
Communicator 5
トレーニングカード



お客様の Communicator 5 トレーニングカードをご紹介します。このカードは、新しい
デバイスを使い始めるのに役立ちます。このカードに記載されているものは、日常的に
使用するためのアイディアと基本的な編集のステップバイステップの説明です。

Communicator 5 には、さまざまなコミュニケーションページやオンスクリーンキーボ
ードの他に、メール、テキストメッセージング、赤外線リモコンなどのための使いやすい
ツールがあります。
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QRコード

この文書ではQRコードを使用しており、Web アドレスを入力する必要な
く動画などの重要な情報にアクセスできるようにしています。

QR コードは、携帯電話やタブレットデバイスを使用してスキャンできま
す。情報は自動的にポップアップします。

デバイスに QR コードリーダーアプリがない場合は、下記の説明に従っ
て進めて下さい。

Android ユーザー
Google Play ストアから無料の QR コード
リーダーを入手できます。 QR スキャナー
や QR リーダーを検索して、いくつか見つ
けてください。

Windows ユーザー
Windows ストアから無料の QR コードリ
ーダーアプリをダウンロードします。「 QR 
スキャナー」や「 QR リーダー」を検索し
て、オプションを見つけてください。

iOS ユーザー
iOS 11, QR コードスキャニングが組み込
まれています。そこで、お客様がしなけれ
ばならないことはカメラアプリを開いて、 
QR コードに向けるだけです。そうすれば、
通知が表示されます。

iOS 11をまだアップデートしていない、ま
たはアップデートできない場合は、 QR コ
ードスキャナーアプリのダウンロードが必
要になります。アプリストアには、無料のも
のや有料のものが多数あります。
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サポートとトレーニング: http://creact.co.jp

テクニカルサポートの電話番号: 03-3442-5401

注意：まずご購入の販売代理店にお電話ください。　電話番号：

重要な情報
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Communicator 5 の用語集

ボタン
ユーザーが選択できるページ上のマス/
枠で、音声、文字、言葉や文章が記載され
ています。ボタンは設定を変更することも
できます。

ページ
ボタンのセットを1度に見ることができる
画面です。ページ上のボタンを別のペー
ジにリンク付けして新しいコンテンツを表
示できます。

ページセット
ページの集まりで、トピックに基づいてい
る場合がよくあります。たとえば、ページセ
ットは以下に関連したコンテンツに基づ
いている可能性があります。つまり、Eメー
ルの送受信やテキストメッセージの送受
信、一般的な語句やお気に入りのテレビ
番組に関連したコンテンツのあるページ
などのカスタマイズされたページなどで
す。ページセットは、1ページにしたり複数
ページにしたりできます。

ユーザー
ユーザープロファイルには、個人のページ
セット、設定、語句、連絡先がすべて含ま
れています。

ホームページ
ユーザーをキーボードやメールなどの別
のページセットにリンク付けする開始ペ
ージ(またはメインページ)です。
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入力方法
個人が画面上のボタンを有効化する方法
です。 Communicator 5 では以下の4つ
の選択肢があります。

Gaze Interaction 
視線を使ってデバイスにアクセスしま
す。

タッチ/マウス 
タッチ画面を押すか、マウスを左クリッ
クします。

マウスの保持 
一定時間ある領域の上でマウスカー
ソルを置いたままにします。こうすれ
ばマウスをクリックする必要がなくな
ります。

スキャン＆スイッチ 
スイッチを使ってハイライト表示され
たらボタンを選択します。
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Communicator 5 の用語集

クイックメニュー
自分のホームページを作成・編集したりす
る際に、最もよく使用する機能とコマンド
に簡単にアクセスできるようにします。こ
のメニューはタッチかマウスによってのみ
アクセス可能です。

別の方法で起動するには：
 ■ 右クリックします。

 ■ 画面を押し続けます。

単語予測
単語予測は、入力を早くするために、文法および綴りを使用する自動予測エンジンで
す。単語予測ボタンは、入力するごとに変化します。

設定
 ■ ユーザーはどんな入力方法でも[設定メ
ニュー]にアクセスできます。

 ■ [設定メニュー]を使用すると、音量、輝
度、入力設定、キーボード設定などを変
更できます。

 ■ [ホームページ]上の[設定]メニューにア
クセスしてください。

詳細設定
 ■ [詳細設定]はタッチかマウスでのみアク
セス可能な項目です。

 ■ [詳細設定]は[クイックメニュー]にあり
ます。

 ■ ここには以下の6つのタブがあります。
 � 入力

 � キーボードおよび言語

 � 音声

 � アプリケーション

 � ユーザー設定

 � システム

設定
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ホームページの編集

ホームページ上にあるアイテムは推奨アイテムです。必要に応じて、アイ
テムを削除したり、追加したりできます。

ページセットの削除：
[ホームページの編集]を選択します。.

