
v�

ユーザーマニュアル



�Wearsafe ユーザーマニュアル

初期設定とアプリのナビゲーション

はじめに .............................................................................................................................  �

アカウントの作成 ................................................................................................................  �

アプリの許可 ......................................................................................................................  �

アカウントの有効化 ............................................................................................................  �

傷害保険への加入 .............................................................................................................  �

ホーム画面の解説 .............................................................................................................  ��

メニューの解説 ..................................................................................................................  ��

緊急連絡先の招待 .............................................................................................................  ��

外部デバイスのペアリング

Android Watch のペアリング ............................................................................................  ��

Apple Watch のペアリング ................................................................................................  ��-��

オーディオアクティベーションの有効化

iPhone での Siri オーディオアクティベーションの有効化 ....................................................  ��

Amazon Alexa にWearsafe のスキルを追加する ...............................................................  ��

Google Assistant デバイスの有効化  .................................................................................  ��

目次



�Wearsafe ユーザーマニュアル

目次（続き）
アラート機能とアラートの仕組み

チェックインメッセージのカスタマイズ .................................................................................  ��

アラートの仕組み ................................................................................................................  ��

Wearsafe アプリでのアラート送信  .....................................................................................  ��

Siri でのアラート送信 .........................................................................................................  ��

オーディオアクティベーション型デバイスでのアラート送信 ..................................................  ��

スマートウォッチでのアラートを送信 ...................................................................................  ��

アラートへの対応 ...............................................................................................................  ��

アラートを停止する ............................................................................................................  ��

トラブルシューティングガイド

トラブルシューティング、よくある質問、サポートへのお問い合わせ .......................................  ��-��



初期設定とアプリのナビゲーション
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はじめに

Wearsafe ユーザーマニュアル

Wearsafe アプリのダウンロード
スマートフォンで App Store または Google Play ストアを
開き、「Wearsafe」と検索します。wearsafe.com のリンク
からスマートフォンのストアにアクセスすることもできます。
アプリをダウンロードしてインストールが完了したら、アカ
ウントの設定を行います。

Google Play™および Google Play のロゴは、Google LLC の商標です。

Apple™および Apple のロゴは、米国およびその他の国と地域で登 録されています。
App Store はApple Inc.のサービスマークです。



�Wearsafe ユーザーマニュアル

Wearsafe を使用してアラートを送信するにはアカウントを持っている必要があります。Wearsafe アプリを初めて開くと、プロフィール作成画面
で個人情報を入力するように求められます。

アカウントの作成

+81

+81 080-1234-5678

（SMS メッセージを受信できる）携帯
電話番号、姓、名、E メール アドレス、
写真の追加（オプション）、 パスワード
の選択を入力してプロフィー ルを作
成します。利用規約に同意し、「登録す
る」をタップします。

SMS メッセージで � 桁の確認コー
ドが送 られます。この画面でコード
を入力し、 「完了」をタップします。
コードが届かなかった場合は、「コ
ードを再送」をタ ップするか、携帯
電話番号欄を更新して ください。

最後のアカウント設定画面で、
� 桁の PIN を作成します。この 
PIN を利用することで、安全を 
確保した上でレッドアラートを 
停止させることができます。
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アプリの許可
Wearsafe アプリは、スマートフォンのマイク、位置情報、Bluetooth、連絡先を利用してサービスを提供します。レッドアラートやチェックイン中
に緊急連絡先に位置情報やオーディオを送信するためには、スマートフォンのマイクや位置情報サービスに許可を与える必要があります。
Bluetooth 対応デバイ スでアラートを送信するには、Bluetooth の許可が必要です。アラートを受け取る人を簡単に追加できるようにするに
は、スマートフォンの連絡先へのアクセスを許可します。デバイスのバッテリーが低下したときにアプリから通知を受け取るためにも、通知を許
可します。

アプリが許可を要求したら、「了解」を タ
ップし、「許可する」をタップします。
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アカウントの有効化
アラートの送信に必要なWearsafe サービスを受けるには、アカウントを有効にする必要があります。アカウントを有効化するには、Wearsafe 
アプリにアクティベーションコードを入力する必要があります。アクティベーションコードは、箱の中にあるアクティベーションコードカードに記
載されているか、 ご購入時にE メールでお知らせします。

