
人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。安全上の注意
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ごあいさつ
この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に必ず説明書の内容をご確認ください。
また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

内容を確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡ください。

コントローラー：1 個 タグ：2 個 オープナー：1 個シリコンカバー：グレー 1 個
ブルー 1 個

梱包内容

・本製品は非常に小型のため、電池の接触端子なども小さく作られています。取扱いの際は変形や破損にご注意ください。
・子機には電源の ON/OFF がありません。常に電池を消費し続けますので子機が正しく反応するか（電池が切れていないか）3 日に
　一回程度は確認してください。
・ご使用の前に必ず破損や異常がないかを確認して下さい。異常が見つかった場合は使用しないでください。
・本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。

・火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
・本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
・定期的に本製品の点検を行ってください。

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。注意

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。重要

・開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようご注意ください。
・本製品は非常に小型に作られています。タグやボタン電池の誤飲に十分注意してください。
・本製品はペットや鍵などの小物を探すことを目的に製造されています。人を探す目的や救命用途に使用しないでください。
・本製品はペットの安全や健康を保証するものではありません。
・本製品はペット、紛失物の発見を約束するものではありません。ペットや紛失物への保障は一切致しかねます。

海外製品について
海外メーカーの検品基準で製造・出荷されている為、日本製品と比較して「部品の噛み合わせが悪い」「バリや糸の不始
末など、製品の仕上がりが荒い」「小さな傷がある」場合があります。これらの様な使用において問題がない範囲の不具
合での交換対応等にはお応えできない場合があります。また、商品の状態によっては弊社で修正・加工を行ってから出荷
しています。予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。警告

親機と子機にはメーカーの工
場出荷時にテスト用の電池が
入れられていますが、倉庫や
店舗での保管中、自己放電に
より電池が切れている場合が
ございます。
予めご了承ください。

注意：付属の電池について
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何も操作が無いまま電源がオンの状態が
続くと、自動で電源がオフになります。

POINT：電源の自動OFF について

ピピーッ
！

電源のONと OFF

電源のON

コントローラーの電源

タグの電源

電源のOFF

●メーカー出荷時は絶縁シートが付いているので引き抜いてください。
●電源を入れたまま一定時間操作が行われないと自動で電源がオフになります。

●絶縁シートを引き抜いた瞬間から電源がオンになります。タグの登録を行うまで引き抜かないでください。
●タグには電源のオン・オフの機能はありません。通電中は常にオンの状態です。
●電池の寿命は一日に 30 分ほどの使用で約 40 日間です。　※電池や使用状況により異なります。

ゆっくり
点滅する

コントローラー右のボタンを長押しするとブザーが鳴り、
電源が入ります。電源が ON の時はコントローラー右の
赤ランプが点滅します。（３秒に１回光る）

長押し

ピブー

電源が ON の時にコントローラー
右のボタンを長押しするとブザー
が鳴り、電源が切れます。

長押し

本説明書における各部の名称です。修理・交換について

・本製品には「ご注文日から 1２ヶ月間」の修理保証があります。
・お客様の不注意やペットによる破損や不具合は修理保証の対象となりませんのでご注意ください。
・本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
・保証規定の詳細については同封されている弊社発行の修理依頼書をご覧ください。

・開封時に商品の破損があった場合はただちに商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。

・開封時に商品の変形や不具合があった場合は「ご注文日から 14日以内」に弊社へご連絡ください。未使用の場合に限り交換致します。
・ご連絡後、不良品を弊社へ佐川急便の着払いで発送してください。弊社にて不良品を確認した後交換品を発送いたします。
※必ず修理依頼書必要事項を記入して同封してください。未記入や同封がない場合は交換をお断りさせて頂いております。
※ご注文日より 14日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

・返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
・弊社は卸売の会社ですので、返金・返品に関してご連絡いただいても対応致しかねます。

