
 

 

4章 PALROともっと楽しく生活しよう 
この章では、日々の生活の中で、PALROともっと楽しく、もっ

と便利に過ごすために役立つ特技やツールなどの使い方に

ついて説明します。 
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4-1 PALROにニュースや天気予報を読ませる 
PALRO がインターネットに接続していれば、最新のニュースや天気予報などの情報を読ませることができま

す。ここでは、PALRO に天気や任意のニュースを話させるための設定手順について説明します。  

都道府県を設定する 
PALRO に特定の場所の天気予報を読ませるために、PALRO Fwappar で都道府県を設定しま

す。ここでの設定は、PALRO との会話の中で、天気の話題になったときに影響します。 
 

 
 ここでは、iPad を使用して説明していますが、iPhone や Android 端末、Windows

パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンをタップしたときに反映されます。 
 天気予報の「地域の選択」を設定すると、より細かな地域の天気を読みます。 

 

 

 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［情報］アイコンをタップします。 

  

 「情報」画面が表示されます。 



 

   4 章 PALRO ともっと楽しく生活しよう 115 

 2. 「住んでいるところ」で、PALRO に天気予報を読ませたい都道府県を選択
して、［戻る］ボタンをタップします。 

  

 「情報」の設定が変更されます。 
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ニュースと天気予報を設定する 
「ニュースを読んで。」「天気を教えて。」のように PALRO に話しかけて PALRO に任意のニュー

スや任意の地域の天気予報を読ませるには、PALRO Fwappar でニュースと天気予報を設定し

ます。 
 

 
 ここでは、iPad を使用して説明していますが、iPhone や Android 端末、Windows

パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンをタップしたときに反映されます。 
 天気予報の「地域の選択」が「未設定」の場合、「住んでいるところ」で指定した都

道府県の県庁所在地の天気を読みます。 
 ニュースの RSS が設定されていなければ、週刊のトピックスニュースを読みます。 

 

 

 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。 

  

 「特技」画面が表示されます。 
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 2. 特技の一覧に表示されている「ニュースや天気を伝える」の［設定］ボタン
をタップします。 

  

 「ニュースや天気を伝える」画面が表示されます。 
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 3. 「地域の選択」で、PALROに天気予報を読ませたい地域を選択します。 

  

 
初期状態では、「地域の選択」が「未設定」になっています。「地域の選択」では

都道府県のより細かな地域を選択することができます。 

 4. 「RSS フィード」で、PALRO に読ませたいニュースの RSS を設定して、
［戻る］ボタンをタップします。 

  

 設定が変更されます。 
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4-2 PALROにメールやスケジュールを話させる 
PALRO にメールの情報や Google カレンダーに登録されているスケジュールを話させるための設定手順に

ついて説明します。  

メールの情報を話させる 
あなたが使用しているメールの情報を設定しておくと、新着メールがあったときに、PALRO が差

出人や件名を話します。 
PALRO にメールの情報を話させるには、PALRO にあなたの顔を見せる方法と、「メール教え

て。」と話しかける方法の 2 つがあります。 
 

 
PALRO は、メールを話すように設定されているともだちに対してのみ、設定されてい

るメールアドレスの新着メール情報を話します。ほかのともだちにメールの情報を話す

ことはありません。 

 

 

▍メールの設定手順(Gmailの場合) 
PALRO にメールの情報を話させるための設定は、PALRO Fwappar で行います。 
 PALRO Fwappar のインストール方法や基本的な操作方法については、『2-2 PALRO Fwappar の基本』

を参照してください。 
 

 
 ここでは、iPadを使用して説明していますが、Android端末やWindows パソコン／

Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンまたは、［連携する］をタップしたときに反映

されます。 
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 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。 

  
 「特技」画面が表示されます。 

 

 2. 特技の一覧に表示されている「メールを伝える」の［設定］ボタンをタップ
します。 

  
 「メールを伝える」画面が表示されます。 
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  3. 「Googleアカウント ログイン」の［Sign in with Google］ボタンをタッ
プします。 

 
「メールサービスのプロバイダー」で【Gmail】が選択されていると、「Google ア

カウント ログイン」の項目が表示されます。 

  

