
スマートフォンで「知らせますケン２」に登録すると、矢祭町内の
告知端末と同じ情報を見ることができます。ぜひご登録ください。

※お一人様につき、一IDの発行となります。
※町外のかたは全戸配信のお知らせのみ受信します。
※ J-ALERT、または、防災行政無線放送は受信しません。

【ご注意】登録には矢祭町に居住する方のご協力が必要です

申込前に町内のご家族･ご親戚等へご連絡いただき、次のことをご確認ください。

●町内のかたの告知端末の電話番号、もしくは知らせますケン2スマートフォン版のID
（電話番号は普通電話の番号とは異なる場合がありますのでご注意ください）

●登録から３～５日後に町内のかたの告知端末、もしくは知らせますケン２に「あなたを
登録させるか確認する告知」が届くので、ご承認いただけるように依頼してください。

（ 町内のかたの操作手順はP.03 の をご参照ください）❿⓫⓬

スマートフォン版 登録方法
Androidの方

❶
QRコードを読み込みます。

直接入力の方はこちら▼
https://www.webpage21e.jp/sk2/smart_moshikomi_yamatsuri.cgi

登録フォームが表示されます。

※ＱＲコードリーダーアプリによってはChrome 以外のブラウザで
開いている場合があります。
その場合は Chrome で開き直してください。

居住先は［ 矢祭町外 ］を選択して
［ 登録申込画面へ ］をタッチします。

❷

❸
上段の入力欄には、ご自分の情報を入力します。

※情報を入力し、❼まで進むとID とパスワードが登録フォームに

入力したメールアドレスに届きます。

携帯電話会社や携帯電話の設定によっては迷惑メールフィルターがかかり、
メールが届かないことがあります。その場合は後日郵送でID とパスワード
通知書を送りますので、届き次第、設定してください。

※住所は番地（住所２）まで記載してください。
※電話番号（固定電話または携帯電話）はどちらか必須です。
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※ご利用になれない機種があり
ます。P.04でご確認ください。

矢 祭 町 町外からの
ご登録用



❹
下段（紹介者）の入力欄には、町内のご家族･ご親戚
の情報を入力します。

・紹介者氏名
・紹介者住所
・間柄 例︓父・祖父・叔父等
・告知端末の電話番号
分からない場合は矢祭町内の告知端末のホーム画面内の を
押すと左上に表示されますので、町内の紹介者に確認してください。

・（紹介者が告知端末を持っていない場合）紹介者の方の知らせます
ケン２スマホ版のログインID です。町内の紹介者に確認してください。

❺

※❸で入力したメールアドレスにもID とパスワードが届きます。

携帯電話会社や携帯電話の設定によっては迷惑メールフィルターがかかり、
メールが届かないことがあります。ここでメモを取らず、メールも届かない場合は
後日ID とパスワード通知書を郵送しますので、届き次第、設定してください。

知らせますケン２のログイン画面になります。
ID とパスワードは自動で入力されていますので
［ ログイン ］ボタンをタッチします。

❼

❽
※ここでブラウザの「戻る」ボタンで前画面に戻ろうとすると

エラーになりますのでご注意ください。

注意事項と個人情報取扱の内容をお読みになり、
［ 同意して確認画面へ ］をタッチします。

登録完了画面になります。

念のためID とパスワードをメモしてから［ ログイン画面へ ］

ボタンをタッチします。

rcg0000

●●●●●●●●●

自動で入力
されます
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入力内容を確認し、［ 登録する ］をタッチします。❻



ログイン出来ました!（この画面はブラウザ版になります。）

次ページの手順からブラウザ版･アプリ版、
どちらもお使いいただけます。
お好みの方法の手順を参照してお使いください。
（両方お使いいただくことも可能です。）
※正式登録完了前でも設定できます。

❾
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仮登録完了
・町外から登録の方は、町内の紹介者の承認があるまで（次ページの⑬まで）仮登録状態となります。

・紹介者への通知は登録後、３～５日後程度となりますので、それ以降で正式登録となります。
・入力内容に誤入力・不備などがあると、㈱アイ・コミュニケーションからメール、電話などで確認の連絡を
させていただく場合がありますのでご了承ください。