ページセットの追加：
[すべてのページセット]を選択します。
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これらのステップへのアクセスはタッチかマウスを使用するしかありません。

クイックメニューを開きます。

[詳細設定]を選択します。

[システム]を選択します。

[ステータスバーを有効にする]を選択します。
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[文字によるコミュニケーション]を選択
します。

提供されたさまざまなページセットを
ブラウズします。

希望のアイテムを選択します。

[ホームページに追加]を選択します。

削除するアイテムを選択します。

[削除]を選択します。

ポップアップウィンドウで 
[削除]を選択して確認します。

2 2

3 3
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役に立つヒント
ホームページ上のステータスバーを有効にして、視線トラックステータス、
デバイスの電池使用量、Wi-Fi接続状況をすばやくモニタできるようにし 
ます。



Message Banking

Message Bankingとは、記録されたメッセージを通じてお客様自身の肉
声を保存する方法です。これらのメッセージは、あとでCommunicator 5
などの通信ソフトウェアで使用できます（日本語にはまだ対応していま
せん。）
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Message Bankingの基礎 
Tobii Dynavox Message Bankを使用すると、記録されたメッセージを収集して、まとめ
て、必要になるまで保存しておくことが無料でできるようになります。  メッセージは、こ
れらのメッセージを再生できるシステムにダウンロードして使用できます。

ステップ 1：記録して保存するメッセージの選択
重要な語句、メッセージ、お客様にとって重要なストーリーについて考える時間を少し
お取りください。

ステップ 2：メッセージの記録
メッセージを記録するには以下の2つの方法があります。

Communicator 5に直接メッセージを記録する方法。

高品質なデジタルレコーダーにメッセージを記録し、それをTobii Dynavox 
Message Bankにアップロードします。  Zoom H1 Portable Digital Recorderをお勧
めします。

ステップ 3：バンクされたメッセージをCommunicator 5にダウンロードします。

zipで圧縮したmessage bankファイルからお客様のwav音声ファイルをインポート
します。

録音した音声は「マイフレーズ」領域に自動的にインポートされ、[語句]ページに追
加されます。

メッセージはMessage Bankにお客様が割り当てたタグごとにカテゴリー化され、予
測で使用されます。

1

1

2

2

3

役に立つヒント
お客様の声を高品質で明確に保存できるように、できるだけ早くプロセス
を開始することが重要です。



よくある質問
Message Bankingの恩恵を受けるのは誰ですか?
筋萎縮性側索硬化症(ALS)、運動ニューロン疾患(MND)、パーキンソン病などの変性疾
患を持つ方全員、舌の全切除または咽頭の全切除を必要とされるかもしれない方、ま
たは挿管や呼吸器依存を必要とする病院での治療を予定されている方は、Message 
Bankingを必要とする方々です。 

デバイスを使用するたびにキャリブレーションする必要がありますか?
いいえ。お客様のキャリブレーションプロファイルは保存されます。  ただし、視線が正
確でないことがわかった場合は、トラックステータスを確認して、もし窓の隣などの非常
に明るい場所に座っている場合は、カーテンを閉めることを考えてください。お好きな
ときにいつでも再キャリブレーションできます。

デバイスのキャリブレーションに問題がある場合、何ができますか?
キャリブレーションのトラブルシューティングの上にあるQRコードをスキャンしてくだ
さい。

電話やテキストメッセージの送受信などの距離の離れた通信にデバイスを使用できま
すか？
はい! Communicator 5を使用してEメールやテキストメッセージを送信できます（日本
では電話機能はご利用になれません）。 

身体障がいがありコミュニケーションボードにタッチできない場合、解決策はあります
か？
はい! AACデバイスで選択できるさまざまな方法があります。これは、しばしばアクセス
方法とも称されます。画面にタッチできない方は、主な選択方法として、視線や、ヘッド
ポインターやスキャンを使用できます。  このコードをスキャンして、ハイテクの AAC デ
バイスでの入力(アクセス)方法に関する動画をご覧ください。
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一緒に見ていきましょう!

