
LED ランプ

点滅検知センサー

■LED ランプの表示

■各部の名前

回転部

スマートフォン設置部

給電用 USB ケーブル挿入部

この度は、動く電話テレピー（Telepii）をお買い上げいただきま
して、誠にありがとうございます。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いに
なる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意
事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です
ので、必ず守ってください。

●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、安全に
　正しくお使いください。
●保証書付き : 保証書はこの取扱説明書の最後のページについて
　います。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
●お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管し、必
　要なときにお読みください。
●画面表記についてはアプリのバージョンによって異なる可能性　
　があります。

動く電話テレピー（Telepii）
取扱説明書および品質保証書

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が
切迫して生じる内容を示します。警告

注意
誤った取り扱いをしたときに、死亡または負傷を負う可能
性がある内容を示します。

してはいけない「禁止」の内容です。

しなければならない「強制」の内容です。

事故やけがなどを防ぐために

・水平な場所に設置する
・本体 (USB ケーブル含む ) や AC アダプターを、乳幼児や補助が必要な方

の手の届かない位置に設置する

・電源は定格電圧で使用する
・AC アダプター、USB ケーブルは根元まで確実に差し込む
・AC アダプター、USB ケーブルのほこりなどは定期的に取り除く
・異常や故障を感じたら、すぐに使用を中止し、AC アダプターを抜く
 [ 異常・故障例 ]

・本体、USB ケーブルが異常に熱い
・本体、USB ケーブルから煙や焦げ臭い匂いがする
・本体から異音がする
・製品が動かない
 上記のような場合は、使用を中止し、当社お問い合わせ窓口までご相談く

ださい。
・長期間使用しない場合や雷が鳴る恐れのある場合は、本体を給電していな

い状態で保管する

・不安定な場所 ( 本体の底面が斜めになる場所 ) では使用しない。
・落下させたり、強い衝撃を加えたりしない

火災・感電・漏電などを防ぐために

・お客様自身で分解、修理、改造しない
・熱または火気が発生する装置・設備の近くで使用、保管しない
・水または湿気など、水気を発生する環境や装置・設備の近くで使用、保管

しない
・濡れた手で本体 (USB ケーブル含む ) や AC アダプターの操作をしない
・雷が鳴ったら、本体 (USB ケーブル含む ) や AC アダプターに触れない
・傷つける、加工する、加熱する、重いものを乗せる、引っ張る、改造する、

加工するなど、本体 (USB ケーブル含む ) を破損するようなことはしない
・破損した場合は使用しない
・AC アダプターや USB ケーブルの差し込みがゆるいときは使用しない

警告

故障を防ぐために

・本体の上に、スマートフォン以外のものを置かない
・本体を落としたりぶつけたりしない
・お手入れ時には、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や

薬品類、磨粉などを使用しない

・お手入れ時は、必ず運転を停止し、電源を抜く
・お手入れ時には、乾いた柔らかい布で拭く
 ・汚れが気になる部分は水気を固く絞った柔らかい布で拭いた後、乾いた

やわらかい布で拭いて乾燥させる

■製品の廃棄
廃棄される際は自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

火災・感電・漏電などを防ぐために

・高湿度 (��% 以上 ) の状態で長時間使用しない

・AC アダプターや USB ケーブルを抜くときは、ケーブルを持たずに必ず
根本をもって引き抜く

・本体への電源入力には USB 給電を使用する
・USB 給電で使用する電源は必ず短絡保護・過電流保護機能付きのものを

使用する
・長期間使用しない場合は、ほこりがたまらないように USB ケーブルを取

り外して保管する

注意

�. 同梱されているすべり止めゴムを貼ってください。

端末 ( スマートフォン ) に下記 A・B どちらかの役割を与え
ます。

給電方法 :USB ケーブル
重量 :���g
寸法 :H�� x W�� x D��mm

・Telepii（テレピー）本体
・すべり止めゴム
・給電用 USB ケーブル（�.�ｍ/� 本）
・取扱説明書および品質保証書（本紙）

� 台
� 種
� 本
� 枚

�. 付属の USB ケーブルで本体に電源を繋ぎます。

設置部用 脚部用

赤く点滅する
USB 給電

❶ 定期購買 ID・アカウントを準備

使用する端末（A: 設置用、B: みまもり用とも）にアプリ
をインストールしてください。

ミマモルメテレピー
アプリ

【ミマモルメテレピーアプリの購入 ( 有料利用契約 ) をしたい】
　▶https://mimamorume-store.jp/products/telepiiapp

【定期購買 ID・アカウントが分からない】
　▶https://mimamorume-store.jp/pages/id

※紛失などにより第三者に知られた場合、不正に利用される恐れがあります。管理・
保管にお気をつけください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