 設定開始の確認画面が表示されます。 

 

 4. ［はい］をタップします。 

  

 「Google アカウントでログイン」画面が表示されます。 
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 5. Googleアカウントのメールアドレスを入力して[次へ]をタップします。 

  

 パスワード入力画面が表示されます。 

 

6. Googleアカウントのパスワードを入力して[次へ]をタップします。 

  

 PALRO へのアクセス許可画面が表示されます。 
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 7. PALROにアクセスを許可するために、「続行」ボタンをタップします。 

  
 PALRO が認証を行うための認証コードが表示されます。 
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 8. [コピー]をタップ後、「完了」ボタンをタップして、「メールを伝える」画面に
戻ります。 

  

 「メールを伝える」画面が表示されます。 

 

 9. 「認証コード」の入力ボックスに、前項でコピーした認証コードを貼り付け
して、「連携する」ボタンをタップします。 

 
 連携が完了すると、「Gmail につながっています」と表示されます。 

 



 

   4 章 PALRO ともっと楽しく生活しよう 125 

 10. その他の設定をして、［戻る］ボタンをタップします。 
 設定項目については、『メールの設定項目』を参照してください。 

  

 「メールを伝える」特技が設定されます。 

 

▍メールの設定項目 
 

No. 項目 内容 

➊ メールを伝える≪ともだ

ち≫の名前 
誰にメールの着信を知らせるかを設定します。 
オーナーを含め、ともだちを設定することができます。 

➋ メールサービスのプロバ

イダー 
選択できるメールサービスのプロバイダーは、以下の 4 つです。  
 Gmail 
 Yahoo メール 
 Aol 
 その他のメールサービス 

➌ Google アカウントログイ

ン 
Google アカウントにサインインし、認証コードを取得します。 

➍ 認証コード 認証コードを入力し、連携を行います。 
 

 
「Gmail」以外を選択した場合は、『メールの設定手順(Gmail 以外の場合)』を参照して

ください。 

 

 

メールを伝えるともだちをPALROが忘れないようにするには 
PALRO は、あまり見かけないともだちを忘れてしまうことがあります。「メールを伝えるともだ

ち」には、利用者やよく会うともだち、贈り主を設定するとよいでしょう。 

 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 
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▍メールの設定手順(Gmail以外の場合) 
PALRO にメールの情報を話させるための設定は、PALRO Fwappar で行います。 
 PALRO Fwappar のインストール方法や基本的な操作方法については、『2-2 PALRO Fwappar の基本』

を参照してください。 
 

 
 ここでは、iPad を使用して説明していますが、iPhone や Android 端末、Windows

パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンをタップしたときに反映されます。 
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 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。 

  

 「特技」画面が表示されます。 

 2. 特技の一覧に表示されている「メールを伝える」の［設定］ボタンをタップ
します。 

  

 「メールを伝える」画面が表示されます。 
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 3. メールの設定をして、［戻る］ボタンをタップします。 
 設定項目については、『メールの設定項目』を参照してください。 

  

 「メールを伝える」特技が設定されます。 

 

▍メールの設定項目 
 

No. 項目 内容 

➊ メールを伝えるともだち

の名前 
誰にメールの着信を知らせるかを設定します。 
贈り主、利用者、ともだち全員を設定することができます。 

➋ メールアドレス 使用しているメールアドレスを入力します。 

➌ パスワード 使用しているメールのパスワードを入力します。 

➍ メールサービスのプロバ

イダー 
選択できるメールサービスのプロバイダーは、以下の 4 つです。  
 Gmail 
 Yahoo メール 
 Aol 
 その他のメールサービス 

 

 
 「Gmail」を選択した場合は『メールの設定手順(Gmail の場合)メールの設定手順

(Gmail の場合)』を参照してください。 
 「その他のメールサービス」を選択した場合、受信メールサーバー設定を入力する

必要があります。 

 

 

