SD Mini ユーザーガイド
1. アプリをダウンロードする
App StoreまたはGoogle PlayからSD Miniアプリをダウンロードする
か、下のQRコードをス キャンしてダウンロードしてください。

機能： スマートフォンを探す SD
Miniがお使いのスマートフォンに接
続されている場合は、ボタンをダブ
ルクリックすると、 お使いのスマー
トフォンのアラームが鳴ります。
この機能はサイレントモードでも有
効です。

2. Bluetoothをオンにする お使いのデ
バイスでBluetoothがオンになってい
ることを確認してください。

iOSの場合：iPhone 4S、iPhone 5/5S、iPhone 6/6S/6P、iPhone 7、
iPhone 8、iPhone X以降
Androidの場合：Samsung S3/S4/S5/S6/S7/S8、Samsung Note
3/4/5/6/7/8、Huawei P7/P8/ P9/P10、VIVO、OPPO、および
Android 4.4以降とBLE 4.0対応のその他のデバイス

SD Miniを探す
SD Miniがお使いのスマートフォンに
接続されている場合は、SD Minアプ
リを開き、 アイ コンをクリックす
るとデバイスのビープ音が鳴り、
LEDが点滅します。

3. デバイスとのペアリング [+] アイ
コンをクリックしてペアリングを開
始します。 1) お使いのスマートフォ
ンのBluetoothがオンになっているこ
とを確認します。
2) お使いのスマートフォンの近くで
デバイスを持ちます。 3) ビープ音が
鳴り、LEDが点滅を始めるまでデバ
イスのボタンを長押しします。

カメラの遠隔操作 SD Miniデバイス
のボタンはカメラの遠隔操作ボタン
としても機能します。カメラアイコ
ンを タップしてSD Miniのボタンを
使うことで写真を撮ったりセルフィ
ーを楽しむことができま す。

電池の安全に関する情報：

トラブルシューティング：
紛失アラーム スマートフォンとSD
Miniデバイスが範囲外にある場合、
スマートフォンとデバイスの両方の
ア ラームが鳴ります。スマートフ
ォンのアラート：アラームがオンに
設定されている場合、スマートフォ
ンのアラー ムが鳴ります。 デバイ
スのアラート：アラームがオンに設
定されている場合、SDデバイスの
アラームが鳴りま す。
注意：干渉によって、誤ってアラー
ムが鳴る場合があります。

最後に接続した場所 SD Miniとスマ
ートフォンのBluetooth接続が切断さ
れた場合、最後に接続した場所がア
プリの 地図上に記録されます。
デバイスの把握
アプリによって、地図上に最
後に接続が切断された場所が
記録されます。

問題

原因

対応策

スマートフォン とペア
リングし ようとした時
に PINの入力を求め ら
れました。

お使いのスマートフォンの
Bluetooth設 定経由でペアリングし
ようとしていま す。

代わりにSD Miniアプリを使用
してお使いのスマートフォン
とデバイスをペアリングして
ください（右上隅にある「+」
のアイコン）。

SD Miniをスマー トフォ
ンとペア リングできま
せ ん（1/3）

Bluetoothがオフになっています。

お使いのスマートフォンの設
定でBluetoothをオンにしてく
ださい。

SD Miniをスマー トフォ
ンとペア リングできま
せ ん（2/3）

SD Miniがスマートフォンから離れ
すぎ ています。

ペアリング中はビープ音が鳴
る までお使いのスマートフォ
ンの 近くにSD Miniを置いてく
ださ い。

SD Miniをスマー トフォ
ンとペア リングできま
せ ん（3/3）

SD Miniの電池が切れています。

電池を交換してください。

電池が数日しか もた
ない。

SD Miniの制御モジュールが故障し
てい ます。

電池を交換してください。新
しい電池に交換後も同様の問
題が続く場合は、当社までお
問い合わせください。

SD Miniの場所が 地図上
に表示さ れません。

GPSがオフになっているか、SD
Miniア プリがGPSにアクセスできま
せん。

GPSを起動し、アプリがお使い
のスマートフォンのGPSにアク
セスできることを確認してく
ださい。

スマートフォン の充
電がすぐに なくなり
ます。

一部のスマートフォンで発生する非
常 に稀な問題です。この問題はGPS
モ ジュールまたはその他のコンポ
ーネン トの電力消費に関連してい
ます。

必要な場合（すなわちSD Miniを
探す場合など）のみ、GPSや
Bluetoothを起動してください。

警告：火災の危険があります！電池を短絡させないでください
。電池が過熱または爆発する恐 れがあります。 電池はペットや
お子様の手の届かない所で保管してください。飲み込んでしま
った場合は、直 ちに医師の診断を受けてください。 水や火に電
池をさらさないでください。再充電できない電池を充電しよう
としないでくださ い。電池が爆発する恐れがあります。
保証期間：
ご購入日から12ヶ月以内に故障や製造の欠陥が認められた場合
、無料で修理·交換させていた だきます。お客様によって破損
が生じた場合や、製品が不適切な方法で使用、メンテナンスさ
れた場合、本保証は無効となります。
重要事項：
トラッカー本体とお使いのスマートフォン間の接続を確保する
ため、必ずSD Miniがバックグラ ウンドで継続的に実行するよう
お使いのスマートフォンを設定してください。App Storeまたは
Google Playストアを定期的に確認し、最新の更新プログラムを
入手してください。ユーザーガ イドが変更される場合、ヘルプ
セクションも更新されます。
Androidの場合：SD Miniアプリを開くと毎回「My SD Mini」の接
続が切断され た状態になります。なぜでしょうか？ お使いのス
マートフォンにセキュリティアプリがインストールされている
場合、ホワイトリス トまたは保護されているアプリのリストに
SD Miniアプリを追加してください。 スマートフォン

