
 
TRE GPS 利用規約 

 
 
 
 
この利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社トレミール（以下「トレミール」といいます）が

承認したGPS端末およびアプリケーション等の提供事業者（以下「端末提供事業者」といいます）のGPS端

末（以下「本GPS端末」といいます）、トレミールの提供する付加サービス（以下「サポートサービス」と

いいます）、トレミールおよび端末提供事業者が提供するアプリ（以下「本アプリ」といいます）を総称し

た位置情報サービス（以下「本サービス」といいます）の提供条件等を定めたものです。本サービスのご利

用にあたっては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約の各条項に同意いただくことが必要とな

ります。本規約の条項のいずれかに同意されない場合には、本サービスをご利用いただくことはできません。 

 
 
 
第１条（本サービスの内容） 
 

1. 本サービスは、本GPS端末のおおよその位置情報（本GPS端末が備える位置測位機能で、取得した緯

度・経度情報および基地局の情報を用いて推測される位置に関する情報をいいます）およびその履歴を確

認することができ、必要に応じてトレミールがサポートサービスを行うものです。本サービス利用にあた

って発生する通信料、通話料、サービス料、およびハードウェアなどの本サービスを利用するための環境

等の費用と責任は全てお客様（通知先に設定された方を含む）にご負担いただきます。 

2.  位置情報提供がなされない、または誤差が生じた期間、本サービス停止中、別表１に記載された端末ご

との位置情報取得数上限に達した以降の期間であっても利用料金の支払い義務は発生します。 

3. 本サービスの内容や動作環境は予告なく変更される場合があります。 

4. 本サービスの特性上、本サービス利用者ではない他者（以下「被検索者」といいます）の所有物に設置

あるいは被検索者に携帯させる場合は、お客様ご自身で事前に被検索者の同意を得る必要があります。 

5.  本GPS端末が取得する位置情報は確実なことを保証するものではなく、電波環境や周辺環境により位置

情報に誤差が生じることがございます。本GPS端末を利用したことにより、盗難品の奪還や紛失物の発見

など解決を保証するものではございません。 

 
 