（ここから町内の紹介者の操作になります）

❿
or紹介者の

操作

町外のかたの登録から３～５日

程度で、❹で入力した

紹介者宅の告知端末、もしくは、
知らせますケン２スマホ版に承認
を求める告知が配信されます。

（紹介者へは事前に郵送で告知
が届く旨お知らせいたします）

⓫
紹介者の

操作

or

紹介者のかたは告知タイトルを
タッチしてください。

⓬
紹介者の

操作

or

紹介者のかたは［承認する］を
タッチしてください。

（ここまで町内の紹介者の操作になります）



正式登録となり（知らせますケン２画面の見た目に変更はありません）、
ID･PW 通知書が郵送されますので大切に保管してください。⓭
ご
注
意

※ で紹介者が[ 承認しない] をタッチした場合は、登録者の知らせ
ますケン２ID は削除され、その旨がメールで通知されます。

※ 紹介者が告知に１週間返信しなかった場合は、登録者の知らせます
ケン２ID は無効となり、その旨がメールで通知されます。

※ 紹介者への承認告知は、１週間～２週間程度で消えてしまうので
再度登録が必要です。

⓬

登録完了
町外のかたの登録では、全戸配信のお知らせのみ受信します。

※以下の手順は正式登録完了前でも設定できます。
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ブラウザで使う
新着のお知らせを通知しません。
見たいときに都度ページを開いてご利用ください。

P.03❾の画面のまま他のホームページと同じように

お使いいただけますが、ここではブックマークアイコンの
作成方法をご紹介します。

アプリで使う
新着のお知らせを通知します。
通知バーに告知タイトルを表示します。

知らせますケン2のIDとパスワードをご準備ください

次ページへ次ページへ

❶ メニュー［ ］を
タッチします。

「ホーム画面に追
加」をタッチします。❷

❶ 【みんなの広場】
をタッチします。

「ダウンロード」
をタッチします。❷



ブラウザで使う

❸ ホーム画面に戻ると
ブックマークアイコンが
追加されています。

次回から、このアイ
コンをタッチすると、
知らせますケン２
へアクセスできます。

設定は完了です

※他のホームページ同様、ブックマークするだけでも
ご利用いただけます。

※告知を受信しても通知はされませんので、
閲覧したいときに都度ブックマークアイコン等から
開いてください。

※一度ログインすると、２回目以降は自動でログ
インします。（同端末および同ブラウザの場合）

※上記の手順はChromeを使用したものです。
他のブラウザで知らせますケン２にログインして
いる場合は画面が異なりますのでご注意くだ
さい。また、Android のバージョンによっても画面
が異なる場合があります。

※画面･アイコンのデザインは自治体で異なります。

❸ 「知らせますケン２
アプリ【Android版】」
をタッチします。

❹ 告知再生画面で
［GooglePlay］
ボタンをタッチします。

❺
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Playストアの画面
で［インストール］
ボタンをタッチして
インストールします。

アプリで使う

❻ インストールが終わ
ると、ホーム画面に
アプリアイコンができ
るので、タッチします。

次ページへ



設定は完了です
※通知の設定を変更したい場合はAndroid

本体の設定画面でおこなってください。
（設定画面の出しかたは機種やOSのバージョン
によって異なりますので、詳細はスマートフォン
本体の取扱説明書をご参照ください）

※Android5.0 以上が必要です。

アプリが起動し
知らせますケン２の
ログイン画面になり
ます。

P.02の❼でメモし

た登録IDとPWを
入力して［ログイン］
をタッチします。

❼

❽
知らせますケン2の
アプリでログイン
できました︕
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アプリで使う

●ID・PWを忘れた方、紛失した方は
右下の問合せ先までご連絡ください

お問い合わせ

スマートフォンでの登録方法が分からない、
エラー画面になる等、ご不明な点は下記まで
お問い合わせください。
その際、インストールしようとしているスマートフ
ォンの機種やOSのバージョンを分かる範囲で
お知らせください。

株式会社
アイ・コミュニケーション

0120-351-025フリー
ダイヤル

（09:00～17:00／土日祝を除く）

メールでのお問い合わせ

sk2@i-communication.co.jp

知らせますケン2アプリ（GooglePlay版）
が利用できない機種（2022年4月現在）

●Android OS 以外の機種 【フィーチャーフォン】

●Android OS 以外の機種 【WindowsMobile】

（例） DIGNO®ケータイ ベーシック KY-41B
（ガラケー）

（例）Elite x3
VAIO Phone Biz

※Windows mobile は2019年12月でマイクロソフトの
サポートが終了しているため、非推奨です。

●Android OS でブラウザ機能が無く、
GooglePlayへの接続機能がない機種

（例）NichePhone-S 、Mudita Pure
Punkt. MP02

●Android OS でGooglePlayへの接続機
能がない機種、GoogleMobileService
（ GMS）非対応の機種
【ガラホ、らくらくスマートフォンの一部機種】

（例）arrows ケータイF-03L
P-smart ケータイ P-01J
一部のHUAWEI 製品（HUAWEI P40 Pro 5G等）

※ブラウザでは「知らせますケン２」を利用可能です。
GooglePlay に対応している機種ではアプリも利用可
能な場合があります。


