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1.概要
ポイントアラームは、GPS から取得した緯度、経度をポイント（地

点）として記憶し、そのポイントに設定したアラームの距離まで近づく
と、バイブや音で知らせるアプリです。

駅やバス停を登録しておけば、乗り越し防止に利用できます。

←広告領域

タブ

次のタブがあります。

(1)リスト
登録されているポイントの一覧を表示します。
ポイントの登録・編集もこのタブで行えます。

(2)モニター
アラーム登録されている内容を監視できます。
アラーム削除やアラーム停止もこのタブで行えます。

(3)その他
オプションの設定、インポート/エクスポート、情報表示が行え
ます。
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2.リストタブ
リストタブは、登録されているポイントの一覧表示、編集（登録、削

除、変更、アラーム設定）、アラーム登録が行えます。

リストタブの機能は次のものがあります。

(1)ポイントリスト
登録されているポイントを一覧表示します。

(2)編集モード
編集モードに移行すると、次の機能が実行できます。
・ポイントの追加登録
・ポイント情報の変更
・ポイントの削除
・アラーム設定

(3)アラームセット
アラームを有効にします。
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2.1.編集モード
「編集」ボタンにタッチすると編集モードに移行します。

編集モードには次の項目があります。

(1)ポイントの追加
「追加」ボタンにタッチすると、ポイント登録ビューが表示され、
ポイントの追加登録を行うことができます。

(2)ポイントの削除
セルの先頭にある削除マークにタッチすると、「削除」ボタンが表
示され、「削除」ボタンにタッチするとポイントが削除されます。
アラームセットされている場合は解除してから削除されます。

(3)ポイントのアラーム設定
設定するセルにタッチすると、アラーム設定ビューが表示され、ア
ラーム設定を行うことができます。アラームセットされている場合
は保存できません。

(4)ポイントの変更
アラーム設定ビューで黄色の枠にタッチすると、変更ビューが表示
され、ポイント情報の変更を行うことができます。アラームセット
されている場合は表示されません。

すべての項目を設定したら、再度「編集」ボタンににタッチすると、
編集モードは終了します。
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2.1.1.ポイント登録ビュー
ポイント登録ビューは、新規にポイントを追加登録する際に表示され

ます。

ポイント登録ビューには次の設定項目があります。

(1)名前
ポイントの名前を入力します。

(2)説明
必要ならポイントの補足説明を入力します。

(3)緯度と経度
緯度、経度の入力には、自動モードと手動モードがあります。「自
動」（または「手動」ボタンをタッチするたびに切り替わります。
ボタンの表示が現在のモードを示します。
自動モードの場合、現在地点の緯度、経度が入力欄に表示されます。
現在地点は下のマップビューで確認することができます。
手動モードの場合、緯度、経度は数値入力ビューから入力します。
各値にタッチすると、数値入力ビューが表示されます。

全ての項目を入力後、「登録」ボタンにタッチすれば入力したデータ
が有効になります。「中止」ボタンをタッチすると入力したデータを破
棄します。
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2.1.2.数値入力ビュー
数値入力ビューは緯度、経度の値を入力する際に表示されます。

数値ビューでは小数点以下最大 6 桁までの数値を入力できます。入力
を間違えた場合は「C」ボタンにタッチしてクリアし、再度入力し直し
ます。

数値入力後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。「中止」ボタンを押すと入力したデータが破棄されます。
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2.1.3.アラーム設定ビュー
アラーム設定ビューは各ポイントのアラームをどのタイミングで鳴ら

すかを設定します。

アラームを鳴らすタイミングは最大 4 個設定できます。左端のボタン
が緑の場合に有効です。ボタンにタッチする度に、有効/無効の切替が
できます。複数設定することもできます。最低 1 個の設定が必要です。

アラームの設定項目は次のとおりです。

(1)距離
アラームを鳴らす距離の目安を設定します。設定した距離まで近づ
いたらアラームを鳴らします。数値にタッチすると距離入力ビュー
が開き、ホイールを回して設定することができます。

(2)時間
アラームが鳴っている時間の目安を設定します。設定した時間だけ
アラームが鳴ります。数値にタッチすると時間入力ビューが開き、
ホイールを回して設定することができます。

(3)音
バイブレーションに加えて音を鳴らすかどうを指定します。右端の
スピーカーアイコンにタッチする度に、鳴らす/鳴らさないの設定
が切り替わります。鳴らさない場合はグレーアウトされます。

時刻設定後、「設定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。「戻る」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄します。



- 7 -

2.1.4.距離入力ビュー
距離入力ビューはホイールを回してデータを入力します。アラーム設

定の距離（km)を入力する際に表示されます。

距離設定後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。「中止」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄します。
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2.1.5.時間入力ビュー
時間入力ビューはホイールを回してデータを入力します。アラーム設

定の時間（秒）を入力する際に表示されます。

時間設定後、「決定」ボタンにタッチすれば入力したデータが有効に
なります。「中止」ボタンにタッチすると入力したデータを破棄します。
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2.1.1.ポイント変更ビュー
ポイント変更ビューは、登録済みのポイントを変更する際に表示され

ます。

ポイント変更ビューには次の設定項目があります。

(1)名前
ポイントの名前を入力します。

(2)説明
必要ならポイントの補足説明を入力します。

(3)緯度と経度
緯度、経度を数値入力ビューから入力します。各値にタッチすると、
数値入力ビューが表示されます。

全ての項目を入力後、「設定」ボタンにタッチすれば入力したデータ
が有効になります。「戻る」ボタンをタッチすると入力したデータを破
棄します。
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2.2.アラームセット
アラームセットはリストタブで行います。ポイントリストビューの左