第２条（許諾される権利） 
 
１．お客様が本規約のすべての条項を遵守する限り、本サービスを取得したアカウント（以下「当該アカウ

ント」といいます）が設定された端末（以下「対象端末」といいます）を使用、アクセス、表示する権

利を許諾します。 
 
２．第１項の目的以外での使用が確認もしくは疑いがあるとトレミールまたは端末提供事業者に判断された

場合、通信規制または全てのサービスの使用規制もしくは停止を行う場合があります。 
 
 
第３条（知的財産権の帰属） 
 

本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他一切の知的財産権は、トレミ

ールまたは端末提供事業者、本サービスに関わる第三のサービス提供事業者（以下「サービス提供事業

者」といいます）の当該権利の提供元に帰属します。 
 
 
第４条（本サービスの提供停止） 
 



１.お客様が本規約の条項または条件に違反した場合、またはトレミールおよび端末提供事業者が本条に当て

はまると判断した場合は、お客様に事前に通知することなく、本サービスの提供を停止することができま

す。 

2.トレミールまたは端末提供事業者は、本サービスを利用しようとした者が、以下の各号のいずれかの事由に

該当する場合は、本サービス利用を拒否することがあります。 

①本利用規約に違反もしくは違反するおそれがあると、トレミールまたは端末提供事業者が判断した場合 

②トレミールまたは端末提供事業者に提供した情報の全部または一部に虚偽、誤記若しくは記載漏れがあ

った場合 

③過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合 

④未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、補佐人又は

補助人の同意等を得ていなかった場合 

⑤被検索者の所有物品への設置および被検索者の携帯について、被検索者の同意を得ていなかった場合 

⑥その他トレミールまたは端末提供事業者が利用を適当でないと判断した場合 

⑦反社会的勢力であるか、そうした勢力と関係がある、もしくは過去に関係があった場合 

⑧法令違反、犯罪もしくは、それらのおそれのある行為をした場合、または刑事事件に関与している疑い

があり、本契約を継続することによって、当社の信用が害されるおそれがある場合 

⑨利用料金の支払いがされていない場合 

3. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス利用者に事前に通知することなく一時的にサービス

を停止、終了又は廃止する場合があります。 

① サーバー、通信回線もしくはその他の設備の故障、障害の発生又はその他端末提供事業者や電気通信

事業者、携帯電話事業者、アプリ提供事業者、サービス提供事業者、その他公的機関等の事由により

サービスの提供ができなくなった場合 

② システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合 

③ 火災、停電などによりサービスの提供ができなくなった場合 

④ 地震、噴火、洪水、津波などの天災によりサービスの提供ができなくなった場合 

⑤ 疫病、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態によりサービスの提供ができなくなっ

た場合 

⑥ その他、運用上、技術上本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合 

4. トレミールは、本サービスにおける本サービス利用者の行為が、前2項各号のいずれかに該当し、又は該当

するおそれがあるとトレミールが判断した場合には、本サービス利用者に事前に通知することなく、本サ

ービス利用の拒否または停止等の措置を行い、当該本サービス利用者に関連する情報の全部又は一部を削

除することができるものとします。トレミールは、本項に基づきトレミールが行った措置に対し、本サー

ビス利用者に生じた損害について責任を負いません。 

 
 
第５条（本規約の変更および終了） 
 
１．トレミールは、お客様から事前の承諾を得ることなく、いつでも本規約を変更または終了することがで 
 

きるものとします。 
 
２．トレミールは、本規約を変更した場合には、変更の内容をトレミールが定める適当な方法によりお客様

に通知または周知するものとします。変更後の内容は、当該通知または周知があった時をもって適用さ

れるものとします。 
 
３．本規約が終了した場合、お客様は本アプリをアンインストールし、すべて消去または破棄しなければな

りません。 
 



 
第６条（禁止事項） 
 

お客様は、以下各号に定める行為を行ってはなりません。 
 

(1) トレミールまたは端末提供事業者の事前の書面による承諾なく、本アプリのインストールおよびバ

ックアップ以外を目的として、本アプリを複製する行為。 
 

(2) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法により、本アプリの構造等

を解析する行為。 

(3) トレミールの承認または契約を締結せず第三者に本サービスを再販、転売、レンタル、リースもし

くは貸与、または本サービスもしくはトレミールが提供を受ける事業者のサービス内容および名称、

ロゴ等を使用して商業的サービスを提供する行為。  
(4) 法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれがある行為。  
(5) 本規約に違反する行為またはそのおそれがある行為。  
(6) その他、トレミールまたは端末提供事業者が不適切と判断する行為。 

(7) 個人のユーザーによる著作権法上の私的使用の範囲または明示的に許諾される場合を除き、方法の

如何を問わず、地図の一部でも複製（印刷含む）、転記、抽出、加工、改変、翻案、送信その他の

利用をする行為。 

(8) 有償無償及び方法の如何を問わず、地図（形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物、出

力物、抽出物、その他利用物を含む）の一部でも、譲渡、貸与、使用許諾、送信その他第三者に利

用させる行為。 

 
 