定期購買 ID
アカウント

■メモにご利用ください

●本紙ではテレピー本体とミマモルメテレピーアプリをセットで利用する場合
の設定方法および機能紹介をしております。

●テレピー本体に対応した有料利用契約が不要なアプリもございます。詳し
くは裏面をご覧ください。

❷アプリ画面に従って設置用端末を設定してください。

アプリ画面に従ってみまもり端末を設定
してください。

みまもり端末から設置用端末に認証依頼を送り、承認さ
れると双方のつながりリストに登録されます。
つながりリストに登録のあるアカウントとのみミマモルメテレピーアプリ
を通してコミュニケーションがとれます。
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B
みまもり用

(何台でも)
LONDON

LONDON

普段使っている端末推奨 : 普段使っていない端末

A
設置用
（１台）

STEP-� STEP-�

設置用端末(�台)
を設定

みまもり端末を設定
( 複数台設定可能 )

B から A へ認証依頼を
送り、A が承認

STEP-�

A B A B
※AC アダプターを別途ご用意いただき、家庭用コンセントから給電ください。
※テレピー本体に充電機能はございません。端末 ( スマートフォン ) の充電は別途おこなっ

てください。また、転倒・故障等の恐れがありますのでテレピーに乗せたまま充電しな
いでください。

無灯
赤点滅
青常灯

電源 Off（給電なし）
USB 給電中
USB 給電中で、スマートフォンの設置をテレピーが認識中

A: 設置用端末に承認され、「つ
ながりリスト」に登録された B:
みまもり端末でのみコミュニケー
ションをとれます。

アプリの利用契約は不要です。
（無料で利用できます）

アプリを常に立ち上げた状態で、
テレピーに設置して使用する端末
です。承認した B: みまもり端末と
のみコミュニケーションをとれます。

アプリの有料利用契約をした方に
発行している定期購買 ID・アカウ
ントでのログインが設定時に必要
です。

設置用に設定する端末の台数分ミマモルメテレピーアプリの有料利用契約
が必要です。みまもり用に設定する端末は利用契約不要です。

→有料利用契約が � つ必要

→有料利用契約が � つ必要

設置用 �台 みまもり用 � 台

設置用 � 台 みまもり用 � 台

（例）

ミマモルメテレピーアプリ
※設置用として設定する端末のみアプリの有料
　利用契約が必要です。

※青常灯の時のみ、みまもり端末からテレピーの遠隔操作が可能です。

POINT
�台目以降のみまもり端末の
設定はSTEP-�から！

・ただいま通知を送る
・伝言を聞く
・ビデオ通話
・かかってきたビデオ通話の
　自動応答 (ON/OFF 可能 )

できること
・ただいま通知を受け取る
・伝言の録音と送信
・ビデオ通話
・ビデオ通話中にテレピーを
　���°動かせる

できること

https://mimamorume-store.jp/pages/id
https://mimamorume-store.jp/products/telepiiapp


保証内容

商標について

�. この製品保証書は当社（株式会社ミマモルメ）および当社運営 EC サイト、正規販売店
からご購入いただいた製品についてのみ有効です。

�. この製品保証書の保証期間は到着日より �� 日間有効で、日本国内のみ適用いたします。
（This warranty is valid only in Japan. ）

�. 次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。
　a. 本証の提示がない場合。
　b. 本証に商品到着年月日の記入、およびご購入店名がない場合。
　c. 誤用、落下、衝撃等不注意の事故、保存上の不備によって故障が生じた場合。
　d. 火災、浸水、天災等の災害によって生じた故障。
　e. 当社以外で修理、改造を行ったもの。
　 f. 消耗品に関するもの。
　g. 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
　h. 本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。（ご購入後に発生したもの）
　 i. 規格以外の電源および電圧で使用された場合。
　 j. 中古品として購入または貸与された場合。
�. 当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。従って、本保証書は、後 の々アフター

サービス等に、当社出荷証明としても必要となりますので大切に保管してください。修理の際は保
証期間内外に関わらず必ずご提示ください。また、この製品保証書は再発行いたしません。

�. 修理品の送料はご使用者においてご負担願います。

この製品保証書は本品が厳格なる品質基準に合格したことを証明し、通常のお取り扱いに
より発生した自然故障に対し、当社が無償修理を保証するものです。保証は下記に記載の
保証規定に基づいて行われます。保証書については決済時の領収書もしくは購入確認メー
ルをご一緒に提出していただくことでご利用いただけます。

