
《お願い》

＜ホルダー＞

＜本体＞

この度は、ＭＡｍｏｒｉａ ｉｔ（マモリアアイティー）をお買
い上げいただき、ありがとうございます。使用の前に
必ず本書をお読みの上、正しくお使いください。本書
は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

●誤飲・窒息の危険や、噛んだり、舐めたりすると、
事故や傷害の原因となる場合がありますので、乳
幼児の手が届く場所には置かないでください。
●航空機、病院などの精密機械のあるところ、混雑
した場所、自動車内等では使用しないでくださ
い。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペー
スメーカー等に影響を及ぼし、誤動作による事故
の危険があります。
●ペースメーカー等の産業・科学・医療機器の近くで
は使用しないでください。磁力により医療機器の動
作に影響を与えるおそれがあります。
●本機を分解・改造しないでください。火災・感電・故
障の原因となります。
●コーヒーやジュースなどの飲み物、花瓶の水など
を本機にかけないでください。火災・感電・故障の
原因となります。
●電池の分解・充電・加熱、ショートさせることは絶
対に行わないでください。破裂してけがをするお
それがあります。

●乾電池の液が目に入ったときは、こすらずに水で洗
い流し、すぐに医師の治療を受けてください。
●電池の取扱いを誤ると電池の液漏れや破裂の原
因になりますので、以下のことを必ずお守りくだ
さい。

●ライトの光を直視しないでください。目を傷める
原因になるおそれがあります。
●床に放置しないでください。誤って踏みつけたり、転
倒した際に、けがや事故などの原因となります。
●本機をぶつけたり、なげたりなど乱暴なあつかい
をしないでください。

●本商品のご使用により、スマートフォン等その他機
器やソフトウェア上に生じた損害に対し、当社は一
切の責任を負えませんので予めご了承ください。
●直射日光のあたる所、暖房器具の近くなどの温度の
高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
●本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。
●シンナーやベンジン、アルコール類などで拭かな
いでください。清掃は乾いた布で軽く拭いてくだ
さい。
●各色のＬＥＤが点滅した場合は、押しボタンスイッ
チを押してください。通常の動作に戻ります。

●本体背面の電池カバーを
　引き下げてはずします。

●電池ケース内の＋－表示を確認して
　単三形乾電池２本をセットします。
　※付属の乾電池は動作確認用ですので、
　新品に交換してお使い頂くことを
　推奨いたします。

●電池カバーを元通りに取り付けます。

《通信について》
●本製品内部に搭載している無線モジュールは、日
本国内の無線規格に準拠し、認証を受けていま
す。（技適マークは本製品内部のモジュールに表
示されています）
●お客様が使用される端末の使用環境によっては、
本製品が正常に動作しない場合がありますので
ご承知おきください。
●電波の干渉により、他の機器や動作や性能に影
響を及ぼすことがあります。

注 意

安全上のご注意 各部のなまえ

電池の入れ方

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷
を負う危険の可能性が想定される内容を示しています警 告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性
および物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています

ブザー出力箇所

押しボタンスイッチ
押下でライトを点灯・消灯
させることが出来ます

スライドスイッチ
ＭＡｍｏｒｉａ ｉｔ 
電源スイッチ
上：ON ・ 下：OFF

ＬＥＤライト発光面

ホルダーに本体を装着時、震度４クラス以上の振動を検知し自動的に、ライトが約３０分間点灯します。

電池カバー
単３形乾電池２本収納

お客様欄のすべての項目に明確にご記入ください。販売店欄はお買い上
げの販売店様でご記入いただくか、ご購入が確認できる証明書（レシー
ト・納品書）をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、
改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。

製造元　株式会社ブラザーエンタープライズ
〒467-0841 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町26番17号
TEL：052-824-3281　FAX：052-824-3240
時間：月～金 9：00～12：00／13：00～17：30
土、日、祝日はお休みです
http://www.brother-enterprise.co.jp/
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ドッキングピン
本体と検振信号を
つなぐピン

保証書

古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでくださ
い。
違う種類の電池を混ぜて使用しないでください。
電池は＋－の向きを正しくセットしてください。
長期間使用しないときは、電池を取り出してから保
管してください。
お子様が電池を飲み込まないようにご注意の上、本
機や電池はお子様の手の届かない場所に保管して
ください。

・

・
・
・

・

スマートフォン対応 ＩｏＴ ＬＥＤライト



「マモリアIT」のアプリを開きます。

＜主な仕様＞
保証規定

本機は振動検知ＬＥＤライトとして使用することがで
きますが、本機とスマートフォンをペアリングするこ
とで、緊急速報メールに反応し、ライトとブザーでお
知らせしたり、お天気情報を表示したりすることが
できます。

マモリアitにスマートフォンを
タッチするか、マモリアitのボタンを
長押しするとお天気カレンダーが
スマートフォン画面に表示。
※お天気カレンダーを表示した後は、
１ｍ程度スマートフォンとマモリアｉｔを
離し、約１分経過しないと、タッチして
も再表示が出来ません。

※アプリケーション立ち上げ直後（５秒程度）は接続
中であっても、非接続表示する場合があります。
※２台以上機器登録されている場合、接続されるの
は１台のみです。接続したい場合は、接続されている
スマートフォンのBluetoothの設定をＯＦＦにしてく
ださい。