 
第７条（お客様の個人情報） 

１．本サービスではサービス提供のため、お客様（被検索者を含む）の個人情報（位置情報を含む）を取得

致します。 
 
２． お客様の個人情報の取扱いについては、約款等で別段の定めがある場合を除き、トレミールの定める

「プライバシーポリシー」または端末提供事業者の定めるプライバシーポリシーに準ずるものに従うも

のとします。 
 
３．トレミールまたは端末提供事業者は、お客様から取得した個人情報および位置情報、その他本サービス

利用により取得した情報等を、個人を特定できない状態としたうえで、統計解析ツール等を用いて解析

し調査、統計、または本サービスの品質向上、他のサービス等の開発等の目的で利用することができる

ものとします。 
 
 4.  本アプリを利用することにより取得した位置情報およびそれを複製もしくは出力した情報（以下「お客様

取得情報」といいます）は、お客様の責任により管理いただくものとし、トレミールは、お客様取得情

報に起因する損害について、トレミールの故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません 
 
5. トレミールは、警察、消防、病院、地域包括支援センター、介護事業者、その他公的機関等から請求を受

けた場合、またはお客様の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要とトレミールが判断

した場合、お客様の個人情報を開示することがあり、関連して発生した損害に対し、トレミールに重過

失がある場合を除き、一切責任を負いません。 
 
 
第８条（保証の否認および免責） 
 
１．本サービスは現状有姿でお客様に提供されるものであり、トレミールは、契約不適合責任および本サー

ビスの機能、性能、使用の結果、正確性、有用性、信頼性（誤作動等の不具合が生じないことを含みま

す）、特定の目的に対する適合性を含め、明示的であるか黙示的であるかを問わず、一切の保証を行い

ません。 
 
2．お客様による本サービスの利用に関連して、他のお客様または第三者に損害を与えた場合、お客様の責任

と費用において解決していただくものとし、トレミールは責任を負いません。 
 
３．トレミールは、本サービスの利用、変更、停止、中止、終了等に関して、お客様が被ったいかなる損害

についても、一切責任を負いません。 
 



4． お客様取得情報の保存、管理、バックアップについて保証するものではなく、通知することなく位置情報

の履歴を削除することが出来ます。トレミールは、本サービスの利用、変更、停止、中止、終了等に関

して、お客様が被ったいかなる損害についても、一切責任を負いません。  
 
5． お客様の持つ本 GPS 端末の通信有効期間が終了したのち、通信の継続申し込みを行わなかった場合、お

客様の登録情報は削除致します。 

6． 本アプリにて蓄積された位置情報は、別表 1 に記載された端末ごとの蓄積期間および蓄積可能数を超えた

場合は古いものから自動で削除されます。自動手動問わず、削除された位置情報の復元は行えません。 
 
 
第９条（損害賠償） 
 

お客様が本規約に違反したことによりトレミールまたは端末提供事業者に損害が発生した場合、トレミ

ールはお客様に対し損害賠償を請求することができます。 
 
 
第１０条（権利義務の譲渡等の禁止） 
 

お客様は、トレミールの書面による事前の承諾なく、本規約上の地位その他本規約に基づく権利または

義務の全部または一部を、第三者に譲渡、移転その他の処分をすることはできません。 
 
 
第１１条（準拠法） 
 

本規約は、効力、解釈および履行を含む全ての事項について、日本国法に準拠するものとします。 
 
 
第１２条（裁判管轄） 
 

本規約の内容に関する一切の紛争に関しては、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所といたします。 

 

第１３条（分離可能性） 
 

本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効と判断された場合であっても、本規約のそ

のほかの条項は継続して効力を有するものとします。 
 
 
第１４条（完全な合意） 
 

本規約（本規約の修正または追加条項を含みます）は、本サービスに関してお客様とトレミールの間の

完全な合意を構成し、本サービスまたは本規約で扱われているその他の主題に関するすべての以前およ

び同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。 
 
 
第１５条（オープンソースソフトウェア） 
 
１．本サービスのアプリおよびサーバーで利用するオープンソースソフトウェアは、各オープンソースソフ

トウェアの利用許諾条件、ライセンス条件に準拠します。 
 
２．本サービスのアプリおよびサーバーに接続する対象機器で利用するオープンソースソフトウェアは、対

象機器の提供元の責により各オープンソースソフトウェアの利用許諾条件、ライセンス条件に準拠するも

のとします。 

 
 