これらのアクティビティを活用してデバイスの使用に慣れてください。

避けるべき一般的なミス：
 ■ゼロから何かを作成する必要はありません。枠組みは構築済みです。そこ
で、Communicator 5ソフトウェアに慣れ親しんで、必要に応じてカスタマイズしてくだ
さい。

 ■ お客様自身やユーザーにプレッシャーをかけ過ぎないでくだい。最初から正確にすべ
てのタスクを完了することは実際にはありえません。間違っても大丈夫です。

 ■ あせらないでください。  視線入力は習得技術ですので練習が必要です。  必要に応じ
て必ず休憩をお取りください。

時間の節約：
 ■ 話をするためにデバイスをお使いの場合、大文字小文字の違いは問題になりません。

 ■ 略語や単語予測を必要に応じて活用してください。

 ■ 準備をすることが重要です。ユーザーが行なう多くの対話は予測可能です。そこで、重
要な語句を追加して、毎回入力せずにすばやくアクセスできるようにします。

 ■コミュニケーションのバックアップ方法があることを確認してください。
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Computer Access Options
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インタラクションメニュー(ユーザーが選
択したいと思う対象の周りに表示される
メニュー)を使用して、デスクトップアプリ、
インターネットなどのコンピュータ上のア
イテムとやりとりできるようにします。

どのようにしてこのソフトウェアにアクセス
できますか?
目を使用してTD Controlソフトウエアを
操作しコンピュータをコントロールしてく
ださい。 

キーボードの見た目はどのようになってい
ますか？

キーボードは、ユーザーが必要とすること
をすばやく、効率よくなるよう最適化する
ために特にデザインされました。

サイドメニューを使用して、デスクトップ
アプリ、インターネットなどのコンピュー
タ上のアイテムとやりとりできるようにし
ます。

どのようにしてこのソフトウェアにアクセス
できますか?
お客様の目またはスイッチを使用してデ
スクトップにアクセスします。

キーボードの見た目はどのようになってい
ますか？

Communicator 5 では、すぐに使い慣れ
ることができるさまざまキーボードレイア
ウトが利用できます。

どのようにすればタイピングのスピードがアップしますか?
両方のソフトウェアアプリケーションには単語予測が含まれていてユーザーのタイ
ピングスピードをアップします。単語予測はユーザーがよく使用する単語を学習しま
す。Communicator 5に保存した語句も利用可能です。 

どの言語が利用できますか?
両方のソフトウェアアプリケーションは複数の言語で利用可能です。最新情報について
は、tobiidynavox.comを確認してください。

Communicator 5  
Windows Access

このソフトウェアはどのように機能します
か?

TD Control
このソフトウェアはどのように機能します
か?

http://tobiidynavox.com


TD Control
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TD Controlは、新しい、 直感的な選択方法であり 「Interaction First」と呼
ばれています。ファイルやデスクトップリンクなどの使用したいアイテム
を選択して、それを使ってやりたいことを選択してください。

これはどのように動作しますか？
画面の周りを見回すと、お客様の視線を追いかける半透
明の円「トレース」が見えます。

アイコンやオンスクリーンボタンを使用するには、そのア
イテムを見てください。トレースが変化して、アクティベー
ターボタンを表示します。

フルメニューを表示するには、アクティベーターボタンを
見てください。スクロール、右クリック、キーボード、精度
の調整、クリックアンドドラッグ、左クリック、左ダブルクリ
ックをするために上から時計回りにアイコンがあります。

必要な機能を選択してください。たとえば、デスクトップ
からGoogle Chromeを開くには、ダブルクリックアイコン
を見て、アプリケーションを起動します。小さなターゲッ
トを目標としている場合は、必ず円の中心を見るように
してください。調整機能を使用してこれを達成することも
できます。

もっと多くのボタンを使用すると、以下のことができま
す。設定へのアクセス、キャリブレーション、視線を一時停
止する、連続クリックを使用する、アプリを切り替える、シ
ョートカットにアクセスするなどです。



Windows Access
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Windows Accessを使用すると、Communicator 5に組み
込まれている機能を使用してコンピュータをコントロー
ルできるようになります。

Windows Accessメニューバーは、画面の横または下部
に配置できます。

プログラムへのアクセス：
Windows Accessメニューの2ページで利
用可能な[プログラムの起動]を使用する
と、よく使うソフトウェアを起動できるよう
になります。