アクティベーションコードを入
力します。コードは �� 桁で、数
字と文字の組み合わせです。

アクティベーションコードカード

XXX-XXX-XXX-XXX



Wearsafe ユーザーマニュアル �

�.   メインメニューボタン
メインメニューを表示して、さまざまな設定にアクセ 
スします。

�.   チェックインボタン
タップすると、事前に指定した緊急連絡先に現在の
位置情報を含む通知が送信されます。

�.   レッドアラートスライダー
右にスライドすると、事前に指定した緊急連絡先に、 
位置情報と周囲の音声を含む継続的なアラートが
送信されます。左にスライドすると、発信中のアラー
トを解除します。

ホーム画面の解説
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メニューの解説

Wearsafe ユーザーマニュアル

�.   ホーム
ホーム画面を表示します。

�.   連絡先と設定
緊急連絡先の追加と削除、受信するアラートの種類選
択、 チェックインメッセージのカスタマイズを行います。

�.   アラートとチェックイン
発信されているアラートと過去のアラートを一覧表示
します。

�.   デバイス
新しいデバイスをペアリングし、バッテリー残量を確認
し たり、既存のデバイスをテストしたりします。

�.   マイアプリ情報
アカウント情報や設定にアクセスして編集できます。

�.  サポート
チュートリアルを表示したり、メールでサポートスタッフ
に連絡します。

�.  説明
アプリのバージョンと法的な注意事項を表示します。
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緊急連絡先の招待
アラートの緊急連絡先は何人でも追加することができます。また、受信するアラートの種類も、チェックインアラート、レッドアラート、またはその
両方を選択することができます。

Wearsafe ユーザーマニュアル

既にスマートフォンに登録された連絡先を追加す
る場合は、「連絡先から追加する」を選択します。
そうでない場合は、「新規作成」を選択します。

アドレス帳から希望の連絡先を選択しま
す。新しい緊急連絡先 を追加する場合は、
このステップをスキップしてください。

すべての情報を記入し、この人がチェックインのみ 
を受け取るのか、レッドアラートのみを受け取るの 
か、それとも両方を受け取るのかを選択します。

Wearsafe は、あなたからのアラートを受信す
るためのリクエ ストを新しい緊急連絡先に
送信します。緊急連絡先がそれを承認するま
で、アイコンには「保留中」と表示されます。

緊急連絡先がアラートの受信に同意すると、アイ
コンから「保留中」が消えます。 緊急連絡先に登録
したいすべての人について、この操作を行います。

「連絡先を追加」をタップします。

��



外部デバイスのペアリング
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Android Watch のペアリング

まず、スマートフォンにWearsafe 
アプリが インストールされてい
ることを確認 します。その後、ウ
ォッチで Google Play ストアを
開き、スマー トフォン上のタブリ
ストのアプリに 移動し、ウォッチ
にWearsafe ウォ ッチアプリをダ
ウンロードします。

次に、ウォッチフェイスを長押しし
て編集 モードに入り す。下にスク
ロールして 「レイアウト」まで行く
と、コンプリケーションの数と配
置のオプションが表示されます。
使用したいコンプリケーションレ
イアウトをタップして編集モード
に戻ります。 ウォッチフェイスで、「
＋」ボタンが表示されている空い
ているスポットを見つけます。タッ
プすると、その場所にコンプリケ
ーションが追加されます。

Wearsafe のコンプリケーション
には、複数のオプションがありま
す。Wearsafe ウォッチアプリ自体
をコンプリケーションとして追加
することで、Wearsafe をウォッチ
アプリで開くことができます。

また、チェックインやレッド アラー
トのショートカットのコ ンプリケ
ーションを選択して、 アプリを開
かずにチェックインやレッドアラ
ートを送信することもできます。

お好みのコンプリケーションを
選 択したら、スマートフォンで 
Wearsafe アプリを開き、メイン 
メニューから「デバイス」ページ 
にアクセスして、ウォッチが正し 
くペアリングされていることを
確 認してください。他のデバイ
スと ともに一覧表示されます。

Android Wear �.� では、Wearsafe のコンプリケーションを利用して、ウォッチフェイスからアラートを送信することができます。以下の手順に従 
って、Wearsafe アプリをウォッチにダウンロードし、アラートを送信するように設定してください。