第１6 条（サポートサービスの提供） 
 

本サービス利用者が、TRE GPS サポートセンター（以下「当サポートセンター」といいます）の提供するサ

ポートサービスを利用されるときは、本条を順守のうえ利用いただくものとします。サポートサービスの内

容により事前にお客様情報および関連情報等のご登録が必要な場合がございます。取得した情報は本規約第

７条に従い管理します。 



1. 当サポートセンターは本サービス利用者のトラブル対応のために努力しますが、解決を保証するものでは

ございません。またサービスのご依頼内容によっては当サポートセンターの個別判断によりご依頼内容を

お断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

2. 当サポートセンターを利用される権利は、本サービスをご契約されたご本人様に属します。本サービスお

よび本サービスを通じて提供されるサポートサービスのご利用は、原則として本サービスをご契約された

ご本人様のご利用に限らせていただきます。 

3. 当サポートセンターは、本サービス利用者からのご依頼を満たすために、ご希望するサービスの内容に応

じてサービス提供事業者をご紹介またはお取り次ぎする場合がございます。 

4. 本サービス利用者が当サポートセンターにご依頼されたサービスの提供を受けるためには、必要に応じ、

本サービス利用者に関する情報を国内外でサービス提供事業者に開示することがあることを、本サービス

利用者にあらかじめご承諾いただきます。 

5. 当サポートセンターおよびサービス提供事業者は、本サービス利用者がご利用をご希望されるサービスの

利用可能状況について、本サービス利用者から提供された連絡先情報をもとに、本サービス利用者に連絡

することがあります。 

6. 本サービスおよび本サービスを通じて提供されるサービスに関連した追加料金、変更および取消料金、あ

るいは、提供されるサービスに係る仕入・作成・提供・予約などにより発生した経費は本サービス利用者

が負担するものとします。 

7. 当サポートセンターは、本サービス利用者からご希望のあったサービスを提示する場合がございますが、

当サポートセンターが提示するサービス提供事業者および提供されるサービスのご利用を強制するもので

はございません。本サービス利用者の責任にてご利用いただきます。 

8.  当サポートセンターまたはサービス提供事業者が提供する商品・サービスについては、いかなる状況に

おいても、当サポートセンターがその内容や品質について保証しているものではありません。当サポート

センターは、本サービス利用者がサービス提供事業者から紹介された商品・サービスから生じた、または

関連した損失・損害・費用・手数料（特殊な、間接的な、または派生的な損失・損害・費用・手数料を含

みます。）のすべてについては、サービス提供事業者の提供した商品・サービスを利用したことにより損

失を被った場合、当サポートセンターの故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。 

 
 
第１7 条（契約期間） 
 

別途契約書等で特段の定めがある場合を除き、原則別表 2 で定める通りとし、契約期間内の解約時には

トレミールは本サービス利用者に対し、手数料を含む解約料金¥5,500（税込）を請求出来るものとする。

加えてレンタル端末の返却がなされなかった場合、購入時にかかる端末代を実費にて請求出来るものと

する。 
 

 

別表1 

端末名 画像 位置情報取得数上限 位置情報蓄積期間 位置蓄積可能数 海外利用 

Type U 
 

無制限 最大1年間 無制限 ○ 

Type S 
 

無制限 最大1年間 無制限 ○ 

Type P 
 

無制限 最大1年間 無制限 ○ 

Type D 
 

1台あたり200回/日 最大93日間 最大1,000件 × 



別表 2 

端末 契約形態 利用開始起算日 契約期間 契約期間内の解約 

Type U・Type 

S・Type P 

購入 アカウントへのデバイス登録時 1 年間（延長あり） 不可 

レンタル レンタル開始日 プランにより変動 不可 

Type D 
購入 

電源 ON 時 

※電源が入れられていない場合、 

納品後 10 日が経過した時点 プランにより変動 
解約希望日の 

40 日以上前 

レンタル レンタル開始日 

 
以上 

2020 年 9 月制定 
2021 年 1 月改定 

 
 
 
 

ご利用にあたっての注意事項 
 

 

本注意事項には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本 GPS 端末を安全にお使いいた

だくために、守っていただきたい事項を示しています。別表 3 に定めるご利用端末ごとの規約等およびトレ

ミールが定める以下の注意事項をお読みいただき、内容を確認したうえでご利用いただくようお願いいたし

ます。 
 

 

●本 GPS 端末はソフトウェアアップデートに対応しております。ソフトウェアは最新の状態でご利用くださ

い。 

●本アプリをインストール、アップロードまたは利用する際の利用者が保有する情報の削除若しくは改変又

は機器の故障、損傷等が生じないよう十分に注意を払ってご利用ください。 

●本 GPS 端末は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、トンネル内、森林、ビ

ル群、悪天候時、車内、金属製の素材に覆われている場合などでは電波が届きにくくなり、その他電波干

渉や妨害電波等により通信が困難になることがあります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動する