メールを伝えるともだちをPALROが忘れないようにするには 
PALRO は、あまり見かけないともだちを忘れてしまうことがあります。「メールを伝えるともだ

ち」には、利用者やよく会うともだち、贈り主を設定するとよいでしょう。 
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▍PALROに顔を見せてメールの情報を話させる手順 
設定したメールアドレスに新着メールがあるときに、PALRO にメールの設定手順で設定したとも

だちの顔を見せると、PALRO は以下のようにメールの情報を話します。 

 
 

伝えて。 

＜メールの件名＞が○○さんから 
□時に届きました。 

〇〇さん、 
新着メールが△件ありますよ。 
お伝えしましょうか？ 
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▍PALROに話しかけてメールの情報を話させる手順 
PALRO に話しかけることで、新着メール情報を話させることができます。 
 

 
PALRO がメールの情報を話すタイミングで別の特技が動いていると、新着メール情

報を話すことができない場合があります。 

 

 

 PALROはインターネットに接続されていますか？ 
 PALRO をネットワークに接続する方法については、『1 章 PALRO をインターネットに接続

しよう』を参照してください。 

 

 

 1. PALROに「メールを教えて。」と話かけます。 
 PALRO があなたの顔を見て、メールの情報を話すように設定されているともだちかどうかを確認しま

す。あなたが設定されているともだちであることを確認すると、PALRO はメールの情報を話します。 

  
 

 
 PALRO がお使いのメールアドレスにアクセスするために、メールサービス

の設定変更が必要な場合があります 
メールの設定項目を正しく設定してもメールの受信に失敗する場合、メール

サービスの設定をご確認ください。詳しくは、お使いのメールサービスにお

問い合わせください。 
 新着メールがある場合、PALRO は最新の 3 件の差出人名と件名、その他

のメール件数を話します。 
 件名が空白のメールがあると、PALRO は件数を正しく数えることができま

せん。 

 

メールを教えて。 

メールですね。 
○○さん、新着メールをチェックする
のでちょっと待ってくださいね。 
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Googleカレンダーの情報を話させる 
特定の Google アカウントと連携することで、PALRO に Google カレンダーのスケジュールを話さ

せることができます。 

PALRO は、PALRO Fwappar で設定したタイミングで、まわりのひとにスケジュールを話します。 

 

▍スケジュールの設定手順 
PALRO に Google カレンダーの情報を話させるための設定は、PALRO Fwappar で行います。 
 PALRO Fwappar のインストール方法や基本的な操作方法については、『2-2 PALRO Fwappar の基本』

を参照してください。 
 

 
 ここでは、iPad を使用して説明していますが、iPhone や Android 端末、Windows

パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンをタップしたときに反映されます。 

 

 

 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。 

  

 「特技」画面が表示されます。 
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 2. 特技の一覧に表示されている「スケジュールを伝える」の［設定］ボタンを
タップします。 

  

 「スケジュールを伝える」画面が表示されます。 

 3. 「Googleアカウント ログイン」の［Sign in with Google］ボタンをタッ
プします。 

  

 設定開始の確認画面が表示されます。 
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 4. ［はい］をタップします。 

  

 「Google アカウントでログイン」画面が表示されます。 

 5. Googleアカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して、［次へ］ボ
タンをタップします。 

  

 パスワード入力画面が表示されます。 

 6. Googleアカウントのパスワードを入力して[次へ]をタップします。 

   

 PALRO へのアクセス許可画面が表示されます。 
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 7. PALROにアクセスを許可するために、［続行］ボタンをタップします。 

  
 PALRO が認証を行うための認証コードが表示されます。 

 8. [コピー]をタップ後、「完了」ボタンをタップして、「スケジュールを伝える」
画面に戻ります。 

  

 「スケジュールを伝える」画面が表示されます。 
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 9. 「認証コード」の入力ボックスに、前項でコピーした認証コードを貼り付け
して、「連携する」ボタンをタップします。 

  

 連携が完了すると、「Google カレンダーにつながっています」と表示されます。 

 10. その他のスケジュールの設定をして、［戻る］ボタンをタップします。 
 設定項目については、『スケジュールの設定項目』を参照してください。 

  

 「スケジュールを伝える」特技が設定されます。 
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▍スケジュールの設定項目 
「スケジュールを伝える」画面には、以下の設定項目があります。 
 

