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01 02 03 04 05 06 07
01 GPS とは？離れるとアラームとは？

・電車内で楽器から目を離したすきに盗まれた…
・控室に楽器を置いていたら失くなっていた…
・楽器を入れた機材車ごと盗まれた…

まずは、端末について少しだけ整理しましょう。
TRE GPS 楽器サービスには大きく分けて

「GPS 端末」と「離れるとアラーム」の２つ の端末があります。

盗難対策に使える

GPS 端末

盗難対策に !

GPS 発信機があれば
位置情報が分かるので

簡単解決！

・電車内で楽器を網棚に忘れてしまった…
・打ち上げ会場に楽器を置き忘れてしまった…
・車内に楽器を置き忘れたしまった…

紛失防止に使える
離れるとアラーム

紛失対策に !

離れるとアラームが
あれば紛失を
未然に解決！

『今ここにあります!』

追跡・発見 !!

スイッチON

子機と親機の

スイッチON

子機は楽器ケースに

親機は手元に

置き忘れを回避 !楽器ケースを
　　　網棚に ..

子機 親機

ケースにPON

盗難
発生!

警察に証明

専用のアプリから大切な楽器の位置を確認し
普段の見守りや緊急時の追跡ができます。

GPS端末が衛星から
GPS電波を受信

GPS端末からPCや
スマホにデータを送信 位置確認が可能

子機と親機が設定範囲を離れるとアラームとバイブで
知らせてくれるので、置き忘れを防ぐことができます。

3ｍ～ 12ｍの間で範囲設定可能

Bluetooth
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01 02 03 04 05 06 07

離れるとアラーム は、
事前のセットアップの必要はありません。

早速、ご利用いただくために
まずは５つの準備をしましょう。
利用開始までの所要時間は約５分です。
私と一緒にがんばりましょう！

01 はじめる前にやるべきこと

同梱物チェック
5ページ

STEP

1

アカウント作成
7 - 8 ページ

STEP

4

GPS 端末登録
9 - 10ページ

STEP

5

アプリダウンロード
6ページ

STEP

3

GPS 端末充電
6ページ

STEP

2

はじめる前に
やるべきこと
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同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。

盗難対策アイテム

GPS 端末
紛失防止アイテム

離れるとアラーム

GPS 専用ケース ネックストラップ USB ケーブル 楽器情報登録用紙

端末

付属品

01 02 03 04 05 06 07
01 はじめる前にやるべきこと

同梱物チェックSTEP

1
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「カチャッ」という音がマグネット装着完了の合図。
フル充電までは約４時間です。

PC からの楽器の見守りもできます。

01 02 03 04 05 06 07
01 はじめる前にやるべきこと

GPS 端末充電STEP

2

Trackimo

GPS 端末を充電しましょう。
付属の USB ケーブルを
端末の背面にある充電ポートに装着してください。

アプリダウンロードSTEP

3

無料の「Trackimo」地図アプリをインストールしましょう。
アプリストアで「検索」または「QR コード」を読み込んでください。

赤ランプがゆっくり点滅

赤ランプが継続点灯

充電中

充電完了

充電ポート

iPhone 対応

このアイコンが目印です

https://app.trackimo.com/new_client/#/welcome

ト ラ ッ キ モ
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01 02 03 04 05 06 07
01 はじめる前にやるべきこと

アカウント作成STEP

4

アプリの取得ができたら、まずはアカウント作成を行いましょう。

確認メールが届かない場合・・・
迷惑メールに入っている可能性があります。
迷惑メールフォルダをご確認ください。

入力したメールアドレス宛に
notifications@trackimo.com より確認メールが届きます。
メール本文の　　　　　　     をタップ。

登録画面左下の　　   　をタップ① メールアドレス入力 / パスワード設定②

③

Click here

アカウント作成はこれで完了です。
メールを閉じて、再度アプリに戻りましょう。

パスワードは、大文字・小文字・数字を１文字以上含む
５文字以上 10 文字以下（例：Tregps21）で設定してください。

taroyamada@gmail.com
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01 02 03 04 05 06 07
01 はじめる前にやるべきこと

次に説明文が４つ表示されますので
スライドして “完了” を選択してください。

アプリにログインすると最初に案内が表示されますので
問題がなければ “許可” を選択してください。
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01 02 03 04 05 06 07
01 はじめる前にやるべきこと

GPS 端末登録STEP

5
作成したアカウントに GPS 端末を登録しましょう。

画面左上の　  を
タップ

“受け入れる”
  をタップ

“Prepaid Plan 12 months 10sms”
を選択

「このプランを選びますか？」
で “はい” をタップ

お好きな名前を入れ
“終了” をタップ　

“　  新しい端末を追加する”
  をタップ

デバイス ID/
IMEI 番号の下 4 桁を入力

①

④ ⑤ ⑥

② ③

GPS 端末の登録はこれで完了です。

※名前は後から変更できます
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01 02 03 04 05 06 07
はじめる前にやるべきこと

位置がズレている・・・
GPS は屋内やビルなどが多い地域では
現在地とのズレが発生しやすくなります。
詳細データの “Location Type” の項目が誤差の目安を表し、
GPS＝10m 以内、Wi-Fi＝100m 以内、GSM＝数キロ以内
程度の目安です。

登録が完了すると地図画面が表示されます。

が指す位置がおおよその現在地です。

地図の
見た目変更

詳細データ

現在地
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01 02 03 04 05 06 07
01 楽器の現在地を更新する方法