製品名

お名前

ご住所

電話番号

商品到着日

保証期間
販売店名

動く電話テレピー（Telepii）

〒

　　　　　　年　　　月　　　日

製品到着日より �� 日間
 

※動く電話 Telepii は iPresence 合同会社の登録商標です。
※Apple、Apple ロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
※iPad、iPhone は Apple inc. の登録商標です。
※iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※iOS 商標は、米国 Cisco のライセンスに基づき使用されています
※App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。
※Google 、Android 、Google Chrome、Google Play は、Google Inc. の商標です。
※QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
※Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。

住所 :〒���-���� 大阪府大阪市福島区福島 �-��-�� 
株式会社ミマモルメ 

テレピー
アプリ

画面上のボタンでテレピーを ���°遠隔操作できます。

画面の中心線を本体の中心線に合わせて設置してください。本体の LED
ランプが青常灯の時のみ、みまもり端末からテレピーの遠隔操作が可能
です。

左に回転 右に回転

通話の終了
自分の映像

設置用端末の
カメラ切替

相手の映像
映像オン／オフ
音声オン／オフテレピーの

状況表示

コールしたい相手の受話器の
アイコンをタップします。

❶「上書き録音」から録音
※既に録音がある場合、新しい録音

で上書きされます

❷「聴く」で録音内容を確認

❸「送信」で伝言が送信されます

離れた場所からでもテレピーを操作して ���°見渡しながらテレビ電話ができ
ます。ミマモルメテレピーアプリとの比較は下表を参照ください。

■アプリ機能一覧

■テレピー本体とセットで利用できる他のアプリ

ビデオ通話が繋がると画面に中心線が表示されます。

利用料

アプリ名

テレピーの遠隔操作
テレビ電話

自動応答

ただいま通知
ただいまコール

伝言機能

テレピーミマモルメテレピー

無料

〇
〇

×

×
×
×

有料利用契約が必要
（テレピー設置用に設定する端末のみ）

〇
（テレピー設置用に設定する端末のみ）

〇
〇

〇
〇
〇

「ただいま」ボタンを押すと、「つながりリスト」のみまもり端末に帰宅
通知が送られます。新規伝言があると「耳」アイコンが付きます。

初期設定方法はオモテ面をご覧ください。 初期設定方法はオモテ面をご覧ください。

「つながりリスト」に登録している設置用端末で「ただいま」ボタンが押さ
れると、帰宅通知が届きます。

「メニュー」の「通知履歴」で帰宅通知の履歴が確認できます。
＜注意事項＞

・帰宅通知は、アプリを前面で表示している場合ダイアログにて通知され、それ以外の
場合はプッシュ通知されます。

・通信環境が良好でない場合、プッシュ通知に遅れが生じることがあります。
・通知が来ない場合はアプリの再起動 ( バックグラウンドから消去し再度アプリを立ち

上げる ) をお試しのうえ、ご利用の端末の通知設定が ON になっているかをご確認く
ださい。

・プッシュ通知時の音は端末の設定に準じます。
※端末 ( スマートフォン ) の操作方法については取り扱い説明書をご確認いただき、不

明な場合は販売元にお問い合わせください。

※ミマモルメテレピーアプリとテレピーアプリは同一のスマートフォンに両方インス
トール可能ですが、異なるアプリのためミマモルメテレピーアプリとテレピーアプ
リでの通信はできません。