No. 項目 内容 

➊ Google アカウントログイン Google アカウントにサインインし、認証コードを取得します。 

➋ 認証コード 認証コードを入力し、連携を行います。 

➌ お知らせするタイミング PALRO がスケジュールを教えてくれるタイミングを、［5 分前］

［10 分前］［15 分前］［30 分前］［60 分前］から選択します。 

 

▍PALROからスケジュールを聞く手順 
PALRO は、PALRO Fwappar で設定したタイミングで、Google カレンダーのスケジュールを話し

ます。 

 

 

そろそろ、○○の時間でーす！ 
5分後、14:10から、始まりますよ。 
忘れないようにしてくださいね。 
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▍PALROに話しかけてスケジュールを話させる手順 
PALRO に話しかけることで、今日のスケジュールを話させることができます。 
 

 
PALRO がスケジュールの情報を話すタイミングで別の特技が動いていると、スケ

ジュールを話すことができない場合があります。 

 

 

 PALROはインターネットに接続されていますか？ 
 PALRO をネットワークに接続する方法については、『1 章 PALRO をインターネットに接続

しよう』を参照してください。 

 

 

 1. PALROに「スケジュールを教えて。」と話かけます。 
 Google カレンダーに登録されているスケジュールがある場合、PALRO はスケジュールの情報を話

します。 

  

 
明日のスケジュールを知りたいときは、PALRO に「明日のスケジュール教え

て。」とリクエストしてください。 

 
 

スケジュールを 
教えて。 

スケジュールですね。 
ちょっと待ってくださいね。 
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4-3 PALROで写真や音楽を扱う 
PALRO は、写真を撮影したり、音楽を再生したりすることができます。ここでは、PALRO で音楽や写真を扱

う方法について説明します。  

PALROに写真を撮影させる 
PALRO は撮った写真をメールで送信します。 

▍写真撮影の設定手順 
写真を撮るために必要な設定は、PALRO Fwappar で行います。 
 PALRO Fwappar のインストール方法や基本的な操作方法については、『2-2 PALRO Fwappar の基本』

を参照してください。 
 

 
 ここでは、iPad を使用して説明していますが、iPhone や Android 端末、Windows

パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンをタップしたときに反映されます。 

 

 

 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。 

  

 「特技」画面が表示されます。 
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 2. 特技の一覧に表示されている「写真を撮る」の［設定］ボタンをタップしま
す。 

  

 「写真を撮る」画面が表示されます。 

 3. 写真撮影のための設定をして、［戻る］ボタンをタップします。 
 設定項目については、『写真撮影の設定項目』を参照してください。 

  

 「写真を撮る」特技が設定されます。 
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▍写真撮影の設定項目 
「写真を撮る」画面には、以下の設定項目があります。 
 

No. 項目 内容 

➊ 写真の送り先のメールア

ドレス 
PALRO が撮った写真を送信するメールアドレスを入力します。 
［テストメールを送る］ボタンをタップすると、テストメールを送信し

て、メールアドレスへ正しく送信されるかどうかを確認することがで

きます。  

 
送信メールアドレスとして、「PALRO のメールアカウ

ント」が設定されている必要があります。 
 PALRO のメールアカウントについては、『2-5 PALRO の

情報を見る／設定する』の『PALRO のメールアドレスを

設定する(Gmailの場合)』『PALROのメールアドレスを設

定する（Gmail 以外の場合）』を参照してください。 
 

➋ 写真に名前を入れる ［オン］を選択すると、写真に写っているひとの名前がわかる場合

は、写真に名前が表示されます。標準では、［オン］が設定されて

います。 

 

 
写真の送り先のメールアドレスを設定しないと、「PALRO のメールアカウント」に設定

したメールアドレスへ写真を送信します。 
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▍写真を撮影する手順 
以下の手順で、PALRO に写真を撮影させることができます。 

 

 

 1. PALROに「写真を撮って。」と話します。 
 PALRO があたりを見回して、アングルを決めます。 

  

 PALRO がカウントダウンをして、写真を撮影します。 

  

 撮った写真は、PALRO Fwappar の設定に応じて、メールで送信されます。 

 

