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USB充電器

1、はじめにご確認ください
みまるくとは

「みまるく」とは、専用デバイスをアプリに登録し、GPSで見守る月額制サービスです。
デバイスを持ち歩くだけで、現在地や移動履歴をスマートフォンから確認できます。
また、設定したエリアへの出入り通知や、デバイスをお持ちの方からも発信できるお知らせボ
タンなどユーザーの皆様に安心を与えられる機能を多数備えています。

見守りたい方にデバイスを持たせ、見守る人は専用のアプリをインストールするだけで簡単に
見守ることができます。

ご用意いただくもの

本体と付属品

※スマートフォン・タブレット端末の環境要件は、iOS11.0 以降およびAndroid6 以降となります。
※MicroUSBケーブル（typeB）は付属品として同梱されています。

スマートフォン

Micro USBケーブル みまるくデバイス

ストラップ穴

メールアドレス クレジットカード

1234 5678 9012 3456

mimaruku 00/00

お知らせボタン

充電状態表示

USB充電端子

デバイス番号
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2、みまるくの始め方
1 みまるくを充電する

みまるくにUSBケーブルを挿して充電します。
充電開始後約3～4時間程度で充電完了します。
デバイスに電源ボタンはありませんので、USB ケーブル
を挿しこみ充電すると自動で起動します。

充電中は、デバイスのお知らせボタン下の LED ランプが
赤色に点灯します。充電が完了すると緑色になり、充電し
ていない際は点灯しません。

初回充電時は、必ず満充電にしてからご利用開始をお願い
します。充電が満充電にならないと、正しく位置が表示さ
れない場合がございます。
充電完了し緑色に点灯しても、振動を感知するとすぐに赤
色になりますので、充電が完了したかは、アプリの「充電
残量表示」にてご確認ください。

2 アプリのインストール
アプリストアより「みまるくアプリ」(無料 ) をインストールしてください。

iPhone をお持ちの方 Android をお持ちの方
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充電中

赤色点灯

充電完了

緑色点灯



2、みまるくの始め方
3 アプリにログイン
【みまるく公式webサイトからご購入いただいた方】
購入時に登録したメールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。
※メールアドレス・パスワードを忘れた際は、P-26「よくある質問（購入後～起動）」をご参照ください。

【上記以外の方法でご購入いただいた方】

　　アプリトップ画面で、【新規登録】をタップします。

　　メールアドレスを入力し【仮登録メール送信】を
タップすると、ご登録のアドレス宛に「ユーザー仮登
録完了のお知らせ」のメールが送信されます。
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2、みまるくの始め方

　　「ユーザー仮登録完了のお知らせ」のメール内の
URLより、名前・生年月日・パスワードを登録し、ユー
ザー登録を完了してください。

　　ユーザー登録が完了し、「ユーザー登録完了のお知
らせ」のメールが届きましたらトップ画面に戻り、メー
ルアドレスとパスワードを入力してログインしてくだ
さい。
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2、みまるくの始め方
4購入したみまるくデバイスの登録

　　画面の【デバイスを追加する】をタップします。

　　デバイス登録画面で【新たなデバイスを登録する】
をタップします。
※1つのアプリで最大5台のデバイスを登録できます。
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2

　　アプリの地図画面左上の　　メニューボタンを
タップします。
1
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2、みまるくの始め方

　　月額利用料のお支払い用のクレジットカード情報
入力画面が出てきますので、お手持ちのクレジットカー
ド情報を入力してください。

カード情報登録後に「ご利用開始のお知らせ」のメー
ルが届きますので、その時点で月額利用料の課金が開
始されます。
登録当月は無料でご利用いただくことができます。
翌月から月額利用料が発生いたします。

※デバイスの充電が完了していないと、地図画面に現
在地が表示されません。
※クレジットカード登録後、現在地が地図画面に表示
されるまでに１時間程度かかる場合がございます。