選択したプログラムの追加または変更に
ついては、Windows Access設定を通じ
て、追加や削除が可能です。

Windows Accessでのクリック
左クリック、右クリック、ダブルクリックが可能で
す。 2つの選択方法：

ホバー（停留）してクリ
ック：
クリックするために選
択したターゲットの
上でホバー(停留)し
ます。

ズームしてクリック：
ズームを開始するた
めに選択したターゲ
ットの上でホバー（停
留）します。ズーム時間
が終わったら、クリック
が実行されます。

Windows Access設定は、設定オプショ
ンの2ページ目に配置されています。
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読み上げ

会話ではキーボードのレイアウトに慣れてください。目
標は、できるだけ早く、効率よくコミュニケーションする
のに役立つことです。

練習ステップ：
キーボードで単語を入力し始めます(
家族の名前、お気に入りの場所など)。
さらに練習したい場合は、以下の質問
に対する答えを入力してください。
 ■ 好きな色は何色ですか？

 ■ どんな本を読みたいですか？

 ■ どのような種類の映画が好きです
か？

単語と語句の予測の練習：  
以下の質問に対する答えの入力を開
始します。1～2文字入力してから、単
語予測ボタンを確認して、その単語が
そこに予測されているかどうかを見て
ください。

 ■ どこの国に旅行したいですか?

 ■ 動物になれるとしたら、何になりたい
ですか？その理由は?

実生活でデバイスを使用します。以下
の状況で、キーボードと予測ボタンを
使う練習をしてください。
 ■ 昨夜または週末にしたことについて
情報を共有してください。

 ■ 最近のニュースについて話し合って
ください。
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以下のことをご存知ですか…
単語を多くに入力すればする
ほど、単語予測に表示されや
すい?

以下のことをご存知ですか…
別のキーボードレイアウトに
することができますか? キー
ボードレイアウトの変更カー
ドを参照してください。



Communicator 5から選択できるさまざまなキーボードレイアウトがあ
ります。

設定メニュー
[設定]を選択します。

[キーボードの設定]を選択します。キーボードレイアウトのさまざまなスクリーンシ
ョットが表示されます。メインのレイアウトは3つあります。(英語キーボードの説明
です。）

キーボードレイアウトの変更

キーボードを選択し、どのようにするかを見るために表示します。

選択したキーボードのタイプの構成の変更を希望する場合、[QWERTY/
ABC]を選択します。

以下の4つの選択肢があります。

 ■ QWERTYは、キーボード上で見られる標準のキーボードレイアウトです。

 ■ ABCはアルファベット順のレイアウトです。

 ■ スキャニングは、入力方法としてスイッチをお使いの方向けに最適化されたレイ
アウトです。

 ■ Pointerは、入力方法としてポインターをお使いの方向けに最適化されたレイアウ
トです。
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レギュラー(デフォルト) グリッド 大きいキー

構成 
(以下に記載)

QWERTY、 ABC、 SCAN、 
Pointer

ABC、SCAN、 
Pointer

ABC、SCAN、 
Pointer

予測 単語と語句の予測 なし 単語予測

ボタンのサイズ 小 中 大

キーガード いいえ はい はい

その他

複数行のメッセージと
テキストを作成するた
めの大きなメッセージ
ウィンドウです。

Eye Tracking
向けです。大
きなターゲッ

ト領域。

より大きなボタンを
必要とするユーザー
用の複数回選択に
よる文字入力です。
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マイフレーズ

マイフレーズページセットは、ユーザーのメッセージ履
歴とユーザー自身の語句を追加するためのスペースで
構成されています。重要なトピックに関する語句が事前
に保存されているために、メッセージをいちいち入力す
ることなくすばやくコミュニケーションできるようになり
ます。

ユーザーすぐにアクセスしたいと考えるカテゴリー(状況）と語句について考えてく
ださい。例えば、病院、面会、レストランにて、友人と集まるなど、が含まれています。

新しいカテゴリの追加：
 ■ [新しいカテゴリーの追加]を選択し
ます。

 ■ カテゴリー名に入力します。

 ■ [完了]を選択します。

新しい語句の追加：
 ■ 新しい語句のカテゴリーを選択しま
す。

 ■ [新しい語句の追加]を選択します。

 ■ 語句を入力します。

 ■ [完了]を選択します。

1

語句を追加したら、各語句を選択して、言っている内容と、置かれている場所に慣れ
てください。必要に応じて語句や場所を調整してください。

追加した語句の使用を練習して、必要に応じて続けて追加してください。3

2

役に立つヒント
さまざまな語句のカテゴリーが表示されない場合は、それらのカテゴリ
をインポートする必要があるかもしれません。語句をインポートするに
は、[Advanced Settings] > [キーボードおよび言語] > [語句] > [インポー
ト] を選択して、オンスクリーンプロンプトに従います。



