンス

発信先電話番号未登録 「発信先電話番号が登録されていません。」	
（P12,13参照）	

リモートロック 「ロック中です。発信はできません。」	
（P27、29参照）	

※表示ランプ

状態 LED 表示

発信中 緑 LEDが点滅する。
（0.6 秒点灯・0.6 秒消灯の繰り返し）

発信失敗（相手先話中）	 橙 LEDが点滅する。
（1.08秒点灯・0.12秒消灯の繰り返し）

発信失敗	
（実在しない相手先）	

橙 LEDが点滅する。
（0.6 秒点灯・0.6 秒消灯の繰り返し）

発信失敗
（その他の理由）	

橙 LEDが点滅する。
（0.12秒点灯・1.08秒消灯の繰り返し）

発信先電話番号未登録
リモートロック

音声ガイダンス再生中は橙 LEDが点灯し再
生終了後に消灯する。
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■ 電話を受ける
着信を受けることができます（着信限定設定の場合は、あらかじ
め登録された発信先の電話番号のみ受け付けます）。

①着信状態 
（着信音・バイブレーション・表示ランプ点灯により 
お知らせします）

②着信状態中にトークボタ
ンを押すと通話を開始し
ます。

※	着信限定設定の場合はあらか
じめ登録された発信先の電話
番号以外は着信を受け付けま
せん。

トークボタン
1回押す

もしもし・・・

③電話を切る場合 
通話中にトークボタンを
押すと電話を切り、待受
け状態になります。

トークボタン
1回押す

※着信中の表示ランプ
状態 LED 表示
着信中 緑 LEDが点滅する。（0.6 秒点灯・0.6 秒消灯の繰り返し）

※通信中の表示ランプ
状態 LED 表示
通話中 緑 LEDが点滅する。（0.12秒点灯・1.08秒消灯の繰り返し）

※切断中の表示ランプ
状態 LED 表示
切断
（自分側から切断）

それまでの LED点灯を継続する。
最大約39秒点灯する。

切断
（相手側から切断）

橙 LEDが最大約30秒点灯する。
（消灯するにはトークボタンを押す）
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■ 操作ロック方法
本機を鞄の中などに入れて持ち運ぶときに、トークボタンが押さ
れないように操作ロックをかけることができます。
※操作ロック中でも通常どおり電話を受けることができます。

ON: 操作ロック状態に設定します。

OFF: 操作ロック解除に設定します。

キーロックスイッチ

■ 着信音量設定方法
着信音スイッチを操作することにより、着信音量を設定すること
ができます。

大 : 着信音量を最大に設定します。

小 : 着信音量を低く設定します。

０: 着信音量を消音に設定します。
着信音スイッチ

※	いずれのスイッチ位置でもバ
イブレーション機能はONで
あり無効にすることはできま
せん。
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■ 応用操作
位置情報機能の利用
本機は位置情報サービスに対応しています。ウィルコム位置検索サー
ビス、及び位置情報サービス提供会社にお申し込みになると、本機の
位置情報を特定の相手に通知する機能を利用できます。

①お申し込みに関する内容
・	 	お近くの取り扱い店舗にご来店、またはウィルコムのホー
ムページにアクセスしていただき、「ウィルコム位置検索
サービス申込書」をお取り寄せのうえ、必要事項を記入し
郵送にてお申し込みください。
	 	（申込書は、ウィルコムサービスセンターにお電話していた
だき、お取り寄せすることも可能です）
※	ウィルコム通信サービスをご契約中のお客様（検索される
電話機のご契約者）のみお申し込みいただけます。

②本機、位置情報通知の設定
・	 	通知許可番号と通知許可パスワードの登録が必要です。

【お買い上げ時の設定】
■	通知許可番号と通知許可パスワードは、ウィルコム位置検索
サービスの初期値が登録されています。ウィルコム位置検索
サービスをご利用の場合は、番号等の設定は不要です。
■	位置情報通知動作の設定はなしです。ウィルコム位置検索サー
ビスをご利用の場合は、設定をありに変更してください。
※	契約内容など詳しくはURL：http://www.willcom-inc.com/go/location/

ウィルコム位置検索サービスの利用について

位置情報通知動作の設定変更
位置情報通知サービスをご利用になられる方は、位置情報通知動作を
ありに変更してください。

【お買い上げ時】

■位置情報通知動作：なし（位置情報通知動作が無効になっています）

1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 トークボタンを押しながら、電源スイッチを ONにすると設定モードの音声ガ
イダンスが流れます。