返品・返金について

初期不良の交換について

輸送中の破損について

保証について
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コントローラーの電池交換

タグの電池交換

●電池はコントローラー、タグ共にボタン電池（CR2032）を 1 つずつ使用します。

タグを登録する際の注意

タグの電源について

●通電した無登録のタグが複数あると、一つのボタンに同時にタグが登録されてしまう恐れがあります。（図 01）
●登録しない無登録のタグは絶縁シートを付けたままにするか、電池を抜くなどして必ず登録するタグだけが通電してい
　る状態にしてください。（図 02）
●一つのボタンに複数のタグが登録された状態で登録解除を行っても解除されるタグは一つなので、他の登録されてしま
　ったタグは使えなくなります。（図 03）
●誤って一つのボタンに複数のタグを登録しても保証の対象にはなりませんのでご注意ください。

注意：タグの絶縁シートについて

通電中

解除

登録済

登録済

登録済

通電していない

通電中

通電中

通電した無登録のタグ

一つのボタンに複数のタグが
登録される恐れがある。

必ず登録を行うタグだけが通電した状態にする

一つのボタンに複数のタグが
登録された状態で登録解除を
行っても…

登録済

登録済

解除されるタグは一つだけ。 登録されていた残りのタグが
使用できなくなるのでご注意
ください。

図 01 図 02

図 03

絶縁シート

電池を抜く

解除

登録済

登録済

コントローラー裏面の
カバーを外します。

付属のオープナーで
タグをこじ開けます。

ボタン電池を入れてください。
※電池の向きに注意。

ボタン電池を入れてください。
※電池の向きに注意。

タグを元に戻してください。
※パチンと音がするまでしっ
　かりと合わせてください。

カバーを閉じてください。

パチン！

通電した時のブザーの鳴り方で
登録済みかどうか判別できます。

【ブザー 1 回】
登録済み

【ブザー 2 回】
未登録

POINT：通電時のブザー

ピーッ！

ピーッ！
ピーッ！

＋の面が上向き

＋の面が上向き
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●使用する前にタグをコントローラーへ登録する必要があります。
●一つのコントローラーに 4 つまでタグを登録することができます。
●登録済みのタグを別のコントローラーに登録することはできません。別のコントローラーに登録したい場合は一度
　タグの登録解除を行ってください。

タグを登録する

●登録したタグを探索します。探索可能範囲は障害物のない屋外で 122m 程です。（屋内の場合は 30m 程）
※電池残量や建物の構造、素材などで探索可能範囲は大きく変化します。
●タグは常に電池を消費しています。3 日に一回程度は正しく反応するかどうかボタンを押して確認してください。

タグを探索する

登録したいタグをコントローラーの
近くに置きます。

探したいタグを登録したボタンを
押すと、探索モードになります。

まずはコントローラーを上下左右、
色んな方向に向けてみてください。

コントローラーを動かす時は
ゆっくりと動かしてください。
素早く動かすとうまく反応を
捉えられない場合があります。

タグを登録させたいボタンを
ブザーが鳴るまで長押しします。

長押し

ピーッ！

ブザーが鳴ったらボタンを離して
ください。再度ブザーが鳴り、タ
グの検索が始まります。

ピーッ！

ピーッ！

ピーッ！

タグの検索中はランプが赤く点滅します。 登録が完了するとコントローラーと
タグのブザーが鳴り、赤いランプが
点灯します。

ブーッ！

登録するタグが見つからなかった場合は
コントローラーのブザーだけが鳴ります。
もう一度手順 1 からやり直してください。

点滅する

POINT：タグ登録の失敗POINT：タグ検索中

POINT：探索のコツ 01
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タグの反応をキャッチすると
インジケーターランプが光り
ます。