Eメール

[Eメール]を使用すると、Eメールメッセージを簡単かつ
効果的に送受信、管理できるようになります。Eメールを
設定するために、画面にタッチできる人が必要になりま
す。

8

ステップ
[クイックメニュー] を開きます。

[詳細設定]を選択します。

[アプリケーション]を選択します。

[Eメール]を選択します。

[新規]を選択します。

お客様のEメールのプロバイダ(Gmail、Yahoo、Hotmail、Outlook、Live、GMX)を選
択します。お客様のEメールが一覧にない場合は、[手動で設定]を選択して、お客様
のEメールプロバイダに連絡して正しいサーバー情報を取得してください。

[次へ]を選択します。

[終了]と[Ok]を選択して、メニューを閉じます。

さあ、これで設定されました。やってみましょう!
Eメールを送信します。

Eメールを読みます。

Eメールに返信します。

1
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赤外線リモコン

赤外線リモコン機能を使用すると、テレビ、DVD、ラジオ
などのエンターテイメントデバイスを操作できるように
なります。追加の機器を使用して照明、ドア、装置などの
環境デバイスもコントロールできます。

デバイスに特定のコマンドを教えて赤外線機能を設定する必要があります。  
たとえば、テレビのために、電源、音量上げる/下げる、チャンネル上/下などが必要です。
お客様のホームページには、テレビ、DVDプレーヤー、ステレオ、ラジオの完全なリモコン
ページがあります。すべての機能が欲しくない場合に、ホームページに追加できるシンプ
ルなページがあります。

プログラムしたいデバイスのためにリモコンを用意します。

コミュニケーションデバイスを用意します。

リモコンページに進み、機能をプログラムしたいボタンを選択します。

プログラムされたコマンドがないことを示すポップアップが表示されます。

[はい]を選択して、新しいコマンドをプログラムします。

コミュニケーションデバイスの背面に置かれた赤外線
受信機にリモコンを向けます。

オンスクリーンプロンプト（指示）に従います。

完了したら、ページセットに戻ります。 

プログラムに成功したら、ボタンの色が変わります。

次のボタンに進む前に、ボタンを試してください。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

役に立つヒント
また、AlexaやGoogle Homeなどのスマートアシスタントを読上げで使用す
ることもできます。



カレンダー

カレンダーを使用すると約束とリマインダを設定できま
す。

9

ステップ
ホームページから[カレンダー]を選択します。

現在の日付が黄色にハイライト表示されます。

約束を追加するには：
 ■ 約束の日付に進みます。

 ■ [新規]を選択します。

 ■ 約束の名前を入力します。

 ■ 開始時間と終了時間を選択します。

 ■ リマインダを有効にすることができます。

1

2
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テキストメッセージング

Bluetoothを通じて携帯電話をデバイスに接続すること
でテキストメッセージを送受信できます。携帯電話を設
定するには、画面にタッチできる人が必要になります。

[クイックメニュー]にアクセスします。

[詳細設定]を選択します。

[アプリケーション]を選択します。

[携帯電話]を選択します。

お客様の電話に、Tobii Dynavox Beam アプリ(BETA)をインストールします。

アプリを実行して、[電話を接続する]を選択します。

Bluetoothをオンにして、お客様の電話とペアリングします。

これでお客様の電話は作動中です。試してみてください!
誰かにクイックメッセージを送ってください。その人にメッセージを送り返すように頼
んでください。そうすればこの機能が動作していることを確かめられます。 （日本では使
用できない場合があります。）
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マイテキストファイル

マイテキストファイルを使用すると長文のファイルを保存
できるようになります。例えば、日記、自分史、スピーチ、プ
レゼンテーションが含まれます。ここにファイル保存して
まとめることで、読み上げの開始や停止のためにファイ
ルに簡単にアクセスしたりコントロールしたりできるよう
になります。