3.	 トークボタンを２回押し、チェックボタンを１回押すと位置情報通知動作の設
定変更モードに移行します。

4.	 位置情報通知動作の設定変更モードを設定する毎に「位置情報通知動作あり」、
「位置情報通知動作なし」に切り替わります。
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5.	 位置情報通知動作の設定が変更されると、設定完了の音声ガイダンスが流れます。

6.	 終了する場合は電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。

続けて設定する場合は、トークボタンを 1 回押してください。設定モード	
（項2）の音声ガイダンスに戻ります。

ご注意 通知許可番号と通知許可パスワードが無い場合は、位置情報通知動作
の設定変更はできません。

位置情報通知鳴動の設定変更
位置情報通知動作が成功した場合に鳴動（ピポ音）させたい場合は位
置情報通知鳴動ありに変更してください。
位置情報通知機能についてはP22参照

【お買い上げ時】

■位置情報通知鳴動：なし（位置情報通知動作が成功しても鳴動しません）

1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 トークボタンを押しながら、電源スイッチを ONにすると設定モードの音声ガ
イダンスが流れます。

3.	 トークボタンを３回押し、チェックボタンを１回押すと位置情報通知鳴動の設
定変更モードになります。

4.	 位置情報通知鳴動の設定変更モードを設定する毎に「位置情報通知鳴動あり」
／「位置情報通知鳴動なし」に切り替えることができます。

5.	 位置情報通知鳴動の設定が変更されると、設定完了の音声ガイダンスが流れ	
ます。

6.	 終了する場合は電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。

続けて設定する場合は、トークボタンを 1 回押してください。設定モード	
（項2）の音声ガイダンスに戻ります。

ご注意 通知許可番号と通知許可パスワードが無い場合は、位置情報通知鳴動
の設定変更はできません。

通知許可番号の登録
位置情報の要求を受けたときに、本機が位置情報の自動送出を行うた
めの準備です。本機の位置情報取得を許可する通知許可番号を登録し
ます。
※	ウィルコム位置検索サービスの設定値を変更する場合のみ、通知許
可番号の変更が必要となります。

1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 チェックボタンを押しながら、電源スイッチを ONにすると登録モードの音声
ガイダンスが流れます。

3.	 トークボタンを３回押し、チェックボタンを 1 回押すと、位置情報登録／削除
モードになります。
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4.	 登録・削除設定の音声ガイダンスが流れます。

5.	 トークボタンを 1 回押してください。

6.	 登録内容設定の音声ガイダンスが流れます。

7.	 トークボタンを１回押し、チェックボタンを１回押すと、通知許可番号登録モー
ドになります。

8.	 通知許可番号登録の音声ガイダンスが流れます。

9.	 番号を1桁ずつ入力します（最大32桁まで入力可能）。
入力方法：トークボタンを押す毎に123・・・*#の順でループします。

	 	 ( 例 ) 入力番号「321#」
	 	 　３・・・・・・ トークボタン３回押→チェックボタン１回押
	 	 　２・・・・・・ トークボタン２回押→チェックボタン１回押
	 	 　１・・・・・・ トークボタン１回押→チェックボタン１回押
	 	 　＃・・・・・・ トークボタン１２回押→チェックボタン１回押

10.	番号を入力し終えたらチェックボタンを１回押します。

11.	登録完了の音声ガイダンスが流れます。

12.	終了する場合は電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。
	 	続けて設定する場合は、トークボタンを 1 回押してください。設定項目選択	
（項6）の音声ガイダンスに戻ります。

通知許可パスワードの登録
位置情報の要求を受けたときに、本機が自動送出を行うための準備で
す。本機の位置情報取得を許可する通知許可パスワードを登録します。
※	ウィルコム位置検索サービスの設定値を変更する場合のみ、通知許
可パスワードの変更が必要となります。

1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 チェックボタンを押しながら、電源スイッチを ONにすると登録モードの音声
ガイダンスが流れます。