Wearsafe ユーザーマニュアル



Apple Watch のペアリング

Apple Watch をWearsafe 
で使用するには、iPhone の
Watch アプリでWearsafe 
watchOS  App を有効にす
る必要があります。まだ
iPhone にWatchアプリが
インストールされていない
場合は、App Store を開い
て「Watch」と検索し、アプリ
が見つかったらインストー
ルします。

次に、iPhoneに Wearsafeア
プリをインストールします。
App Storeにアクセスして「
Wearsafe Personal  Safety
」と検索し、アプリをインスト
ールします。

両方のアプリをインスト 
ールした後、iPhone の 
Watch アプリを開き、下
部の「マイウォッチ」タブ
に移動し、Wearsafeアプ
リまでスクロールします。

Wearsafe の設定画面を
開き、「Apple Watch にア
プ リを表示する」という
スイッチを有効にします。

以上で、ウォッチは 
Wearsafe とペアリング
されました。確認する
には、Wearsafe アプリ
のメインメニューから「
デバイス」にアクセスし
ます。ウォッチ が他のデ
バイスとともに一覧表
示されているはずです。

Wearsafe ユーザーマニュアル

Apple Watch では、Wearsafe のコンプリケーションを使用して、ウォッチフェイスからアラートを送信することができます。以下の手順に 従って、
Wearsafe アプリをウォッチにダウンロードし、アラートを送信するように設定してください。
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Apple Watch のペアリング（続き）
このステップでは、Wearsafe コンプリケーションをウォッチフェイスに追加する方法を説明します。�� ページの指示に従って Apple Watch のペ
アリングを行 った後、ウォッチのメイン画面に進みます。次に�� ページの、ウォッチでアラートを送信する方法に進んでください。

Wearsafe ユーザーマニュアル

Apple Watch のウォッチ
フェイ スディスプレイを
長押しして、 カスタマイ
ズメニューを開きま す。

左右にスワイプしてフェイ 
スを選択し、「カスタマイ 
ズ」ボタンをタップします。

Wearsafe に変更したいコン 
プリケーションをタップし、 
デジタルクラウンを回して 
Wearsafe アプリを探します。

デジタルクラウンを回し変更
を保 存して、ウォッチフェイス
をタッ プして配置します。こ
れでウォッ チフェイスに
Wearsafe が追加されます。

��



オーディオアクティベーションの有効化
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iPhone での Siri オーディオアクティベーションの有効化
音声でアラートを送信できるようにするには、以下の手順に従ってください。アカウント設定中に最初の画面が表示されない場合は、メインメニ
ューから「デバイス」をタップすることで � 番目の画面を表示することができます。

Wearsafe ユーザーマニュアル

「オーディオアクティベーション
を有効にする」をタップします。

「オーディオショートカットを有効に
する」セクションの下にある「チェッ
クインを送信する」をタップします。

「オーディオショートカットを有効にする」というラベ
ル の下にある「レッドアラートを送信」をタップします。

レッドアラート送信するためのデフォルトの 
フレーズを使用するか、お好みのフレーズを 
入力し、「Siriに追加する」をタップします。

完了すると、両方のショートカ
ットが 「有効」と表示されます。

チェックインを送信するためのデフォルトの
フレーズを使 用するか、お好みのフレーズ
を入力し、「Siriに追加する」 をタップします。



Amazon Alexa に Wearsafe のスキルを追加する
Wearsafe アカウントと Amazon Alexa デバイスを連携させて、音声コマンドを使ってチェックインやレッドアラートを送信することができます。
以下 のステップに従ってアカウントをペアリングし、本マニュアルの �� ページを確認してアラートを送信する方法に進みます。

Wearsafe ユーザーマニュアル

スマートフォンで「Amazon Alexa」を
App Store または Google Play ストア
で検索して、 インストールしてください。

Amazon Alexa アプリで「も
っと見る」か ら「スキル・ゲ
ーム」をタップてください。

「Wearsafe」を検索してください。 「有効にして使用する」
をタップしてください。

Wearsafe アカウントの電話番号
とパスワ ードを入力してください。

Amazon デバイスの場
所を入力してください。

これでアカウントがリンクされます。確認する
場合、 Wearsafe アプリの「デバイ ス」ページに
移動してください。Amazon デバイスが他のデ
バイスとともに一覧 表示されているはずです。