10

新規テキストファイルの作成：
[新規]を選択します。

ファイルの内容を入力していきます。あとでこのファイルに名前を
付けます。

終了したら[完了]を選択します。

ポップアップが表示され、ファイル名とコンテンツが表示されま
す。初期設定では、入力した最初の部分がファイル名に表示され
ます。

 ■これを変更するには、ファイル名の隣のキーボードアイコンを
選択します。

 ■クリアボタンを選択します。

 ■ 新しいファイル名に入力します。

 ■ [保存]を選択します。

常にファイルに戻って編集できます。
左側の列にあるファイル名を選択します。

[編集]ボタンを選択します。

ドキュメントを編集したり、ファイルに追加したりします。

ファイルを読み上げるには：
左側の列にあるファイル名を選択します。

[文字の読み上げ]を選択します。

読み上げを停止するには、[読み上げの停止]を選択します。

1
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カメラと画像を使用して、写真を撮影
したり、保存したり、整理したりしてくだ
さい。

10

カメラとマイピクチャ

カメラで撮影した画像はデバイスのピクチャフォルダに自動的に保存され、自動的に画
像に表示されます。

画像はデバイス上のお客様のピクチャフォルダにアクセスします。  
以下でフィルタできます：
 ■ すべての画像

 ■ 最近追加されたもの

 ■ 日付

 ■ カメラ

 ■ フォルダ

[表示]を選択すれば、以下のことができます。
 ■ 画像を左右に回転させる

 ■ 説明を追加する

 ■ 印刷

 ■ 削除する

スライドショーが始まり、自動的に先に進めることにより順番に画像が表示されます。スラ
イドショーの表示ペースは、ゆっくり、普通、速いペースを選択できます。また、画像を手
動で前に進めることもできます。



音楽プレーヤー
音楽プレーヤーを使用するとデバイスから音楽を再生
できます。これは非常にシンプルな音楽プレーヤーなの
で、読み込むアルバムの数は3つか4つ未満にすること
をお勧めします。音楽を読み込むには、タッチするかマ
ウスを使用して[クイックメニュー]にアクセスできなけ
ればなりません。

追加機能

アラーム
ホームページ上の[アラーム]ボタンを使用して、迅速に
他の人の注意を引きます。

11

ホームページに音楽プレーヤーの追加が必要になります。説明についてはカード3番の
ホームページの編集を参照してください。
ソフトウェアに音楽を読み込む前に、音楽ファイルをデバイス上のフォルダにコピーし
て、次にそのファイルを音楽ライブラリに追加するか、すでにリストされているフォルダ
の１つにその音楽をコピーする必要があります。

[クイックメニュー]を開きます。

[詳細設定]を選択します。

[アプリケーション]を選択します。

[音楽プレーヤー]を選択します。

「音楽ライブラリを今すぐ再構成する」と示されているボックスにチェックマークを
入れます。そうすれば、ファイルは音楽プレーヤーに追加できるようになります。

[OK]を選択します。

[詳細設定]を終了します。
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バックアップ/エクスポートプロファイル

デバイスに何か起こった場合に備えて、個別のページセットとユーザーデ
ータのバックアップを取ることが非常に重要です。この機能はタッチかマ
ウスによってのみアクセス可能です。

[クイックメニュー]を開きます。

[詳細設定]を選択します。

[ユーザー設定]を選択します。

[インポート/エクスポート]を選択します。操作を支援するウィザードが開きます。

[選択した設定とデータのエクスポート]を選択します。

[次へ]を選択します。

[完全エクスポート]を選択します。(完全エクスポートは、ユーザーのページセット、
設定、録音済み音声/語句、連絡先、辞書および文法の設定をすべて収集します)。

[次へ]を選択します。

アーカイブに名前を付けます。ユーザーの名前と日付を使用することをお勧めします。

バックアップをどこに保存するかを選択します。バックアップは外付けのUSBメモリ
デバイスに保存することをお勧めします。
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myTobiiDynavox.com

myTobiiDynavoxに参加すると、次のことができるように
なります。
 ■システムを安全にバックアップする

 ■ 無料ツールとリソースをダウンロードする

 ■ 無料のCore Firstレッスンプランを確認する

 ■ 利用可能な更新について学習する 

 ■テクニカルサポートとFAQにアクセスする

 ■ページセットとページバンドルを共有する

myTobiiDynavox.
com

無料のmyTobiiDynavox.comアカウントを使用すると、バックアップ用の
クラウドストレージ、ページセットの同期と共有、レッスンプランなど、さ
まざまな特典を利用できます。

http://myTobiiDynavox.com
http://myTobiiDynavox.com


12

追加サポート

#12008002 Tobii Dynavox Communicator Training Cards v.1.3 - ja-JP

基本操作ガイド
Communicator 5に関する詳細な説明および情報については、基本操
作ガイドをお調べください。

qrco.de/bbA7aL

株式会社クレアクト
03-3442-5401

http://qrco.de/bbA7aL