3.	 トークボタンを３回押し、チェックボタンを 1 回押し確定してください。

4.	 登録・削除設定の音声ガイダンスが流れます。

5.	 トークボタンを 1 回押してください。

6.	 登録内容選択の音声ガイダンスが流れます。

7.	 トークボタンを２回押し、チェックボタンを１回押し確定してください。

8.	 パスワード登録の音声ガイダンスが流れます。

9.	 番号を1桁ずつ入力します（最大8桁まで入力可能）。
入力方法：トークボタンを押す毎に123・・・*#の順でループします。

	 	 ( 例 ) 入力番号「321#」
	 	 　３・・・・・・ トークボタン３回押→チェックボタン１回押
	 	 　２・・・・・・ トークボタン２回押→チェックボタン１回押
	 	 　１・・・・・・ トークボタン１回押→チェックボタン１回押
	 	 　＃・・・・・・ トークボタン１２回押→チェックボタン１回押

10.	番号を入力し終えたらチェックボタンを１回押します。

11.	登録完了の音声ガイダンスが流れます。
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12.	終了する場合は電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。
	 	続けて設定する場合は、トークボタンを 1 回押してください。設定項目選択	
（項6）の音声ガイダンスに戻ります。

通知許可番号と通知許可パスワードの削除
※	ウィルコム位置検索サービスの設定値を変更する場合のみ、通知許
可番号と通知許可パスワードの削除を行います。
※	誤って通知許可番号と通知許可パスワードを削除した場合は、通知
許可番号と通知許可パスワードの再度登録、または登録状態の初期
化を行ってください（P23,	24,	25参照）。

1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 チェックボタンを押しながら、電源スイッチを ONにすると登録モードの音声
ガイダンスが流れます。

3.	 トークボタンを３回押し、チェックボタンを 1 回押し確定してください。

4.	 登録・削除設定の音声ガイダンスが流れます。

5.	 チェックボタンを 1 回押すと削除確認の音声ガイダンスが流れます。

6.	 チェックボタンを 1 回押すと削除完了の音声ガイダンスが流れます。

7.	 電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。

登録状態の初期化
設定状態をお買い上げ時の状態に戻すことができます。
本機お買い上げ時の設定はP28参照
1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 チェックボタンを押しながら、電源スイッチを ONにすると登録モードの音声
ガイダンスが流れます。

3.	 トークボタンを４回押し、チェックボタンを 1 回押し確定してください。

4.	 登録状態初期化確認の音声ガイダンスが流れます。

5.	 チェックボタンを 1 回押すと初期化完了の音声ガイダンスが流れます。

6.	 電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。

ソフトウェアの更新
本機のソフトウェアバージョンが更新されたり、新しいサービスが追
加された場合に、最新のソフトウェアに更新できます。
※ソフトウェアの更新には数分要する場合があります
　（更新時間は使用環境により異なります）。
1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 チェックボタンを押しながら、電源スイッチを ONにすると登録モードの音声
ガイダンスが流れます。
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3.	 トークボタンを５回押し、チェックボタンを 1 回押すと、ソフトウェア更新モー
ドになります。

4.	 本機のソフトウェアバージョン確認の音声ガイダンスが流れます。

5.	 トークボタンを１回押してください。自動的に電池残量の確認が行われ、更新
に必要な電池残量がない場合には電池残量不足の音声ガイダンスが流れます。

6.	 更新可能なソフトウェアバージョン確認中の音声ガイダンスが流れます。

7.	 バージョンの状態によりそれぞれ手順が分かれます。

●本機のバージョンが最新の場合
1）	 	更新不要の音声ガイダンスが流れ、表示ランプ緑が点灯します。
2）	 	電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。

●本機のバージョンが最新でない場合
1）	 	更新開始の音声ガイダンスが流れます。

2）	 	自動的に更新が行われ、表示ランプ緑が点滅します。更新が終了に近づくにつ
れ、点滅速度が速くなります。

3）	 	更新完了の音声ガイダンスが流れ、表示ランプ緑が点灯すると、更新完了です。

4）	 	電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。

※更新失敗のときには…
２）の後に更新失敗の音声ガイダンスが流れ、表示ランプ赤が点灯します。

ご注意 更新失敗の場合、以下をお確かめください。
①電池残量が十分ではない可能性があります。電池残量をお確かめの
うえ、もう一度実行してください。
②電波状況の悪い可能性があります。電波の入る場所に移動し、もう
一度実行してください。