6

　　デバイス側面に記載されているデバイス番号を入
力し【登録を開始する】をタップしてください。

※デバイス側面に記載されているデバイス番号が
【ID:12345678901】の場合、【ID:】を除いた数字
部分の【12345678901】がデバイス番号となります。
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3、地図画面の説明
1地図画面
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　　メニューボタン

　　現在地 /移動履歴切り替えボタン

　　現在地

　　みまもられる人のアイコン・名前
アイコンをタップすると上部に2個ボタンが出ます。

 通知履歴

 充電残量表示

　　通知履歴
タップすると、直近の通知一覧が表示されます。

　　充電残量表示
タップすると、デバイスの充電残量が表示されます。

【充電は十分されています。】【充電は約半分です。】【充
電はもうすぐなくなりそうです。】【充電はほとんどあ
りません。】の４パターンの表記があります。
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2移動履歴

3、地図画面の説明
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　　移動履歴確認ボタン

　　線表示切替ボタン
タップすると、移動履歴が点線で表示されます。
デバイスが位置情報を発信した地点に丸が表示されま
す。
タップすると点線が消えて、丸のみの表示になります。

　　位置情報取得時間
丸ボタンをタップするとその場所にいた時間を表示し
ます。

　　時間バー
ボタンをスライドさせるとその日の移動履歴が表示さ
れます。

　　日付バー
スライドしタップすると一週間分の履歴が確認できま
す。

　　デバイスが 2 台以上登録されている場合はアイコ
ンが右に追加されそれぞれのアイコンをタップするこ
とで現在地の切り替えができます。

※現在地が地図画面からフレームアウトしている時に、
アイコンをスワイプすると、地図画面が現在地に戻り
ます。
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4、メニュー画面の説明

　　アプリご登録者の氏名

　　みまるくからのお知らせ
アプリのアップデート等のお知らせをしま
す。
新規のお知らせがある場合、右上に赤丸が表
示されます。

　　デバイスの設定
デバイスの各種設定ができます。
※詳細は10ページに記載

　　デバイスを追加する
新たなデバイスの登録とデバイスをお持ちで
ない方も、みまもりに参加することができま
す。
※詳細は14ページに記載

　　よくあるご質問
よくあるご質問ページに移動します。

　　デバイスの購入
デバイスの購入ができます。

　　ユーザー登録情報変更
会員情報 (メールアドレス・名前・生年月日 )、
カード情報、注文履歴の確認ができます。

　　サポートセンター
お問い合わせフォームへ移動します。

　　ログアウト
みまるくアプリからログアウトします。
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　　設定エリア
あらかじめ設定した場所に出入りした時にスマートフォンへお知らせする設定エリア機能の登録ができます。
※詳細は20ページに記載

　　設定を保存
タップするとこのページの変更点を保存し、地図画面に戻ります。

　　プロフィールを変更
デバイスプロフィールの変更ができます。
※詳細は12ページに記載

　　みまもり参加者一覧　
みまもり参加者一覧が確認できます。
※詳細は13ページに記載

　　デバイス情報を表示
オーナー以外にみまもりに参加してもらう際、オー
ナーのみ、このボタンからデバイス番号とQRコー
ドを表示できます。
※詳細は19ページに記載

 　　みまもり頻度　
位置情報取得頻度を 1 分 /3 分 /5 分間隔の 3 種
類から選ぶことができます。
※オーナーのみ変更可能です。みまもり参加者は
変更できません。
※高頻度にするとバッテリー消費が早くなります。
【スリープモード機能】
5 分以上振動を感知しないと、自動的にスリープ
モードになり、位置情報取得が止まります。
その間はデータ通信を行わないのでバッテリーの
消費を最小限に抑えられます。
移動を開始し振動が加わると位置測位を再開しま
す。

　　通知設定
バッテリーが少なくなったら (残量20%以下 )
通知する機能のオン・オフが設定できます。

5、デバイスの設定

メニュー画面の【デバイスの設定】をタップすると、下記画面が出ます。
デバイスのオーナーと、みまもり参加者で画面が異なります。
下記で設定する情報は、自分のアプリ内のみでの設定となり、みまもり参加者全員には反映さ
れません。