��



Google Assistant デバイスの有効化
Wearsafe アカウントをGoogle アカウントにリンクして、Google Assistant の音声コマンドを使ってチェックインやレッドアラートを送信するこ
とができます。以下のステップに従ってアカウントをリンクし、本マニュアルの �� ページを確認して、アラートを送信する方法に進みます。

Wearsafe ユーザーマニュアル

「Google Assistant」を開き、右
下の Explore のコンパスのア
イコンをタップ してください。

Wearsafe アカウントの電話番号
と パスワードを入力してください。

Google Home デバイスの
場所を入 力してください。

これで、Wearsafe とGoogle ア
カウン トがリンクされます。

確認するには、Wearsafe アプリの「デバ
イ ス」ページにアクセスしてください。 
Google アカウントが他のデバイスとと
もに 一覧表示されているはずです。

検索バーに「Wearsafe」
と入力し てください。

「Wearsafe との通信」 「はい」をタップして、Google ア カウントと
Wearsafe アカウントを リンクしてください。

��



アラート機能とアラートの仕組み
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チェックインメッセージのカスタマイズ
緊急連絡先にチェックインを送信する際のメッセージをカスタマイズできます。

Wearsafe ユーザーマニュアル

メニューボタンをタップして「連
絡先と設定」をタップします。

「アラート設定」セクションにあ
る「アラート E メールをカスタ
マイズする」をタップします。

ご希望のチェックインのメッセー
ジを入力し、左上の「設定」ボタン
をタップして画面を終了します。

伊藤 静江
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アラートの仕組み

�.   アラートを送信します
ご希望のアラート方法でチェックインまたはレッドアラートを
送 信します。

�.   指定された緊急連絡先に通知されます
緊急連絡先には、アラートを送信したことを知らせる E メー 
ルとテキストメッセージが届きます。

�.   デバイスが通知します
アラートを送信するために使用されるデバイスに応じて、振
動、 視覚、音声による通知が行われます。また、緊急連絡先が
レッドアラートを閲覧すると通知されます。

�.   緊急連絡先が助けを届けます
緊急連絡先は、チャットを使用して、あなたを助けるための最
善の方法についてやり取りできます。契約に含まれる場合、専
門の見守りサービスとも連携できます。

�.   アラートを停止します
問題が解決したら、ホーム画面のスライダーを使うか、アラー
ト ページから「アラートを停止する」ボタンを押してアラート
を停止 することができます。確認としてアラートの PIN を入
力します。

Wearsafe は � 種類のアラートを提供しています：チェックインとレッドアラートです。チェックインは、アラートが送信された時に位置情報を共
有する � 回限りの通知です。これらは一般的に、緊急連絡先に無事を知らせたり、目的地に無事に到着したことを知らせたりするために使われ
ます。レッドアラ ートは持続的なアラートであり、アラートが終了するまで位置情報を更新し、周囲の音声を録音し続けます。緊急時に使用した
り、緊急連絡先に助けが必要なことを知らせるために使用します。

��
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Wearsafe アプリでのアラート送信

チェックインの送信方法
ホーム画面の「チェックイン」ボタンをタップします。チェックインはすぐに送信されます。ホーム画面にチェックインが送信されたことの確認が
表示 され、プッシュ通知が届きます。

レッドアラートの送信方法
ホーム画面の「レッドアラート」ボタンを右にスライドさせます。即座にレッドアラートが発信されます。アラートスライダーが赤くなり、レッドア
ラ ートが発動したことを確認するプッシュ通知が届きます。

Wearsafe アプリのメインメニューから、両方のタイプのアラートを送信することができます。メニューボタンをタップして「ホーム」をタップします。 

��
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Siri でのアラート送信
Wearsafe アプリは Siri と統合されており、音声コマンドでチェックインやレッドアラートを送信することができます。まだ Siri を設定していない
場合は、 本マニュアルの �� ページをご覧ください。一度設定しておくと、Wearsafe アプリのメインメニューの「デバイス」の部分にオーディオシ
ョートカットが表 示されます。

Wearsafe アプリのメインメニューから「デバイ
ス」画面に移動します。オーディオショートカッ
トは「有効」と表示されている必要があります。 
表示されていない場合は、本マニュアルの �� 
ページに従って設定してください。