起動時の音声ガイダンス設定変更
起動時の音声ガイダンス再生の有無を設定できます。

【お買い上げ時】

■音声ガイダンス再生：あり（起動時に音声ガイダンスを再生します）

1.	 電池カバーを外し電源スイッチをOFF状態にします。

2.	 トークボタンを押しながら、電源スイッチを ONすると設定モードの音声ガイ
ダンスが流れます。

3.	 トークボタンを４回押し、チェックボタンを 1 回押すと音声ガイダンスの設定
変更モードに移行します。

4.	 音声ガイダンスの設定変更モードを設定する毎に「音声ガイダンス再生あり」
／「音声ガイダンス再生なし」に切り替わります。

5.	 音声ガイダンスの設定が変更されると、設定完了の音声ガイダンスが流れます。

6.	 終了する場合は電源スイッチをOFFにします。
	 ※電池カバーを付けてください。

続けて設定する場合は、トークボタンを 1 回押してください。設定モードの	
（項2）音声ガイダンスに戻ります。
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リモートロックの利用
本機はリモートロックに対応しています。本機を紛失してしまったと
きなど、遠隔操作を行って、他の人に本機がつかわれないようにロッ
クをかけることができます。

ウィルコムのリモートロック代行サービス（利用料：1回につき525円
（ロックの解除は無料））を利用すれば、24時間いつでもご利用いただ
けます。

本機のロック、ロックの解除が可能です。

●お申込方法
ウィルコムの電話から「116」、一般電話・公衆電話・携帯電
話から「0120-921-156」にダイヤルし、音声ガイダンス後、
「21」をプッシュし、その後は音声ガイダンスに従って操作し
てください。
操作によりセンターから送信されたリモートロックのコマンド
を本機が受信すると、本機はコマンド実行待ちの状態になり、
本機を操作することでコマンドが実行されます。

ご注意 ・	本機が「電源オフ」「サービスエリア外」「一時中断中」の場合、
コマンドを受信することができないため、リモートロック代行サー
ビスをご利用いただけません。

リモートロック代行サービスの利用について
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■ 本機・電池の仕様について
■本機
・サイズ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46× 90× 21mm
・質量	・・ 約 37g（本体のみ）／約71g（単4乾電池3本含む）
・連続待受時間	・・・・・・・ 約 450時間（推奨電池を使用した場合）
・連続通話時間	・・・・・・・・約 3.5 時間（推奨電池を使用した場合）
・使用電池	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 単 4乾電池×3本
・無線周波数帯	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1900MHz 帯
・送信出力	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10mW（平均）

■電池（単体）
推奨電池：Panasonic	LR03XJ
・サイズ	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10.5 × 44.5mm
・質量	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.4	ｇ
・電圧	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.5V

■本機お買い上げ時の設定
・発信先番号	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 未設定状態	
・着信番号限定動作の設定	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・着信限定なし
・音声ガイダンスの設定	・・・・ 起動時の音声ガイダンスの再生あり	

以下は、位置情報通知機能をお使いの方のみに関係する設定です。	
・位置情報通知動作の設定	・・・・・・・・・・・・・位置情報通知動作無効
・位置情報通知鳴動の設定	・・・・・・位置情報通知完了時に鳴動なし

■  留守番電話サービスについて
本機で留守番電話サービスに加入し、一般加入電話・公衆電話か
ら0077-780-931 に発信すると、お預かりしているメッセー
ジを聞くことができます。
本機から留守番電話センターにお預かりしているメッセージを聞
くには、本機の発信先電話番号に「＊931」を設定する必要があ
ります。
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■ お問い合わせ窓口
●下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。
	 ・ご契約内容（加入・変更・引越等）	 ・電話機の紛失
	 ・月額基本料金／通話料等	 ・その他、通信サービス
	 ・オプションサービス／修理のご相談	・リモートロック代行サービス
	 ・サービスエリア

■ウィルコムサービスセンター
受付時間：9:00〜 20:00（年中無休）
電話番号：0120-921-156（無料）
※お申し込み、各種お手続きは、一部を除き自動音声応答にて２４時間受け付け
ております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

お電話でのお問い合わせ・お手続きにはウィルコム電話番号とご契約時にお決め
頂いた暗証番号（４桁）が必要です。あらかじめご準備のうえ、お問い合わせ・
お手続きをお願い致します。