1オーナー画面
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6

7

2みまもり参加者画面
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　　プロフィールを変更
デバイスプロフィールの変更ができます。
※詳細は12ページに記載

　　みまもり参加者一覧
みまもり参加者一覧が確認できます。
※詳細は13ページに記載

　　みまもり頻度　
位置情報取得頻度を 1 分 /3 分 /5 分間隔の 3 種
類から選ぶことができます。
※オーナーのみ変更可能です。みまもり参加者は
変更できません。
※高頻度にするとバッテリー消費が早くなります。
【スリープモード機能】
5 分以上振動を感知しないと、自動的にスリープ
モードになり、位置情報取得が止まります。
その間はデータ通信を行わないのでバッテリーの
消費を最小限に抑えられます。
移動を開始し振動が加わると位置測位を再開します。

　　通知設定
バッテリーが少なくなったら (残量20%以下 )
通知する機能のオン・オフが設定できます。

　　設定エリア
あらかじめ設定した場所に出入りした時にスマー
トフォンへお知らせする設定エリア機能の登録が
できます。
※詳細は20ページに記載

5、デバイスの設定
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　　みまもり解除
みまもり参加者のみ、デバイスのみまもり解除ができます。一度解除すると、再度デバイス登録が必要です。

　　設定を保存
タップするとこのページの変更点を保存し、地図画面に戻ります。

7



　　アイコン
地図画面に表示されるアイコン画像を変更できます。
アイコンリストからの選択または画像撮影が可能で
す。

　　デバイス名
地図画面に表示されるデバイスの名称を変更できま
す。

　　アイコンカラー
地図画面のアイコン画像を囲む枠の色を選ぶことが
できます。
デバイスを 2 台以上持っていても異なる色を設定
しておくことで識別がしやすくなります。

　　このボタンをタップし、設定を保存します。

5、デバイスの設定

各種設定の変更ができます。
※オーナーもみまもり参加者も同画面です。

3プロフィールを変更
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5、デバイスの設定

デバイスを見守っている人たちの一覧が表示されます。

【オーナー画面】 【みまもり参加者画面】

みまもり参加者一覧

　　オーナー
このデバイスを購入した人のお名前が表示されます。

　　みまもり参加者一覧
このデバイスを見守っている人が表示されます。

14 ページに記載の「みまもりに参加する」の方法で、みまもりを申請すると、オーナー画面に申請者の名前が出て
きます。
オーナーが「みまもりを許可」ボタンをタップすると、みまもり参加者のアプリ地図上にデバイスの現在地が表示され、
みまもりが開始します。

オーナーはみまもりを解除することもできます。

※オーナー以外の人はみまもりを許可できません。
※みまもり参加者の追加方法は14ページに記載
※1台のデバイスにつき、最大10名まで同時に見守ることができます。
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6、みまもりに参加する

新規アカウントを作成すれば、デバイスを持っていない方もみまもりに参加することができます。
1台の「みまるく」につき最大10名まで同時に見守ることができます。（追加料金なし）
はじめに、利用するスマートフォンにアプリをインストールして、新しいアカウントを作成してください。

新規アカウントの作成

　　アプリトップ画面で、【新規登録】をタップします。

　　メールアドレスを入力し【仮登録メール送信】を
タップすると、ご登録のアドレス宛に「ユーザー仮登
録完了のお知らせ」のメールが送信されます。

14
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6、みまもりに参加する

　　「ユーザー仮登録完了のお知らせ」のメール内の
URLより、名前・生年月日・パスワードを登録し、ユー
ザー登録を完了してください。

　　ユーザー登録が完了しましたら、トップ画面に戻
り、メールアドレスとパスワードを入力してログイン
してください。
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6、みまもりに参加する

　　メニュー画面の【デバイスを追加する】をタップ

します。

　　デバイス登録画面で【みまもりに参加する】をタッ
プします。

16

6

　　アプリの地図画面左上の　　メニューボタンを
タップします。
5
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6、みまもりに参加する