チェックインを送信するには：
「Hey Siri、Wearsafe でチェックインを送って」と言ってください。

レッドアラートを送信するには：
「Hey Siri、Wearsafe でアラートを送って」と言ってください。

アラートが送信されると Siri が教えてくれます。

��
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オーディオアクティベーション型デバイスでのアラート送信

Amazon Alexa の利用 Google Home の利用

Amazon Alexa アカウントにWearsafe スキルをまだ追加していない場合は、このマニュアルの �� ページを参照してください。Google アカウン
トとWearsafe アカ ウントをリンクしていない場合は、�� ページを参照してください。お持ちでないデバイスやアカウントタイプの場合、これらの
指示をスキップすることができます。

Wearsafe アプリのメインメ 
ニューから「デバイス」画面 
にアクセスし、Amazon  
Alexa スキルが有効になっ
て いることを確認します。有
効 になっていない場合は、
本マ ニュアルの �� ページ 
に従ってください。

アラートを送信するには次
の ように言ってください：

「Alexa、Wearsafe でチェッ 
クインを送って。」

「Alexa、Wearsafe でレッド 
アラートを送って。」

アラートが送信されると、 
Alexa が教えてくれます。

Wearsafe アプリのメインメ
ニ ューから「デバイス」画面
にア クセスして、Google 
Assistant のスピーカーや
ディスプレイが リンクされ
ていることを確認し ます。
有効になっていない場合 は
、本マニュアルの �� ページ 
に従ってください。

アラートを送信するには次のよ
う に言ってください：

「Hey Google、Wearsafe を開い
て チェックインを送って。」

「Hey Google、Wearsafe を開い
て レッドアラートを送って。」

アラートが送信されると、
Google が教えてくれます。

��
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スマートウォッチでアラートを送信
Wear OS や Apple Watch などのスマートウォッチをお持ちの方は、ウォッチで Wearsafe アプリを開くか、ウォッチフェイスの Wearsafe コン プ
リケーションを使用して、チェックインやレッドアラートを送信することができます。ウォッチで Wearsafe アプリからアラートを送信する操作は、 
watchOS でも Wear OS でも同様の操作で行うことができます。ウォッチで Wearsafe アプリを開き、「チェックイン」か「レッドアラート」のどちら
か をタップするだけです。ウォッチフェイスのコンプリケーションを使用してアラートを送信したい場合は、ウォッチフェイスの緑のチェックインま
たは 赤のレッドアラートのコンプリケーションをタップして Wearsafe ウォッチアプリを起動し、直ちにアラートを送信できます。スマートウォッチ
の設定は、Wear OS ウォッチの場合は �� ページ、Apple Watch の場合は ��～�� ページをご覧ください。

ウォッチでWearsafe アプ
リを 開いた後、「チェック
イン」ま たは「レッドアラ
ート」ボタン をタップして
アラートを開始し ます。

レッドアラートを開いた
場合、 カウントダウンが
始ま ります。チェックイ
ンを開いた 場合は、すぐ
に送信されます。

レッドアラートタイマーが
終了 すると、レッドアラー
トが送信 されます。チェッ
クインでは、 送信中であ
ることを知らせる同 様の
画面が表示されます。

レッドアラートやチェック
インが 送信されると、アプ
リから通知さ れます。レッ
ドアラートを発信し た場
合は、安全を確保でき次
第、 スマートフォンで停止
させる必要 があります。

��
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アラートへの対応
アラートは、ウェブブラウザや Wearsafe アプリで確認することができます。すべての緊急連絡先が、メールやＳＭＳで送信されたリンクから 
Wearsafe ブラウザのインターフェイスを使用して確認できます。レッドアラートは、リアルタイムの GPS 位置情報を示す地図、グループチャット、
アラートを通知されたすべての緊急連絡先を表示します。チェックインは、Google マップ上で閲覧可能なユーザーの位置情報を � 回限り（更新
なし）で表示します。

地図は、レッドアラートを閲覧し
た緊急連絡先に最初に表示され
る画面です。レ ッドアラートはリア
ルタイムの GPS位置情報を送信
するため、ユーザーの居場所を継
続的に把握できます。チェックイ
ン時には地図画面上のピン留め
された位置情報のみが表示され
、ユーザーがチェックインを送信
した時の位置情報を共有します。