写真を撮って。 

はい。 

写真ですね。 
○○さん。撮ります。 
いいですか？ 

それじゃいきますよ。 
3、2、1… 

写真を送りますね。 
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音楽をかけさせる 
PALRO は、USB メモリーや内蔵メモリーに入っている MP3 形式の音声ファイルを再生すること

ができます。 

▍音楽再生の詳細設定手順 
音楽再生の詳細設定は、PALRO Fwappar で行います。 
 PALRO Fwappar のインストール方法や基本的な操作方法については、『2-2 PALRO Fwappar の基本』

を参照してください。 
 

 
 ここでは、iPad を使用して説明していますが、iPhone や Android 端末、Windows

パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンをタップしたときに反映されます。 

 

 

 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。 

  

 「特技」画面が表示されます。 
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 2. 特技の一覧に表示されている「音楽をかける」の［設定］ボタンをタップし
ます。 

  

 「音楽をかける」画面が表示されます。 

 3. 音楽をかけるための設定をして、［戻る］ボタンをタップします。 
 設定項目については、『音楽再生の設定項目』を参照してください。 

  

 「音楽をかける」特技が設定されます。 
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▍音楽再生の設定項目 
「音楽をかける」画面には、以下の設定項目があります。 
 

No. 項目 内容 

➊ 音楽ファイルの場所 どのデバイスの音声ファイルを再生するかを選択します。選択肢

は、以下の 2 つです。  
 USB メモリー 
 内蔵メモリー 

➋ 再生する方式 曲を再生する方法を選択します。選択肢は、以下の 2 つです。標

準では、［シャッフル］が選択されています。  
 ノーマル 

曲を収録順に再生します。 
 シャッフル 

曲を収録順ではなくランダムに再生します。 

➌ リピート再生 ［オン］に設定すると、➊で選択したデバイスの音声ファイルを連

続して自動再生します。標準では、［オフ］に設定されています。 

❹ 曲情報の読み上げ ［オン］に設定すると、曲の情報を PALRO が読み上げてくれま

す。標準では、［オン］に設定されています。 

 

▍音楽をかけさせる手順 
以下の手順で、PALRO に音楽をかけさせることができます。 

 

 

 1. PALROに「音楽をかけて。」と話します。 
 PALRO が右手をあげて、音楽の再生をはじめます。 

  

音楽をかけて。 

はい。 

音楽をかけます。 
いいですか？ 

♪♪♪ 

音楽ですね。 
では準備します。 
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 2. PALROの右手で音量調整と再生停止ができます。 
① 右手を上にあげます。 
 音が大きくなります。 

② 右手を下にさげます。 
 音が小さくなります。 

③ 右手を下にさげて、リラックスポジションの位置に戻します。 
 音楽の再生が停止します。 

  
 

 
音楽の再生中に PALRO を持ち上げている場合、右手を使用した音量調整と

再生の停止はできません。持ち上げているときに再生を停止したい場合は、

PALRO の頭に軽く手を置いてください。 

 
 

音楽を終わりますね。 
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4-4 役に立つ特技を知ろう 
ここでは、PALRO の楽しい特技や役に立つ特技について説明します。  

PALROに留守番させる 
PALRO には、「留守番」という特技があります。留守番中、PALRO は設定された時間になると自

動的にまわりの写真を撮影して、設定されたメールアドレスに送ります。 

▍留守番の詳細設定手順 
留守番の詳細設定は、PALRO Fwappar で行います。 
 PALRO Fwappar のインストール方法や基本的な操作方法については、『2-2 PALRO Fwappar の基本』

を参照してください。 
 

 
 ここでは、iPad を使用して説明していますが、iPhone や Android 端末、Windows

パソコン／Windows タブレットでも同じように設定することができます。 
 設定内容は、設定画面で［戻る］ボタンをタップしたときに反映されます。 

 

 

 1. PALRO Fwapparのメイン画面で、［特技］アイコンをタップします。 

  

 「特技」画面が表示されます。 
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 2. 特技の一覧に表示されている「留守番をする」の［設定］ボタンをタップし
ます。 