　　表示に従って、デバイス側面に記載されているデ
バイス番号を入力し【完了】をタップします。

デバイス側面に記載されているデバイス番号が
【ID:12345678901】の場合、【ID:】を除いた数字
部分の【12345678901】がデバイス番号となります。

　　みまもりに参加するメニューの【デバイス情報を
手動で入力する】ボタンをタップします。

デバイス情報を手動で入力する

みまもり参加者の追加

17

以下の2種類の方法でみまもり参加者の追加が可能です。
・デバイス情報を手動で入力する
・QRコードを読み取る

1

2

デバイス番号

ID:12345678901ID12345678901
ID12345678901



6、みまもりに参加する
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　　みまもりに参加するメニューの【QR コードを読み

取る】ボタンをタップするとカメラが起動します。

1

　　オーナーのアプリに表示されているQRコードを

読み取ります。

オーナーがみまもりを許可するとみまもりが開始でき

ます。

オーナーのアプリ内のメニュー→デバイスの設定→み

まもり参加者一覧→みまもり申請状態の更新が可能で

す。

QRコードを読み取る

2

オーナーの
アプリ

みまもり参加者の
アプリ

SAMPLE



6、みまもりに参加する

19

　　オーナーのデバイスプロフィール画面で【デバイ

ス情報を表示】ボタンをタップします。

1

　　デバイス情報とQRコードの確認ができます。

オーナーのデバイス情報表示方法

2

SAMPLE



7、設定エリア

　　メニュー画面の【デバイスの設定】をタップします。

　　デバイスの設定画面で【設定エリア】の　　をタッ
プします。

20

2

　　アプリの地図画面左上の　　メニューボタンを
タップします。
1

3



7、設定エリア

　　次に【エリアを編集する】をタップします。
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　　【名称を編集する】をタップし名称を登録します。

【設定エリアの名前】を入力して【登録する】ボタンを
タップします。

4
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7、設定エリア

　　場所が出てきたら、地図を拡大縮小してエリアの範囲を設定し、【登録】をタップしてく
ださい。

※位置情報には数十メートル程度の誤差が出る場合がございますので範囲を狭くしすぎると、
誤通知がされる場合がございます。

22

　　地図画面で設定エリアを選択します。

右上の 虫眼鏡マークから、場所の名前にて検索で
きます。

※名称だけでは詳細な場所が出てこない場合もござい
ます。
その際はお手数ですが、手動にて検索してください。
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7、設定エリア

23

　　地図上に斜線で設定エリアが表示されたら登録完
了です。
6

　　通知のオンオフを設定できます。
バーが右（緑色）でオン、バーが左（白色）でオフです。

設定したら、下部の【設定を保存】をタップして、登
録完了です。

7



8、お知らせボタン

24

デバイスについているボタンはお知らせボタンです。
3秒以上押されると、スマートフォンへ通知します。
緊急時の連絡に利用するだけでなく、目的地に到着した際に押すなど、事前にルールを決めて
おくことで、スムーズなやりとりが可能になります。
用途に応じてご利用ください。

【お知らせボタンに関する注意事項】

・位置情報発信頻度等によっては、アプリへの各種通知（お知らせ通知、電池残量通知、設定エリア通知）は行われ

 ません。

・スマートフォン等の通信環境、およびデバイスの電波環境によって生じる位置ズレ等により、適正な通知が行われ

 ない場合があります。

お知らせボタン



9、製品仕様

みまるくデバイス
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寸法

重量

色

バッテリー

稼働時間目安

防水性

充電時間

充電端子

通信方式

測位方式

通信可能エリア

対応周波数帯

保証期間

製造国

使用環境

工事設計認証番号

65mm×40mm×17mm

55g

ホワイト

リチウムイオンバッテリー　1100mAh

位置情報１分間隔送信 約 21時間　

位置情報3分間隔送信 約 35時間

位置情報5分間隔送信 約 40時間

※稼働時間は、ご利用環境や電波状況などに応じて大幅に変

動するため、あくまでも目安となります。

IP65（防水防塵）

約3～4時間

MicroUSB（Micro-B)