レッドアラートにはチャッ
ト機能もあります。緊急連
絡先は、ユーザーを助け
るための方法を相談でき
ます。この画面はチェック
インでは表示されません。

レッドアラートは緊急連絡先も
共有します。レッドアラートの
通知を受けたすべての緊急連
絡先が表示され、オンラインで
アラートを閲覧したかどうかが
わかります。この画面はチェッ
クインでは表示されません。
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アラートを停止する
発信中のレッドアラートは、安全を確保でき次第、アラートを停止することでオフにする必要があります。緊急連絡先に位置情報が送信されると、
チェックインは自動的に終了します。チェックインは、レッドアラートのようにリアルタイムのGPS 位置情報を更新する継続的なアラートではなく
、緊急連絡先同士をつなげることもありません。

Wearsafe ユーザーマニュアル

レッドアラートを停止するには � つ
の 方法があります。ユーザーは 
Wearsafe アプリでアラートを開き、
マップ画面 右下の「アラートを停止
する」ボタン をタップします。�� ペ
ージに示すよう に、緊急連絡先に
はこのボタンは表示 されません。

ユーザーは、Wearsafe アプリの
ホーム 画面に移動し、レッドア
ラートのスライ ダーを左にスラ
イドさせることで、レッ ドアラー
トを停止することもできます。

レッドアラートの終了を確認する
には、 ユーザーはアラート PIN 
を入力する必要 があります。アラ
ート PIN の詳細につい ては、� 
ページを参照してください。
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トラブルシューティングガイド
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トラブルシューティング、よくある質問、サポートへのお問い合わせ
設定の問題

Wearsafe ユーザーマニュアル

テキストメッセージに連絡コードが届きません。
正しい電話番号が入力されているかご確認ください。電話番号を更新した場合や、テキストメッセージを紛失したと思われる場合は、コード入
力画面の「コー ドを再送」ボタンをご利用ください。ネットワークの状況によっては、テキストメッセージの配信に最大 � 分かかる場合があります
。����� に「START（開 始）」と送信して、テキストの受信を開始します。

アクティベーションコードを持っていません。
アクティベーションコードは、元のパッケージの内側に印刷されたカードに記載されているか、購入時に E メールで送信されます（長さ �� 文字
）。カードや E メールを受け取っていない方は、領収書を添えて support@wearsafe.com までご連絡ください。ビジネスユーザーは、アカウント
の資格情報またはアクティ ベーションコードについて、Wearsafe アカウントマネージャーに連絡する必要があります。

アカウントの問題
緊急連絡先にテキストや E メールが届きません。
招待が E メールで送信された場合は、緊急連絡先の迷惑メールフォルダを確認してください。それでも招待が見つからない場合は、使用した連
絡先情報が正しいことを確認し、Wearsafe アプリで招待を再送してください。

  �.     画面左上のメニューボタンをタップします
  �.    「連絡先と設定」をタップします
  �.    アラートタイプのいずれかで緊急連絡先のアイコンを見つけます
  �.   「保留中」と書かれた緊急連絡先のアイコンをタップします
  �.    連絡先情報を確認します
  •    正しければ、「招待の再送信」をタップします
  •    間違っている場合は、「削除」をタップします。�� ページに従って、正しい電話番号とE メールアドレスを使用して 緊急
       連絡先を招待してください。



アラートの問題

Wearsafe ユーザーマニュアル

緊急連絡先は私のアラートを受信していないのに、私自身は受信しました。
Wearsafe アプリで、画面左上のメニューボタンをタップし、「連絡先と設定」をタップして、送信したアラートのタイプを受信するように緊急連絡
先が設定されていることを確認します。設定されていなければ、以下を行います：

  �.     連絡先の名前をタップします
  �.    アラートタイプをタップすると、白色以外の色が表示されます
  �.    「完了」をタップします

緊急連絡先がアラートを開こうとしても、閲覧できませんでした。
Wearsafe のアラートは、停止されてから最大 � 時間まで連絡先が閲覧可能です。チェックインリンクは、いつでもアクセスできます。古いアラー
トへのリンク は、デバイスユーザーのプライバシーのためにアクセスできないようになっています。アカウント所有者は、デバイスユーザーのプラ
イバシーを保護するために アラートデータが削除されるまでの最大 �� 日間のみ、アラートを閲覧することができます。
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