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ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項または、警告事項は安全に関する重大な内容を記載していますの
で必ず守ってください。記載されている注意、警告事項は危険な状況をすべて網羅して
いるわけではありません。使用に際しては十分に注意してください。
取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管し
てください。

●誤った使い方で生じる内容を次のように区分して、説明しています。

●お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。

安全上のご注意

安全上のご注意（つづき）

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容を示しています。

誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり物的損害の発
生が想定される内容を示します。

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性
が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。危険

注意

製品の取り扱いについて、行為を禁止するマーク

製品の取り扱いについて、行為を強制するマーク

警告

警告

● エアバッグシステムの動作を妨げる位置には絶対に取り付け、配線をしない
エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグの衝撃で製品や
部品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。

● 視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない
運転操作を妨げる場所：ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルの近
くなど。
交通事故やけがの原因となります。

取り付けについて

注意

● 水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所には取り付けない
水や油煙などが入ると発煙や火災、故障の原因となります。

● 振動の多い場所や不安定な場所には取り付けない
走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

危険

● 本機の動作を確かめるために故意に危険な運転をすることなどは絶対にしない
交通事故の原因となります。

警告

使用について

● 本機を分解、改造しない
火災や感電、故障、データ損失の原因となります。
分解、改造が故障の原因と認められた場合、保証は適用されません。

● 機器内部に水や異物を入れない
金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や
発煙、発火、感電、故障の原因となります。

● 故障や異常な状態のまま使用しない
万一煙が出る、変なにおいがする、内部に異物が入った、水がかかったな
どの場合はただちに使用を中止してください。そのままご使用になると事
故や火災、感電の原因となります。お買い上げの販売店、もしくは弊社サー
ビスにご相談ください。

● 海外では使用しない
本機は日本国内専用です。

● 本機を車載用以外には使用しない
火災や感電、故障、けがの恐れがあります。

注意

警告

電池の取り扱いについて

● 絶対に充電しない
● 指定以外の電池を使わない
● 加熱、分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない

いなし続接でどな金針を）－（と）＋（ ●
● 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない

いなれ入に逆を）－（と）＋（ ●
取り扱いを誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂などを起こし、火災の原因
になります。

● 電池の液が漏れたときは素手でさわらない
液が目に入ったときは失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにき
れいな水で洗ったあと医師にご相談ください。
液が身体や衣類に付いたときは皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれ
いな水で十分に洗い流したあと医師にご相談ください。

● 使い切った電池はすぐに取り出す
そのまま機器の中に放置すると、電池の液漏れや発熱、破裂などを起こし
火災や故障の原因になります。

注意

● 長時間使わないときは電池を取り出す
液漏れ、発熱、発火、破裂などを起こし、火災や故障の原因になります。

危険

● 電池は乳幼児の手の届くところに置かない
飲み込んだ場合は死に至ることがあり、直ちに医師に連絡し、指示を受け
てください。

本機はスマートフォンと無線接続し、あらかじめ設定さ
れた宛先にショートメッセージサービス（SMS）、Eメー
ルを送ることを目的としています。
電話をかけたり、警察、消防、救急その他の機関への
緊急通報するものではありません。

使用上のご注意

✂ 切り取り線
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●取り付け及び使用方法は取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●不適切な使用及び取り付け、改造による故障や事故などに関して弊社は一切責任を
負いません。
●取扱説明書に記載の事項を遵守しないことによる故障および損傷についはて修理を
お断りする場合があります。
●本機はスマートフォンに専用アプリをインストールし、設定が必要になります。
●本機とスマートフォンがBluetooth® 接続している状態でのみSMS、Eメールの送信
が行えます。

●iOSの場合、本機を使ってSMSを送信するためにはアプリのトップ画面を表示して
おく必要があります。また、送信の際、メッセージアプリが起動するので「送信ボタン」
をタップして送信します。

●SMSの送信には送信料がかかります。
●Eメールの送信にはGoogleアカウントが必要です。あらかじめGoogleアカウント
を取得しておいてください。
●Eメールの送信にはデータ通信料がかかります。
●他の無線機やテレビ、テレビチューナー、ラジオ、パソコン、GPSなどの近くで使
用すると、影響を与えたり受けたりする場合があります。

●落下させる、たたくなど強い衝撃を与えないで下さい。製品本体に強い衝撃を与える
と、ケースの外れや破損が生じる可能性がありますので、衝撃は出来るだけ与えない
でください。破損した場合は、指を切るなどケガの無いようご注意ください。

●本機を固定せずにダッシュボード等に格納していると過度に衝撃を感知することがあ
りますので、両面テープにて固定してください。
●本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。電波により
ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
●本機はセンサーで衝撃（加速度）を感知しますが、すべての状況において衝撃を感
知することを保証したものではありません。
●極端な高温や低温での使用は誤作動や故障の原因となる場合があります。
（動作温度範囲：-10℃～ 60℃）
●Bluetooth機能は、日本国内でご使用ください。本機のBluetooth機能は日本国内
での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられること
があります。
●スマートフォンで他のアプリを多数起動したり、その他ワイヤレス機器を車内で使用
したりすると、Bluetooth機能に干渉を引き起こし、本機との通信が不安定になる
場合があります。



● 次の記載は、本機が2.4GHz帯を使用し、変調方式としてDS-SS/DS-FH/FH-
OFDM複合/OFDM以外のその他の方式を採用、想定される与干渉距離は10mで
あることを示します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ移動
体識別装置の帯域を回避可能であることを示します。