LTE-M

①衛星測位サービスGPS, QZSS, GLONASS, Galileo, BeiDou

②Wi-Fi アクセスポイント

③携帯基地局情報

※測位方式は①②③の順で取得します。

　位置情報誤差は①②③の順で大きくなります。

NTTドコモ LTEエリア

インターネットイニシアティブ社製SIM使用

B1 / B19

デバイス到着日より１年間

中国

温度：　5℃～35℃　　湿度　20%～80%RH

（結露しないこと）

R　003-180062　／　205-200025

T　D180034003　／　D200014205

【位置情報についての注意事項】
・位置情報は、みまるくデバイスの電波環境等によって数百メートル以上のずれが生じる可能性があります。
・屋内では、コンクリートで遮断されていたりWi-Fi の電波がない環境下の場合、現在地の取得ができない場合
　があります。
・「みまるく」はNTTドコモ社の LTE-Mを使用しており、通信条件や提供区域に関してはNTTドコモ社の条
　件によります。
・日本国内のみ利用ができます。
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●専用アプリ対応のスマートフォン・タブレット
 Android 6.0 以降、iOS 11.0 以降のスマートフォン・タブレットでご利用いただ
 けます。
●充電ができない
 Micro USBケーブルやコンセントが抜けていないかご確認ください。
 Micro USBケーブルをUSB充電器へ再度挿し直してからお試しください。
 ケーブルの断線の可能性もありますので、別のケーブルで試してみてください。
 みまるくデバイスの充電には家庭用コンセントから充電できるACアダプター（別
 売）と付属のMicroUSBケーブルをご使用ください。
 MircoUSBケーブルをパソコン等につないで充電した場合、供給電力が小さいため、
 充電に時間がかかったり、満充電にならない場合がございます。
 モバイルバッテリーやシガーチャージャーはご使用にならないでください。
 ※上記方法でも充電ができない場合はお問い合わせフォームから交換のご依頼をお願いいたします。
●パスワードを忘れた
 アプリトップ画面の【パスワードを忘れた方】から登録済みのメールアドレスと生
 年月日を入力し、送信ください。
 「パスワード再設定のご案内」のメールを送信いたしますので再設定をお願いします。
●メールアドレスを忘れた
 ユーザー登録の際に、お客様のメールアドレスに下記アドレスから「ユーザー登録
 完了のお知らせ」のメールをお送りしています。
 info-mimalook@morito.co.jp をメールソフト内で検索いただき、このアドレスか
 らの対象のメールが届いているかご確認ください。
 またはお問い合わせフォームにて氏名、デバイス番号を連絡いただければお調べでき
 ます。その際本人確認のため登録済みの生年月日をおたずねする場合がございます。
●配送状況を確認したい
 「商品発送のお知らせ」のメール内に運送会社と送り状番号を記載しております。
 各運送会社のウェブサイトにて、伝票番号／送り状番号を使用して、商品の配送状
 況をご確認いただくことができます。
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アプリ・その他
●充電しているのに現在地が更新されない
 人工衛星（GPS）の電波を取得できない地下や、周辺の電波を取得できない場所で
 は現在地を更新できないことがあります。
 電波状況のよい環境になれば、現在地が更新されます。
●学校で現在地が更新されない
 学校内はコンクリートで遮断されていたり、Wi-Fi の電波がないことから現在地の取
 得が難しい場所となっています。
 学校外に出て人工衛星（GPS）の信号やWi-Fi 電波が受信できる環境になれば現在
 地の特定が再開されます。
●エリアを設定したのに通知が来ない
 アプリ内の通知の有無をオン（緑色）にしていない可能性があります。
 ①アプリ左上設定ボタンをタップ。
 ②設定エリアの【編集する】をタップ。
 ③通知の有無項目の【このエリアに入る時に通知】、【このエリアから出る時に通知】
 がオン（緑色）になっていることを確認ください。
●現在地の特定方法
 現在地の特定には、人工衛星（GPS）と周辺のWi-Fi アクセスポイント、携帯電話
 基地局を利用しています。
 人工衛星（GPS）（位置精度 高）、Wi-Fi アクセスポイント（位置精度　中）、携帯
 基地局（位置精度　低）の順に位置情報を取得します。
●利用可能エリア
 NTTドコモ社の LTE-M回線を利用しています。
 日本全国の LTE対応エリアでご利用いただけます。
 海外での利用には対応しておりません。
●紛失や故障時の補償サービス
 保証期間について
  保証期間は、デバイス到着日から１年間となっております。充電や位置情報が
  更新されないなどの不具合があった場合には、アプリメニュー画面のサポート
  センター、または公式webサイトお問い合わせフォームより、交換のご依頼
  を選択し、ご連絡ください