トラッカーの接続が切断された際に、スマートフォンとトラッカ
ー両方のアラー ムが鳴らないのですか？

デバイスが近くにあるのに、デバイスを接続できません。なぜ
でしょうか？

SD Miniを使用してスマートフォンを見つける方法は？

1. お使いのスマートフォンのBluetoothを一度オフにし、再度オ
ンにしてください。

お使いのスマートフォンにSD Miniが接続されている場合は、
[Tracker]（トラッカー）ボタンを ダブルクリックすると、置か
れている場所がわかるようにスマートフォンのビープ音が鳴り
ま す。

接続切断アラート機能をオンに設定する方法：
手順1：[Safe WiFi Area]（安全Wi-Fiエリア）が
[OFF]（オフ）になっているかどうか確認しま
す。[OFF]（オフ）になっている場合は、手順2
へ進んでください。なっていない場合は、現在
地が安全Wi-Fiエリアではないことを確認してく
ださい。
手順2：[Sleep Mode]（スリープモード）が[OFF]
（オフ）になっているかどうか確認します。
[OFF]（オフ）になっている場合は、手順3へ進
んでください。なっていない場合は、現時点で
の時間がスリープモードに設定している時間内
ではないことを確認してください。
手順3：ス マートフォ ンのアラー トまたはト ラ
ッカーの アラートが オンになっ ていること を
確認しま す。

2. お使いのスマートフォンの近くでデバイスを持ちます（スマ
ートフォンから10cm以上離さ ないでください）。
3. デバイスのボタンを3秒長押しし、何回かビープ音が鳴ったら
すぐにアプリを確認してくだ さい。 上記の手順を行ってもデバ
イスがお使いのスマートフォンに接続されない場合は、次の手
順を お試しください。
4. お使いのスマートフォンの電源を一度切り、再び入れます。
5. デバイスのカバーを開け、電池を確認します。デバイスを3ヶ
月以上使用している場合は、 電池交換をご検討ください。「
CR2032」電池をお使いください。

手順4：右上隅に「Alert on」 （アラートオン）の文字が表示され
ている場合、接続切断アラートが正常にオンに設定されて います
。この文字をタップすると、詳細をご確認いただけます。

スマートフォン経由でSD Miniデバイスを見つけ
る方法とは？
お使いのスマートフォンにトラッカーが接続さ
れている場合は、アプリを開き、 ボタンを タッ
プすると、置かれている場所がわかるようにSD
Miniのビープ音が鳴ります（ビープ音は近 くに
あるにも関わらず何かに隠れて見えない時に特
に役立ちます）。 注意：この機能を正常に動作
させるために、必ずSD MiniをBluetooth経由で接
続してくださ い。
[Sleep Mode]（スリープモード）の目的とは？
[Sleep Mode]（スリープモード）がオンになって
いる間は、デバイスとアプリの両方のビープ 音
が鳴らなくなります（ビープ音が誤って夜間に
鳴り、睡眠を妨げるのを防止する上で役立ち ま
す）。
[Sleep Mode]（スリープモード）の設定方法とは
？ [Sleep Mode]（スリープモード）の設定方法：
[Settings]（設定）にアクセス -> [Sleep Mode]（ス
リープモード）を[ON]（オン）に設定 -> [From]
（開始時刻）と[To]（終了時刻）の項目でスリー
プモードの時間を設定。

[Wifi Safe Area]（Wifi安全エリア）の目的とは？

SD Miniデバイスを削除する方法は？

ご自宅のWi-Fiや職場のWi-Fiなどのエリアを[WiFi Safe Area]
(Wi-Fi安全エリア) に設定できま す。お使いのスマートフォンが
設定したエリアに接続されると、トラッカーとスマートフォン の
接続が切断されてもトラッカーとスマートフォンのアラームが鳴
らなくなります。

手順1：画面下部を右から左にスワイプします。

[Wifi Safe Area]（Wi-Fi安全エリア）を設定する方法とは？
[Wifi Safe Area]（Wi-Fi安全エリア）へのアクセス方法：
[Settings]（設定） -> [Safe WiFi Area]（安全なWi-Fiエリア） ->
[WiFi Safe Area]（Wi-Fi安全エ リア）をオンに設定します。

手順2：[Delete SD mini]（SD miniを削除）ボタンを押します。
削除すると、デバイスがお使いのスマートフォンから削除され
、アイテムを鳴らしたり、アイ テムの場所を特定したりできな
くなります。再びペアリングすれば、新しいアイテムとして管
理できます。