タグを探索する（つづき）

反応がない場合は場所を変えて再度探してみてください。

反応が強くなるにつれ、ランプが赤→オレンジ→緑へ変化し、
ブザーの間隔が短くなります。

登録したボタンによってタグのブザー音は異なります。
※コントローラーの左から 1 番、2 番…としています。

最大時はランプが全て
点灯し、ブザーが鳴り
続けます。

タグの反応があるとインジケーター
ランプが光ります。

コントローラーの向きを変えながら
より強い反応を示す方へ向かいます。

タグからもブザー音が鳴って
います。反応が大きくなった
らタグのブザー音にも注意し
て探してください。

【1 番】：ピッ…ピッ…ピッ…
【2 番】：ピッピッピッピッピッ
【3 番】：ピッピー、ピッピー、
【4 番】：ピーピッ、ピーピッ、

POINT：探索のコツ 03（反応の強弱）

POINT：探索のコツ 02（反応がない時）

POINT：探索のコツ 04（タグのブザー音）

反応：中

反応：大

反応：なし

反応：弱 反応：強 反応：最大

ピーッ！ピッピッ
ピッ

ピッピッ
ピッ

ピッ…ピ
ッ…ピッ

…

ピピピピ
ピ…

ピピピピ
ピ…

タグが見つかったら、ボタンを押して
探索モードを解除してください。
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●強制解除はタグは登録状態のまま、コントローラーのみを未登録の状態に戻す作業です。
●タグを紛失または破損させた場合にご利用ください。
●強制解除を行ったボタンに登録されていたタグは使用できなくなるのでご注意ください。
●強制解除によって使用不能になったタグは、如何なる理由においても保障の対象となりませんので予めご了承ください。

登録されたタグを解除する

登録されたタグを強制解除する

登録を解除したいタグを
コントローラーの近くに
置きます。

タグを解除させたいボタンと
音量ボタン（本体左のボタン）
を同時にブザーが鳴るまで 3 秒
間長押しします。

同時に 3 秒間
長押し

ピーッ！

ブザーが鳴ったらすぐにボタンを
離してください。ブザーが短く 2 回
鳴り、タグの検索が始まります。

ピッ！
ピッ！

タグが見つかるとコントローラーと
タグからブザーが鳴り、登録が解除
されます。

ピーッ！
ピーッ！

ピッ！
ピッ！

ブーッ！

解除するタグが見つからなかった場合は
コントローラーのブザーだけが鳴ります。
もう一度手順 1 からやり直してください。

POINT：登録解除の失敗

強制解除を行いたいボタンと
音量ボタン（本体左のボタン）
を同時に 7 秒ほど長押しします。

同時に 3 秒間
長押し

途中 3 秒ほどで 1 回ブザーが
鳴りますが、離さず押し続け
てください。

7 秒ほど長押しすると 2 回
ブザーが鳴るのでボタンから
手を離します。

ピーッ！
ピーッ！

ピーッ！



製品情報
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製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

株式会社オーエフティー
〒666-0024
兵庫県川西市久代 1-27-5
Tel:072-744-1017
Fax:072-744-1018
E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp

月～金　9:15～17:00
　   土　9:15～12:00営業時間

第 1・3 土曜、日祝は休み。
大型連休、年末年始については
弊社 HP をご確認ください

【輸入元】

●タグに防水機能はありません。絶対に水に漬けたり濡らしたりしないよう注意してください。
●ペットの首輪につける場合は付属のタグカバーを併用してください。
●付属のタグカバーは小雨や泥はねからタグを保護するものです。完全防水ではないのでご注意ください。

●コントローラー左のボタンを押すと音量調節ができます。調節はミュート（消音）、小、大の三段階です。

登録されたタグを強制解除する（つづき）

タグカバーについて

音量調節について

音量ボタン

ボタンから手を離すと
ブザーが短く 3 回鳴り
強制解除が始まります。

タグカバー裏面の隙間から
タグを入れてください。

ピッ！

ピッ！

ピッ！

ブザーが 3 回鳴ると
強制解除は完了です。

ピーッ！

ピーッ！

ピーッ！

首輪に付ける場合はタグカバー裏面の隙間に
首輪のベルトを通してご使用ください。

音量ボタンを押すたびに
「音量：大」 → 「音量：小」 → 「消音」と
切り替わります。

007-AE0217
007-AE0222