「ただいま」を押したあとの画面で「でんごん」を押し、聞きたい伝言を
選びます。新規伝言には★マークが付いています。

「ただいま」を押したあとの画面で「ただいまコール」を押すと、「つな
がりリスト（コールさき）」のメンバーにテレビ電話をかけられます。

「つながりリスト」のメンバーにビデオ通話をかけられます。設置用端末
が自動応答機能を ON にしてアプリを開いている場合は自動応答でビデオ
通話がつながります。

「つながりリスト」に登録している設置用端末の「伝言」から最大 �� 秒
まで伝言を送れます。

※アイコン、名前は「メニュー」の
「つながりリスト編集」から変更

できます。

コールさき

誰にコールしますか
だれ コールしたい相手の

アイコンをタップします。

(BACK/FRONT)
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通話中の画面

通話中の画面

一二三四五六七八九〇一二

自分の映像

通話の終了

音声オン／オフ

映像オン／オフ相手の映像

本体の中心線

端末の設置を確認し、
画面の点滅を検知すると

青く点灯
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画面の中心線

LONDON
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���°

設置用端末

テレピーアプリの設定方法
▶https://telepii.com/guide/

お問い合わせの前にご確認ください。お問い合わせの前にご確認ください。

Q. テレピーに設置できるスマートフォンの厚みは？
 A. �mm までご利用可能です。

Q. タブレット端末で利用できますか？
 A. タブレット端末はミマモルメテレピーアプリの動作保証外のため、使えませ

ん。また転倒・故障等の恐れがありますのでスマートフォン以外のものをテレ
ピーに乗せないでください。

Q. アプリが起動できません。 画面が真っ暗になってビデオ通話ができません。
 A. アプリの再起動（アプリをバックグラウンドから消去後にアイコンから起動）

を行ってから再度お試しください。

Q. ビデオ通話時に端末を中心線に合わせて置いても LED ランプが青くならず、
テレピー が動きません。ビデオ通話時に操作していないのにテレピーが動き
ます。

 A. テレピーは画面の点滅を検知して左右に動きます。点滅を正しく検知できる
よう、直射日光などの強い光が入っていないか確認してください。

Q. ビデオ通話時、画面が表示されなかったり、画質がよくなかったりします。
 A. 十分なインターネット通信が確保されているかご確認ください。
　 推奨環境 : 上り下りともに �MBPS 以上の安定した通信回線

Q. 発信・着信履歴は残りますか？
 A.「ただいまコール」および「コール」の発信履歴は残りません。
　着信履歴は iOS に限り、アプリが前面で表示されていないときのみ着信履

歴が残ります。（アプリを前面で表示している場合や Android では着信履歴
は残りません。

Q. 定期購買 ID・アカウントがわかりません。
 A. 下記 URL に確認方法を記載しております。ご確認ください。

　　【定期購買 ID・アカウントの確認方法】
　　https://mimamorume-store.jp/pages/id

上記以外のよくある質問は下記をご確認ください。
  
　　【テレピーのよくある質問】
　　https://mimamorume-store.jp/pages/faq-telepii

Q. テレピーに設置できるスマートフォンの厚みは？
 A. �mm までご利用可能です。

Q. タブレット端末で利用できますか？
 A. タブレット端末はミマモルメテレピーアプリの動作保証外のため、使えませ

ん。また転倒・故障等の恐れがありますのでスマートフォン以外のものをテレ
ピーに乗せないでください。

Q. アプリが起動できません。 画面が真っ暗になってビデオ通話ができません。
 A. アプリの再起動（アプリをバックグラウンドから消去後にアイコンから起動）

を行ってから再度お試しください。

Q. ビデオ通話時に端末を中心線に合わせて置いても LED ランプが青くならず、
テレピー が動きません。ビデオ通話時に操作していないのにテレピーが動き
ます。

 A. テレピーは画面の点滅を検知して左右に動きます。点滅を正しく検知できる
よう、直射日光などの強い光が入っていないか確認してください。

Q. ビデオ通話時、画面が表示されなかったり、画質がよくなかったりします。
 A. 十分なインターネット通信が確保されているかご確認ください。
　 推奨環境 : 上り下りともに �MBPS 以上の安定した通信回線

Q. 発信・着信履歴は残りますか？
 A.「ただいまコール」および「コール」の発信履歴は残りません。
　着信履歴は iOS に限り、アプリが前面で表示されていないときのみ着信履

歴が残ります。（アプリを前面で表示している場合や Android では着信履歴
は残りません。

Q. 定期購買 ID・アカウントがわかりません。
 A. 下記 URL に確認方法を記載しております。ご確認ください。

　　【定期購買 ID・アカウントの確認方法】
　　https://mimamorume-store.jp/pages/id

上記以外のよくある質問は下記をご確認ください。
  
　　【テレピーのよくある質問】
　　https://mimamorume-store.jp/pages/faq-telepii

●お問い合わせの前に●
本紙に記載の「困ったとき」をご確認ください。

【メールフォーム】
https://mimamorume-store.jp/pages/contact

●お問い合わせの前に●
本紙に記載の「困ったとき」をご確認ください。

【メールフォーム】
https://mimamorume-store.jp/pages/contact

＜注意事項＞

・自動応答機能は初期設定で OFF になっています。メニューより ON/OFF が可能です。

・自動応答機能はアプリが前面で表示されているときのみ有効です。（アプリを立ち上
げていない場合やバックグラウンドにある場合は無効です。）

＜注意事項＞

・自動応答機能は初期設定で OFF になっています。メニューより ON/OFF が可能です。

・自動応答機能はアプリが前面で表示されているときのみ有効です。（アプリを立ち上
げていない場合やバックグラウンドにある場合は無効です。）

＜注意事項＞

・自動応答機能は設置用端末が設定を ON にしてアプリを前面で表示しているときのみ
有効です。（アプリを立ち上げていない場合やバックグラウンドにある場合は無効です。）

＜注意事項＞

・自動応答機能は設置用端末が設定を ON にしてアプリを前面で表示しているときのみ
有効です。（アプリを立ち上げていない場合やバックグラウンドにある場合は無効です。）

お問い合わせお問い合わせ

見本

https://telepii.com/guide/
https://mimamorume-store.jp/pages/id
https://mimamorume-store.jp/pages/faq-telepii
https://mimamorume-store.jp/pages/contact