と、通信が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。 

●通信状態により各種通知や操作が作動しない場合がございます。あらかじめご了承ください。 

●端末が充電切れあるいは内蔵電池の寿命、通信サービス提供区域外では位置情報取得がなされません。 

●精度およびバッテリー持続時間は使用環境により左右されるもので、説明や表示は一定の使用環境下にお

ける一応の目安であり、実際の使用時には異なるものとなることがあります。あらかじめご了承ください。 

●本 GPS 端末が充電切れし、充電後の利用時など、位置情報の取得精度が著しく低下する場合があります。

こまめな充電を心掛け、不具合や精度の低下がある場合は端末を再起動してからご利用ください。 

●本アプリを利用したスクリーンショットや位置情報を URL 化したもの、履歴等をインターネット上にアッ

プロードあるいは印刷などを行う場合、他者に特定・追跡されないよう十分に注意を払ってください。 

●本 GPS 端末を公共の場所でご利用になるときは、周りの方に迷惑にならないようにご注意ください。また

劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所がありますのでご注意ください。 
●本 GPS 端末は技術基準に適合しています。 

●海外でのご利用の際は各国の法律等をご自身でご確認いただき、従った形でご利用ください 

●以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容の変化・消失については、

トレミールは責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を最

小限にするために重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願い致します。 
 
・誤った使い方をしたとき 

 



・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
・強力な磁気との接触があったとき 

 
・動作中に電源を切ったとき 

 
・電池の充電量がなくなったとき 

 
・故障時や、修理に出したとき 

●初めてお使いのときや、長時間ご利用にならなかったときは、ご利用前に充電してください。内蔵電池は

使用しなくても長期間保管しておくと徐々に放電します。 
●本 GPS 端末を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。 
長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。 

●測位したときの環境(場所や電波状況など)によっては、測位の精度に差異が発生する可能性があります。 
●学校等への持ち込みについては、事前に当該施設のルール等をご確認ください。 
●シリコンカバーや防水ケースは傷や衝撃、水等から完全に保護するものではありません。 
●緊急 SOS は必ずしも犯罪防止や安全を保障するものではありません。万一の盗難、事故、トラブルなどに

よる損害については、トレミールは一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

●本 GPS 端末は、一般事務用、家庭用などの一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用

を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途とは、以下のような極めて高度な

安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接・間接に生命や身体に対する重大な危険性

を伴う用途をいいます。（例：原子力施設における核反応制御、航空交通管制、大量運送システムにおけ

る運行制御、医療機関における生命維持機器など） 

●GPS もしくはこれに関連する人工衛星に停止、故障、不具合等が発生した場合は本サービスの提供はなさ

れません 
 
 

安全上の注意事項 

 

警告 
 

●ペースメーカーや除細動器等の医療機器を装着されている方は、医療機器と本 GPS 端末（磁石付きのケー

ス等含む）を必ず 15cm 以上離してご利用ください。電波干渉や医療機器への影響が感じられた場合は、

ただちに本 GPS 端末の電源をお切りください。その他医療機器への影響については医師または医療機器メ

ーカーにご相談ください。 

●充電用機器は、承認されたアクセサリー以外のものは使用しないでください。発火・火災・発熱・感電な

どの原因となります。 

●直射日光が当たる場所、炎天下の車内、暖房器具のそばなどで、高温になる所での使用や、放置はしない

でください。発熱、発火、機器の変形や故障の原因となります。また、本 GPS 端末が高温になり、変形、

変色、故障、やけどの原因になる可能性があります。 

●本 GPS 端末を他の製品と直接触れるような形での同梱はお控えください。直接触れるような形で同梱する

場合は、お客様ご自身の責任を持って他の製品本体および係わる周辺機器等を管理するものとし、同梱時

等に生じた傷・汚れ・楽器などの音の変化・サビの発生・熱による変色、変形・電波干渉による不具合等

には十分お気を付けください。 
●分解、改造をしないでください。火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。 
●落雷の恐れがあるときは、安全のため、AC アダプタをコンセントから抜いてください。 

●使用されないときは、安全のため、AC アダプタをコンセントおよび本 GPS 端末からとりはずしておい

てください。 
●強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損した場合は、すぐに使用を中止してください。 