    公式 webサイト：https://mimalook.jp/

 < 無償交換>保証期間中の自然故障の場合
  お客様による落下や水没、強い衝撃などによる破損は対象外となりますのでご
  注意ください。
  紛失は保証対象外となります。
  紛失により解約が必要な場合は【解約について】を参照いただき、手続きをお
  願いします。解約手続きが完了したデバイスを再利用することはできません。
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アプリ（つづき）
●満充電での稼働時間
 位置情報取得1分間隔の場合　約21時間
 位置情報取得3分間隔の場合　約35時間
 位置情報取得5分間隔の場合　約40時間
●現在地が更新されない
 現在地が更新されない原因は下記が考えられます。
 ①スリープ状態になっている
  電池の消耗を抑えるために5分以上振動がない場合、スリープ状態となり現在
  地の測位を行いません。移動を開始して振動が加わると測位を再開します。
 ②デバイス周辺の電波環境が良くない。
  周辺の電波環境が良くないために現在地の取得に失敗している可能性があります。
  電波を受け取りやすい屋外や窓際に移動していただき、電波環境が改善すると
  現在地の測位を開始します。
 ③デバイスのバッテリーが切れている。
  十分に充電をしたのちに再度アプリをご確認ください。
 ④アプリをインストールしているスマートフォン、タブレットの電波環境が良くない。
  ご利用のスマートフォンやタブレットの電波を受信できる環境へ移動していた
  だき、アプリをご確認ください。
 ⑤NTTドコモの LTEサービスエリア外にいる。
  みまるくの通信にはNTTドコモの LTE通信を利用しております。
  同社のサービス停止時、またサービスエリア外ではご利用できません。
  サービスエリア内に移動してからアプリを確認してください。
●現在地に大きな誤差が発生した
 表示される現在地には数メートルから数十メートルの誤差が発生する場合があります。
 また周辺環境によっては一時的に数十メートルから数百メートルの大きな誤差が発
 生することがあります。
 <原因>
 現在地特定には、人工衛星（GPS）と周辺のWi-Fi アクセスポイント、携帯電話基
 地局情報を利用しています。
 人工衛星（GPS）、Wi－Fi アクセスポイント、携帯電話基地局情報の順に位置情報
 を取得します。
 ・人工衛星（GPS）による誤差。
  受信している人工衛星（GPS）の数や気象状況により、精度にばらつきが発生
  します。高い建物に囲まれた場所や、コンクリートに囲まれた場所、屋内で人
  工衛星（GPS）の受信数が少ないと誤差が発生しやすくなります。
  窓際などへデバイスを移動し、衛星の信号を受信しやすい環境になれば誤差が
  小さくなる場合があります。
 ・Wi-Fi アクセスポイントによる誤差。
  Wi-Fi アクセスポイントと、そのアクセスポイントが何処にあるかを管理して
  いる外部企業のサービスを利用して現在地を特定しています。