2.4　：2.4GHz帯を使用する無線機器です。
××　：その他の方式を表します。
1　　：想定される与干渉距離は10mです。
■ ■ ■ ：全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

● 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証
明を受けています。（証明を受けた部品を使用しています）したがって、本機を使用
するときに無線局の免許は必要ありません。日本国内のみで使用してください。日
本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。また、本機は
電気通信事業法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行う
と法律で罰せられることがあります。
・分解/改造すること。
・本機に貼付されている認証表示（適合マーク及び認証番号）をはがすこと。

● 本機は2.4GHz帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使ってい
ることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意
してご使用ください。

使用上の注意事項
本機の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか
工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線
局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許
を要する無線局）が運用されています。
1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局、
並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生し
た場合には、速やかに電波の発射を停止してください。

無線機器について

● 鉄筋コンクリートや金属の壁等をはさんで本機とスマートフォンを接続すると電波を
遮ってしまい、接続できなくなる場合があります。本機を使用する環境により伝送
距離が短くなります。

● 下記の電子機器と本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音
が発生するなどの不具合が生じることがあります。
・2.4GHzの周波数帯域を利用する無線LAN、電子レンジ、デジタルコードレス電
話などの機器の近く。

・ラジオ、テレビ、ビデオ、BS/CSチューナー、VICSなどのアンテナ入力端子を
持つAV機器の近く。

技適マーク
認証番号

下ケース内

2.4 XX 1

保証書

1．取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万
一故障した場合、無料にて故障個所の修理をさせていただきますので、お買い上
げ販売店に本保証書を添えてお申し出ください。

2．本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社は
その責任を負わないものとします。

3．海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わな
いものとします。

4． 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、または送付される場合の送料、取り付け、
取り外し費用及び諸掛かりはお客様のご負担となります。なお、ご送付の場合は適
切な梱包の上、紛失防止のため受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）
をご利用ください。

5．次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
（1）保証書のご提示がない場合。
（2）本保証書に保証期間、品名、販売店、お買い上げ日の記入のない場合、また

は字句を書き替えられた場合。
（3）お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でない

ために生じた故障、損傷の場合。
（4）お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損傷。
（5）火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災事変、事故、

あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
（6）本製品に接続している当社指定以外の機器および消耗品に起因する故障およ

び損傷。
（7）正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合。

6．ご不明の点は、お買い上げ販売店にご相談ください。
7．この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの
です。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんの
で、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店に
お問い合わせください。

8．本保証書は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan.）

保証規定
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✂ 切り取り線

使用上のご注 ）きづつ（ 意

・インパネ付近
・センターコンソール付近
・コンソールボックス付近

● 取り付け位置の表面の汚れ・水分・油分などをよく拭き取ってください。
● 凸凹のない平らな場所を選び取り付けて下さい。
● 両面テープの糊残りや取り付け場所の変色、破損等を起こすことがありますので、
塗装部分およびスエード・革・合成皮革・起毛素材（モケット）等の材質の部分
を避け、プラスチック素材の場所等に設置してください。

● 以下の場所には付けないで下さい。
‐ダッシュボード上など直接日光が当たり続ける場所。
‐エアバッグのカバー部分や作動時の妨げになるような場所。
‐運転操作の妨げになるような場所・フロントガラス等、視界の妨げとなる場所。
‐ドア・ハンドル・ペダル等、可動する場所。
‐振動の多いところなど、しっかりと固定できない場所。
‐雨が吹き込むところなど、水のかかる場所や湿気・ほこりの多い場所。
‐乳幼児の手が届く場所。

● 気温が低いと両面テープの粘着力が弱るため、粘着面を温めてから貼り付けてく
ださい。

● 一度貼り付けた両面テープは粘着力が弱くなるので、貼りなおす場合には新しい
両面テープをご使用ください。

● 両面テープに表裏はありませんので、どちらの面を車または本機につけても粘着
力に差異はありません。

取り付け

取り付け時の注意

■ 取り付け位置例

■ 取り付け方向

正しい取り付け方向 誤った取り付け方向

使用済みの電池を取り外して、
新しい電池（CR2450）に交換
します。
プラス（＋）が上を向くように入
れてください。

ボタン側ケースを右に回して
取り外します。

ボタン側ケースと下ケースの1点マークを合わせます。
ボタン側ケースを2点マークの位置まで左に回します。

初めてご使用になるときは

電池交換/交換時の注意

① 1点マークを
合わせて

ボタン側ケース

下ケース

マーク

② 2 点マーク
まで回す

絶縁シート

絶縁シートの取り外し方
絶縁シートを矢印の方向へ引き抜いてください。
LEDが緑/赤に交互点滅し、電源がオンになり
ます。

使用済み電池の処理
交換した電池はセロファンテープで端子部を絶縁して、お住まいの自治体の指示に
従って廃棄してください。

1. 2.

3.

セロファンテープ

仕様

使用電池 リチウムコイン電池（CR2450）

使用周波数帯域 2.4Ghz帯

動作温度範囲 -10℃～ 60℃

電池寿命 約1年 ※使用状況により異なりますので目安となります。

約39(W)×15(H)×39(D)mm

約18g（電池含む）

サイズ

重さ

iOS：11以上、Android：7以上対応OS