●リモートロック代行サービスとは
本機を紛失してしまったときなど、遠隔操作を行って、他の人に本機が使われな
いようにロックをかけることができます。ウィルコムサービスセンターの音声ガ
イダンスで24時間いつでもご利用いただけます。
ウィルコムの電話から「116」、一般電話・公衆電話・携帯電話から「0120-
921-156」をダイヤルし、音声ガイダンス後に「２１」をプッシュし、その後ガ
イダンスに従って操作してください。センターからリモートロックのコマンドを
送信すると、本機はリモートロックのコマンド実行待ちの状態になり、本機を操
作した時点でコマンドが実行されリモートロックがかかります。
また、リモートロックをかけると同時に、本機に登録しているデータの消去・初
期化をするように設定することができるので、個人情報の流出を防ぐこともでき
ます。

■店舗でのご相談、お手続き
ウィルコムプラザ・ウィルコムカウンターでも各種ご相談・お手続きを承ってお
ります。
最寄りのウィルコムプラザおよびウィルコムカウンターは下記ウィルコムホーム
ページのショップ検索で検索することができます。事前に各店舗のお取り扱い業
務とお持ちいただくものをご確認ください。

　　URL：http://www.willcom-inc.com/go/shop/

■修理を依頼されるとき
・	保証期間中の修理の場合
	 ウィルコムサービスセンターまたはエイビットサポートセンターにお問い合わ
せください。保証書の記載内容により、無料で修理いたします。

・	保証期間を過ぎている場合
	 修理によって機能が回復可能でお客様がご希望の場合は、有料で修理を承りま
す。

・	修理の際、連絡していただきたいこと
	 ①製品名、お買い上げ年月日
	 ②故障または異常の状況を具体的に、できるだけ詳しく
	 ③お客様のご氏名、ご住所、電話番号
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■  補修用性能部品の最低保有期限
本機の補修用性能部品は製造打ち切り後、7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■  エイビット製品に関する
ご相談、お問い合わせ

製品についてのご相談や取扱方法は、お買い求めの購入店、また
は下記のエイビットサポートセンターにお問い合わせください。
URL：http://www.abit.co.jp/support/PHS/contact/index.html

■  インターネットからのお手続き
コース変更／住所変更等はインターネット上でも行えます。
ウィルコムストア「My	WILLCOM」
URL：https://store.willcom-inc.com/my/

■  携帯電話（PHS）
電話機のリサイクルについて

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用する
ために、ご不要になった電話機・電池・充電器を、ブランド・メー
カーを問わずモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあ
るお店で回収し、リサイクルを行っています。
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保証書
本保証書は、保証書記載内容に基づき、無償修理をお約束するものです。 
万一保証期間内に故障した場合は、ウィルコムサービスセンターへご相談ください。 

品名 安心だフォン（WX01A）
★お買い上げ日    年  月  日  

保証期間 お買い上げ日より１年間（電池を除く） 

お名前 

ご住所 〒  

電話番号（   ）  －  

店名・住所・電話番号 

★印の付いた欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。 
 
＜保証規定＞ 
１．取扱説明書・本体ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、保証期間内に限り

無償処理いたします。 
２．保証期間内でも次のような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や損傷。  
 （ロ）使用上、取扱上の過失（落下、水没）または事故による故障や損傷。  
 （ハ）修理時に純正に戻していない場合。  
 （ニ）落下、ぶつけてしまったことによる故障や損傷。  
 （ホ）車両、船舶への搭載などに使用された場合の故障や損傷。  
 （ヘ）本保証書のご提示がない場合。  
 （ト）雨や水、または液状（ジュース、コーヒー、油等）のものに濡らしてしまったり、水やお湯の中

に落としてしまったことによる故障や損傷。 
または、水濡れや湿気等の痕跡がある場合。 

 （チ）本保証書にお買い上げ日（年月日）・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書
き換えられた場合。 

 ３．機器の損害状況によっては修理できない場合もあります。
 ４．本書は日本国においてのみ有効です。

   This warranty is valid only in Japan. 
５．当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害や事

故については責任を負いかねます。
 ６．本商品の故障に起因する付随的損害については、一切補償いたしません。

 ７．本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 

●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとで無償修理をお約束するものです。
  したがって、本書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に

対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
●保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はウィルコムサービスセンターにお問い合
わせください。

製造元：株式会社 エイビット
〒192-0072 東京都八王子市南町 3-10 
ホームページURL : http//www.abit.co.jp/

★
お
客
様

★
販
売
店
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