※電波状況が良好な状態での目安時間。
※お客様のご利用状況や電波状況により、
稼働時間は大きく異なります。

28
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  このサービスにおいては、現在地の自動検出がうまくいかない場合があります。
  そのため大きな誤差が発生してしまいます。
  また利用できる電波が少ない場合も大きな誤差が発生してしまいます。
  移動によりWi-Fi アクセスポイントが多く受信できる環境になれば、誤差が小
  さくなる場合があります。
 ・携帯基地局による誤差
  基地局からの距離により位置情報を取得するため、大きな誤差が発生してしま
  います。
  移動によりGPS信号、Wi-Fi 信号が受信できる環境になれば誤差が小さくなる
  場合があります。
●設定エリアで学校や家にいるのに「移動しました」と通知が来た
 実際には設定エリア内にいるにもかかわらず、現在地の誤差により通知エリアに「移
 動」・「到着」の誤通知が送信される場合があります。
 誤通知の原因として、人工衛星（GPS）やWi-Fi アクセスポイントの電波環境によ
 り現在地に大きな誤差が発生し、設定エリア外に出ている可能性があります。
 設定エリアの中心点を普段いる場所にしたり、ある程度の誤差が発生してもエリア
 内でおさまるようにエリアの範囲を広げることで正しく通知を受けることができます。
●登録に必要なデバイス番号が分からない
 デバイス側面に印字してありますのでご確認ください。

 購入初期段階（デバイス登録前）でデバイス番号が印字されていない場合、交換さ
 せていただきますのでサポートセンターまでご連絡ください。
 ご使用中にデバイス番号が認識できなくなった場合、アプリメニュー画面のサポー
 トセンター、または公式webサイトのお問い合わせフォームより、その旨を記載しご
 連絡ください。その際、ユーザー登録されたメールアドレスを伺いますので事前に
 ご用意ください。
●家族みんなで見守りたい
 １台のデバイスを家族みんなで見守ることができます。最大10人まで。
 詳しい手順は取り扱い説明書内【みまもりに参加する（P14）】をご参照ください。
●飛行機の搭乗について
 デバイスには、電源オフ及び機内モードの切り替え機能が無いため、飛行機への持
 ち込みはできません。

デバイス番号
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●月額利用料について
 デバイスをアプリに登録をした日がご利用開始日になります。
 クレジットカード登録後の「みまるくご利用開始のお知らせ」メールの日付にてご
 確認ください。
 登録当月は無料でご利用いただくことができます。
●月額利用料の支払い方法
 クレジットカードをご利用ください。
 VISA、JCB、Master、AmericanExpress、Diners に対応しております。
 （プリペイドクレジットカードやデビットカードには対応しておりません。）
●スマートフォンを機種変更した
 新しいスマートフォンにみまるくアプリをインストールしてください。
 その後、ご登録済みのメールアドレスとパスワードでログインすると、今まで通り
 ご利用いただけます。
 ※新規でアカウントを作成する必要はございません。
●デバイスオーナーの変更
 オーナー変更は受け付けておりません。
●領収書の発行
 商品に同梱されておりますのでご確認ください。
●注文後のキャンセル
 ご注文後のキャンセルは受け付けておりません。
●解約したい
 下記手順にてお手続きをお願いします。
 ①アプリメニュー画面のサポートセンター、または公式webサイトのお問い合わせ
 　フォーム種別より【解約】を選択し、メールアドレスと解約希望の旨を記載してい
 　ただき送信ください。
 ②当社より、「解約手続きのご案内」のメールをご記載いただいたメールアドレスへ
 　送信いたしますので、ご記入の上返信をお願いいたします。
 ③当社はご契約書様から解約必要事項を記入したメールを受信しましたら、「解約手
 　続き受付のお知らせ」のメールを送信し、SIM回線の停止手続きに入ります。
 　解約手続き完了まで数日を要する場合がありますのでご了承ください。
 ④SIM回線が停止されたと同時に、「解約手続き完了のお知らせ」のメールを送信し
 　ます。
 　なお「解約手続き完了のお知らせ」のメールと同時に「みまるく」は利用できな
 　くなります。
 ⑤「解約手続き完了のお知らせ」のメールを配信した時点で「みまるく」の利用が解
 　約されたものとみなします。
 　※一度解約したデバイスを再度契約し直し再利用することはできません。
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●解約に関する料金
 ①「みまるく」の解約に手数料はかかりません。
 ②解約お申し出日（当社から送信される「解約手続きのご案内」のメールに、ご契約
 　者様から解約必要事項を記入したメールを当社が受信した日）が当月 20 日以前
 　の場合は、翌月の月額利用料は発生しません。
 　解約お申し出日が21日以降の場合は、翌月までの月額利用料が発生しますので
 　ご承知おきください。
 　ご返信内容に不備があった場合、翌月までの月額利用料が発生しますので、ご注意
 　ください。
 ③解約されてもみまるくデバイス代金は返金されません。
●メールアドレス・パスワードを変更したい
 みまるく公式webサイトよりログインいただき、マイページ内で変更することがで
 きます。また、アプリメニュー内「ユーザー登録情報変更」の「会員情報」からも変
 更が可能です。
●クレジットカード情報を変更したい
 アプリメニュー内「ユーザー登録情報変更」の「カード情報」から、web上で変更
 することができます。
 オーナーのみの機能です。
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分解改造の禁止