●航空機内や病院など、使用を禁止されている場所ではフライトモードの設定をするか、使用しないでくだ

さい。 
●充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。火災ややけどの原因となります。 

●内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合は寿命ですのでご

利用をおやめください。発熱・発火・破裂・濁液の原因となります。 

●内蔵電池の使用条件により、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れる場合があります。十分に充電しても

使用時間が極端に短くなったときや、内蔵電池が膨らんでいるときは本 GPS 端末の交換時期です。 



●子供やペットが本製品に噛みついたり、誤って飲み込んだりしないようにしてください。損傷や爆発の原

因となります。 
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。間違えて飲み込むなど、事故やけがの原因となります。 

●AC アダプタをコンセントに差し込むときは、AC アダプタのプラグや USB ケーブルの端子に導電性異物

(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意してください。感電・シ

ョート・火災・などの原因となります。 

●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器の中に入れたり、電磁調理器（IH 調理器）の上に置いたりしな

いでください。故障の原因となります。 
●本体が破損したまま使用しないでください。 
火災、やけど、けが、感電の原因となります。 

●煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態には、すぐに本体の使用を中止してください。 

そのまま使用し続けると、発熱、発火の原因となります。異常に気づいたときは、ただちにご使用をお

止めください。 

●使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は次の作業

を行ってください。 
 
・電源プラグから抜く。 

 
・本製品の電源を切る。 
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 

●本 GPS 端末を可燃性液体、ガス、爆発物などと一緒に保管、輸送しないでください。 
●湿気やほこりの多い場所や高温になる場所での使用、保管はしないでください。 
火災、やけど、感電などの原因となります。 

●ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。 
故障の原因となります。 

●ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は必

ず事前に本 GPS 端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。 
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因となります。 

●本 GPS 端末に無理な力がかからないように使用してください。 
多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重い物の下になったりしないようご注意ください。衣類

のポケットに入れて座ったりすると、内部基板などの破損、故障の原因となります。 

●本 GPS 端末にアダプタを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に

対してまっすぐ抜き差ししてください。正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因

となります。 
 
 

注意 
 

●子供や老人が使用する場合は、保護者が取り扱い方法をお教えください。使用中においても指示通りに使

用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。 
●ストラップを使用するときは、ストラップが首に巻きつかないように注意してください。 
特に、幼児や児童の首にかけないでください。誤って首に巻きつくと窒息の恐れがあります。 

●ストラップなどを持って本 GPS 端末を振り回さないでください。本人や周囲の人に当たったり、ストラッ

プが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。 

●本 GPS 端末に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホン

カード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。 

●車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。本製品を自動車内で使用すると、車種により

まれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。 
●SIM カードは指定以外のものを使用しないでください。 
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となります。 

●SIM カードを取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。 
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようご注意ください。 

●SIM カードの取り付けおよび取り外し時にカードスロット内の金属部分に引っかからないようにご注意く
ださい。無理に取り付けおよび取り外しを行うと、カードスロット内の金属部分が破損する場合がありま
す。 

●SIM カードを取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでください。 
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけないようご注意ください。 

●micro USB コネクタ／SIM カードスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属

片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。 



●SIM カードを取り外すときは、指でカードを押し込み、SIM カードが出てきても、すぐに指を離さないよ

うにしてください。 

また、取り付けるときは、SIM カードがカチッと音がするまでしっかりと押し込み、すぐに指を離さない

でください。SIM カードを装着しているカードスロットを顔の方に向けて、取り付けたり、取り外したり

しないでください。急に指を離すと、SIM カードが飛び出して危険です。 

●水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります 

●本 GPS 端末をお手入れの際は、乾いたやわらかい布でふいてください。また、アルコール、シンナー、ベ

ンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないで

ください。 
●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。 

 
 
別表 3 
端末 ご確認事項 

Type U・Type S・Type P 

重要な安全および製品情報 
トラッキモ GPS 利用規約 
GPS 端末保証条件 
トラッキモ GPS プライバシーポリシー 

Type D 地図利用規約 

※ご確認事項（PDF）については TRE GPS の Web サイト（https://tregps.com/）に公開しております。 
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