端にあるアイコンにタッチすると、色がブルーに変わり設定されている
条件でアラームがセットされます。

アラームは複数セットすることができます。乗り継ぎのポイントなど
に利用できます。

もう一度ボタンにタッチすると、アラームは解除されます。
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3.モニタータブ
モニタータブでは、モニタービューで、セットされているアラームの

状態を参照することができます。また、アラームが開始されるとモニタ
ービューに自動的に画面が切り替わります。

次の機能があります。

(1)状態の表示
ポイントとの距離や現在の速度、マップビューによる地図表示な
どを確認することができます。複数のアラームがセットされてい
る場合、スワイプでアラームを横スクロールし、画面を切り替え
ることができます。

(2)アラーム解除
上のブルーのボタンにタッチすると、確認メッセージの後アラー
ムを解除することができます。解除されたアラームはモニタービ
ューの画面から消えます。

(3)アラーム停止
アラームが鳴った場合、アラームを停止することができます。
アラームが鳴ると下のボタンが赤く点滅します。このボタンにタ
ッチするとアラームが停止します。全てのアラームタイミングが
停止すると、アラームはモニタービューから消えます。
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アラームが全て解除されると、モニタービューは現在地点をマップ
表示し、待ち状態となります。
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4.その他タブ
その他タブでは、オプションの設定やインポート/エクスポート、資

料の参照が行えます。

次の機能があります。

(1)オプション設定
ポイントアラームの各種設定を行います。

(2)インポート/エクスポート
Dropbox 上でポイントリストのインポート/エクスポートを行い
ます。

(3)使用方法
簡単な使用方法を参照できます。詳細ボタンにタッチするとオン
ラインマニュアルの参照も可能です。

(4)アプリ情報
ポイントアラームのバージョンを表示します。
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4.1.オプション設定
オプション設定はポイントアラームの体重録のさまざまな動作を設定

します。

オプション設定には次の項目があります。

(1)確認音
「オン」を設定すると、ボタンにタッチした場合アプリが認識する
と「ピッ」と音を鳴らします。「オフ」に設定した場合音は鳴りま
せん。

(2)アイコン表示
「オン」を設定すると、ポイントリストビューにアイコンが表示さ
れます。編集モードでアイコンにタッチすると、アイコンを変更で
きます。アイコンは電車、バス、ピンの 3 種類用意しています。

(3)バックグラウンド
「オン」を設定すると、アプリがバックグラウンドに移行しても、
アラーム動作を続けます。「オフ」に設定した場合、バックグラウ
ンドに移行するとサスペンド状態となり、アラームは鳴りません。
バックグラウンド動作中は、特にバッテリーの状態に注意してくだ
さい。

(4)数値入力
「キー」を選択すると、距離入力ビューと時間入力ビューが表示さ
れる部分で数値入力ビューが表示されます。
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(5)アラーム音
アラームの音を選択します。1 ～ 6 の番号にタッチすると、対応す
る音が鳴ります。好みの音を選択します。

(6)アニメーション
画面が変わる時に表示するアニメーションを指定します。アニメー
ションを表示しない場合には「なし」、ページ捲りのアニメーショ
ンを表示する場合は「捲り」、ページが回転するアニメーションを
表示する場合は「回転」を選択します。

(7)エンコーディング
Dropbox で使用するエンコーディングを指定します。
エンコーディングにより次のようにファイル名が異なります。

UTF8 「PointList.csv」
SJIS 「PointList_sjis.csv」
EUC 「PointList_euc.csv」

すべての項目を設定したら「保存」にタッチします。「戻る」にタッ
チすると設定を破棄して前の画面に戻ります。
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4.2.インポート/エクスポート
Dropbox 上でポイントリストのインポート/エクスポートを行います。

対象となる Doropbox 上のディレクトリを指定します。
「インポート」か「エクスポート」かを選択し、実行ボタンにタッチ

します。最初の実行時には Dropbox のログイン画面が表示されます。前
回と異なるアカウントでログインする場合は、実行ボタンの前にログア
ウトボタンをタッチしてログアウトしておきます。

(1)インポート
ポイントリストのデータ（位置情報、アラーム設定など）を、Dropbox

上の指定ディレクトリに、PointList.csv というファイル名（ファイル
名はエンコーディング指定により異なります）で保存します。

(2)エクスポート
Dropbox 上の指定ディレクトリにある、PointList.csv というファイ

ル（ファイル名はエンコーディング指定により異なります）を受信し、
iPhone 上のデータに書き込みます。既存データは上書きします。
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5.バックグラウンド動作について

5.1.アラーム通知（通常）
アラームが鳴った場合、通知メッセージが表示されます。ここで「ア

ラーム停止」にタッチすると、ポイントアラームが起動しアラームは停
止します。

「閉じる」にタッチすると、アラームは停止せず鳴り続けます。アラ
ームを停止するには、ポイントアラームを起動してください。
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5.2.アラーム通知（スリープモード）
スリープモードでアラームが鳴った場合、通知メッセージが表示され

ます。「アラーム停止」をスライドすると、ポイントアラームが起動し
アラームが停止します。（パスコードを設定している場合、パスコード
が要求されます）

※スリープモードの場合、バックグラウンド動作していない場合も同様
な動作になります。

5.3.他のアプリの動作
正しく動作しない場合があります。バックグラウンドで動作中は、GPS

利用アプリや他のバックグラウンド動作のアプリを使用しないでくださ
い。

5.4.バッテリーの消耗
ポイントアラームは GPS を利用する関係上、バッテリーの消耗が激

しくなります。特にバックグラウンド動作の場合、そのまま起動したま
まにすると、気づいた時にはバッテリー切れということもあります。そ
うならないように十分気をつけてください。