  

 「留守番をする」画面が表示されます。 

 3. 留守番の設定をして、［戻る］ボタンをタップします。 
 設定項目については、『留守番の設定項目』を参照してください。 

  

 「留守番をする」特技が設定されます。 
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▍留守番の設定項目 
「留守番をする」画面には、以下の設定項目があります。 
 

No. 項目 内容 

➊ 写真の送り先のメールア

ドレス 
PALRO が撮った写真を送信するメールアドレスを入力します。 
［テストメールを送信する］ボタンをタップすると、テストメールを送

信して、メールアドレスが正しいかどうかを確認することができま

す。  

 
送信メールアドレスとして、「PALRO のメールアカウ

ント」が設定されている必要があります。 
 PALRO のメールアカウントについては、『2-5 PALRO の

情報を見る／設定する』の『PALRO のメールアドレスを

設定する(Gmailの場合)』『PALROのメールアドレスを設

定する（Gmail 以外の場合）』を参照してください。 
 

➋ 写真を撮影する時刻の

設定 
「時刻指定 1」～「時刻指定 5」に、PALRO が写真を撮影する時

刻を設定します。 
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4-5 PALROでメディアを利用する 
音楽の再生や写真の保存などで、メディアを使用します。ここでは、メディアを取りつける方法、および取りは

ずすときの注意について説明します。  

PALROで利用できるメディアについて 
PALRO では、メディアを使用することができます。 

 

メディアの利用目的 

メディアの種類 用途 

USB メモリー  音楽の再生 
 バックアップ 

microSD カード  バックアップ 

 

メディアは、以下の条件にあてはまるものをご利用ください。 
 
メディアの動作条件 

メディアの種類 動作条件 

USB メモリー 4GB 以上、32GB 以下 
FAT16、FAT32 フォーマットかつ暗号化機能がないこと 

microSD カード 2GB 以上、32GB 以下 
FAT16、FAT32 フォーマット 
Class4 以上 

 

 
 すべての USB メモリー、microSD カードについて動作保証するものではありませ

ん。 
 USBメモリー、micrSD カードの取り扱いについては、各製品の取扱説明書を参照

してください。 
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USBメモリーを取りつける 
PALRO に USB メモリーを取りつける方法について説明します。 

 

 

 1. バックパネルの USBポートに USBメモリーを取りつけます。 

 
 PALRO に USB メモリーを取りつけるときは、PALRO をリラックスチェアか

ら降ろし、リラックスポジションにしてください。 
 PALRO に USB メモリーを取りつけるときは、PALRO が転倒しないように

しっかり押さえてください。 

 

 
USB メモリーは、PALRO が稼動状態のときに取りつけることができます。 

 

  
 

 
USBメモリーの取りはずしについて 
 USB メモリーは、PALRO が稼動状態のときに取りはずすことができます。 
 取りつけるときと同様に、PALRO から USB メモリーを取りはずすときは、

PALRO が転倒しないようにしっかり押さえてください。 
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microSDカードを取りつける 
PALRO に microSD カードを取りつける方法について説明します。 
 

 
microSD カードは、PALRO が稼動状態のときに取りつけることができます。 

 

 

1. PALRO を寝かせて、左腕をあげ、左わき腹部分にあるバッテリーカバーを
開けます。 

 

2. microSDスロットに、microSDカードを取りつけます。 
 

 
 microSD カードを差し込む方向が正しいかどうかを確認してください。 
 microSD カードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまで、まっすぐ

にゆっくりと差し込んでください。 
 

  

3. バッテリーカバーを閉じます。 
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4. PALROをリラックスチェアに座らせます。 
 
 

 
microSDカードの取りはずしについて 
 microSD カードは、PALRO が稼動状態のときに取りはずすことができます。 
 取りつけるときと同様に、PALRO から microSD カードを取りはずすときは、

PALRO 寝かせてください。 
 取りはずすときは、microSD カードを軽く押しこんでから手を離し、microSD カード

をまっすぐに引き出してください。 
 microSD カードを取りはずすときは、microSD カードが microSD カードスロットか

ら飛び出すことがありますので、ご注意ください。 
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