②災害速報時に点灯するライトやブザーの出力テスト
ができます。

③お天気ＬＥＤの点灯設定およびお天気カレンダー表
示ポイントの設定ができます。

④マモリアitの特徴を説明します。

⑤マモリアitのＱ＆Ａサイトを表示します。

災害速報時のライト・ブザー出力やお天気情報ＬＥＤ表
示などは、押しボタンスイッチを押下すると止まります。

①本機との状態（接続・非接続）を表示します。
　マークを押すと、今日もしくは明日（お天気設定の状
態によります）のお天気を約１分間ＬＥＤ点滅でお知
らせします。

●おかえりＬＥＤ表示機能
　スマートフォンと本機が再接続された場合、ライト
が約３０秒点灯します。（ただし、接続状態から非
接続→再接続までの時間が短い場合はライト点
灯しません）

●電池少量お知らせ通知
　マモリアｉｔの電池が少量にな
るとスマートフォンに通知が
来ます。

●登録機器に伝えるお天気カレンダー表示
　マモリアｉｔの押しボタンスイッチを長押しすると、
本人のお天気カレンダー表示はもちろんのこと、
近くの登録済みスマートフォンへもお天気カレン
ダーを表示します。（接続中のスマートフォンをマ
モリアｉｔにタッチした場合も、近くの登録済みス
マートフォンへお天気カレンダーを表示します）

１．保証期間（お買い上げ後１年間）内において、正常な
使用状態で製造上の不備により故障した場合は、無
料にて修理いたします。

２．電池およびご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化
は保証の対象外です。

３．保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
（または、修理や交換ができない場合があります）
①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷
の場合。また、落下などの痕跡がある場合。
④天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
⑤本書の提示がない場合。

４．機器の損傷状況によっては、修理や交換を承れない
場合もあります。

５．出張による修理・交換対応はお受けできません。

６．保証書は日本国内においてのみ有効です。
　（Ｔｈｉｓ ｗａｒｒａｎｔｙ ｉｓ ｖａｉｌｄ ｆｏｒ ｓｅｒｖｉｃｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ ｏｎｌｙ）

７．本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

②スマートフォンの「設定」の「Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ」「位置
情報（サービス）」をＯＮにします。

③

④スマートフォンの画面のガイダンスにしたがって
機器登録（ペアリング）をします。

　※すでに登録済みのスマートフォンが近くにある
場合は、機器登録できない可能性があります。

⑤災害速報設定および通知設定（Ａｎｄｒｏｉｄの場合）が
ＯＮになっていることを確認します。

⑥お天気ＬＥＤ点灯の開始時刻や点灯時間、ＬＥＤ表
示する天気（今日もしくは明日）を設定します。

　※点灯時間が短いほど電池の寿命は長持ちします。

⑦お天気カレンダーで知りたいポイントを追加登録
します。（現在地と知りたいポイントの２ヶ所表示
することができます）

　※お天気情報は日本国内のみ取得可能です。
　※お天気情報のLED表示は現在地のみです。

機能説明

対応スマートフォン

ＭＡｍｏｒｉａ ｉｔ 操作方法 「マモリアIT」アプリケーションホーム画面

その他の機能

今日もしくは明日の天気を
ＬＥＤでお知らせ。
　
１秒点灯、５秒消灯の繰り返し。
点灯開始時刻・点灯時間はアプリ内で
設定することが可能です。
お天気情報のＬＥＤ表示は
現在地のみとなります。

1

対応機種のモデルに関しては、上記QRコードまた
はURLへアクセスしてください。
※対応機種以外での動作は保証いたしかねます。
http://www.brother-enterprise.co.jp/
products/mamoriait

iOS／8.0.0以降
Android OS／5.0.0以降

SIMフリー端末は対象外です。
iPad、iPodTouch、
Androidタブレットは対象外です。

①無料アプリ「マモリアIT」を
　ダウンロードします。

・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。
・Google play、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・Bluetooth®は米国内におけるBluetooth SIG Incの登録商標または商標です。
・その他の製品に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

製品名称 スマートフォン対応 ＩｏＴ ＬＥＤライト

※お天気ＬＥＤを毎日２時間点灯させた場合の目安です。

製品名・型式 ＭＡｍｏｒｉａ ｉｔ （マモリアアイティー）

電源 単３形乾電池Ｘ２本

重量 本体約１４０ｇ（電池含む）
ホルダー約７５ｇ

動作温度 －５℃～４５℃

検振の目安 震度４相当

振動検知時の
点灯時間 約３０分

ＬＥＤ連続点灯時間 約２０時間

待機状態での
電池寿命 約３～４ヶ月※
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①

②

③

④ ⑤

緊急速報情報に反応して
ブザーとライトでお知らせ。
　
スマートフォンとペアリング状態にて、
災害速報がスマートフォンに
転送されたときに自動的に照明装置が
30分間、ブザーが約1分間出力します。
※Androidスマートフォンの場合、各キャリ
ア（ａｕ、ｄｏｃｏｍｏ、SoftBank、Y!mobile）
の標準防災アプリが使用できることが条件
です。

揺れを検知して自動でライトが約30分
間点灯します。（震度4相当）
※検振を正しく感知するために
マモリアitを平らな場所に置いて下さい。

LEDハンディーライトとして
ご使用できます。

スマートフォンと連携する機能

標 準 機 能
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