火の中に投入禁止

衝撃、荷重不可

ストラップ使用時

異臭変形変色

充電中

医用電気機器等の近くでの

使用

水濡れ時

デバイスを分解・修理・改造しないでください。火災、やけど、

けが、感電などの原因となります。

デバイスを火の中に投入したり、熱のこもりやすい場所（火

のそば、暖房器具のそば、こたつや布団のなか、直射日光の

当たる場所、炎天下の車内など）に放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

デバイスを投げたり、踏んだり、たたいたり、傷つけたり、

重たいものを上に載せたりなど、強い衝撃や荷重をかけない

でください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

デバイスにストラップを付けて使用する場合は、振り回さな

いようにしてください。けがの原因となります。

デバイスに液漏れ、異臭、変形、変色、煙が出るなどの異常

が発生した場合、直ちに使用を中止してください。液が皮膚

に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の診断を受けて

ください。

充電中は熱を帯びる可能性があります。長時間皮膚に触れな

いようにしてください。また、熱のこもりやすい場所（火の

そば、暖房器具のそば、こたつや布団のなか、直射日光の当

たる場所、炎天下の車内など）での充電はしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電波により心臓ペースメーカーや除細動器などの医用電気機

器等が誤作動を起こす可能性があります。デバイスと医用電

気機器等との間には安全な距離を保ってください。

植込み型医療機器をご使用の方は、該当医療機器の使用上の

注意事項に従いご使用ください。

濡れた手でデバイスのコネクタ部分を触らないでください。

感電の原因となります。

使用上の注意事項
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合わない端子の使用

他の電子機器との関係

SIM

電池

防水性

指定された端子以外で充電しないようにしてください。

デバイスを他の電子機器の上に置かないようにしてくださ

い。

デバイスの SIM は取り外しできませんので、無理矢理取り

外さないでください。

デバイスの電池は内蔵されており、交換できないようになっ

ております。電池の寿命が来ましたら新しいデバイスをご購

入ください。

デバイスは防水防塵対応（IP65) ですが、液中に浸漬しない

ようにご注意ください。砂やホコリが付いた場合、濡れた場

合は乾いた布等で拭いてください。

取扱い上の注意事項

廃棄方法 デバイスにはリチウムイオン電池を内蔵しております。廃棄

の際はお住いの地域、市区町村の廃棄方法に従ってください。

その他

2021年 4月2日作成
モリトジャパン株式会社

みまるく サポートセンター

info-mimalook@morito.co.jp
営業日：月～金　9:30～ 17:30　定休日：土日祝

定休日にいただいたご連絡に関しましては3～5営業日以内に回答させていただきます。