自動更新のやり方

手動更新のやり方

現在地を更新する方法は「自動更新」と「手動更新」の２つあります。

移動していないときは自動で省電力モードになります。
設定間隔（１分～ 120 分）が短いとバッテリー消費が早くなります。

設定間隔をオフ、または間隔を長くしているが、
今すぐ現在地を確認したいときにサッと確認できます。

をタップ

をタップ

何分間隔で現在地を
取得するか設定

“位置情報を更新”
   をタップ

現在地を取得し
更新されます

10

をタップ
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オフモードは、自動で位置情報の取得を行わないので、
取得したい場合は手動で位置情報の更新を行います。
最短設定の１分間隔自動更新の場合、
２～３日の充電の持ちに対し、オフモードは最大１週間持ちます。

01 02 03 04 05 06 07
01 初めての方のおすすめ GPS 設定紹介

　位置確認の間隔設定は、
GPS 端末の充電を最大限長持ちさせるため
オフモードをおすすめしています！

機能詳細は P.16 へ

On

On

On

GPS 端末には、楽器を守るための便利な機能がたくさんあります。
「何を設定すればいいか分からない ...」という方は、

まずは下記のおすすめ設定から始めてみましょう。
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早速、GPS 端末と離れるとアラームで大切な楽器を守りましょう。

親機のスイッチを S か L にします。
電源が入ると、赤青 LED ランプが点滅しピーピーピーという
送信電波を待ち受ける音が鳴り、バイブが動作します。
S はショート（短距離）で 3～5m 離れると警告します。
L はロング（長距離）で 7～12m 離れると警告します。

子機を ON にすると、青 LED ランプが点滅します。
親機の赤青 LED ランプ点滅が青 LED ランプ点滅にかわり
アラーム音とバイブが止まります。
子機の電波を受信した状態です。

親機を手元に、子機を楽器ケースに付けます。

親機と子機が設定範囲を離れると親機のアラームが鳴り、
バイブが作動します。

使用後は親機・子機のスイッチを OFF にしてください。

親機電源 ON

子機電源 ON

装 着

作 動

使 用 後

アラーム音を鳴らしたくない場合は、親機の「 　 ／ 　」切換スイッチで
「 　」にし、バイブのみにしてください。

01 02 03 04 05 06 07
01 離れるとアラームの使い方

01 GPS・離れるとアラームの付け方

離れるとアラームは、事前のセットアップの必要はありません。
必要な時に、電源を入れるだけで簡単にご利用いただけます。

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

GPS 端末 離れると
アラーム外ポケット OK

親機は手元に

小物ケース OK 子機はケースに

13



ご登録方法

あらかじめ、楽 器 の 製 品 名 ・シリアル番号・特徴などをご登録しておくと、
紛失・盗難時にご登録いただいた製品情報をお客様のメールに送信致します。
警察にて、被害届提出の際にご活用ください。

同梱されている「楽器情報登録用紙」に
必要事項を記入してください。

封筒をご用意いただき、
記載住所までご返送ください。

01 02 03 04 05 06 07
01 事故安心サポートサービスとは ?

こちらのサービスは、任意登録になりますので、
ご希望の方はぜひご利用ください。登録は無料です。

シリアル番号

保証書

保険書類

リペア履歴

購入レシート

楽器の特徴写真

楽器情報登録 データ保管 緊急時
楽器情報共有 被害届提出

①

②

郵送代金は、お客様負担となりますので
あらかじめご了承くださいませ。

お客様の楽器情報を保管・事故発生時に共有できるサービスです。
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さらに詳しく
知りたい方は



01 GPS 端末にはどんな便利機能があるの？

見守るスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。

各機能を ON にしている数が多いほどバッテリー消費が早くなります。
不要な機能は OFF にすることをおすすめします。

速度警報

ローバッテリー警報

移動警報

SOS キー

ビープ音

光検出

デバイス名

端末位置確認の間隔

機内モード

任意の速度で通知が来るように設定可能
利用例：盗難時、犯人が車や電車に乗ったら通知がくる

バッテリー残量が 10％以下になると通知
利用例：充電切れを防ぐため事前に通知がくる

一定時間同じ場所にとどまった後に再び移動を始めた際に通知
利用例：置いていた楽器が移動（盗難）されると通知がくる

SOS キーの通知設定　ON/OFF（SOS は端末の電源ボタンを３回連打）
利用例：音楽教室に通うお子様に持たせ、緊急時に SOS を知らせる

アプリからデバイスの音を鳴らす機能
利用例：楽器紛失時、置き場所を判断するために音を鳴らす

光検出時の通知設定　ON/OFF
利用例：楽器ケースの蓋が開けられ、中に光が入ると通知する

デバイス名の確認と変更ができる
利用例：楽器の種類や名前を自由に設定

位置情報を自動で取得する間隔の変更（１分～ 120 分で設定可能）
※間隔が頻繁だとバッテリー消費が早い

機内モード（フライトモード）の設定
利用例：電源を入れたまま自動で機内モードに切り替わる
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01 便利機能をみんなに通知する方法は？

自分以外の誰かへも各種通知を送ることができます。

通知先の人数に制限はありません。
電話番号を登録する場合は、＋81 を入力後に
電話番号を入れてください。（例：＋8109011112222）

をタップ

“連絡先” をタップ
※機能はオンにしてください

をタップ

をタップ

通知を送りたい機能を選択

通知方法を選択し送信先を入力
E メール＝メールに通知
電話＝SMS に通知（10 通 / 月まで）
Url＝※こちらは機能しません

On
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01 楽器を保管しておくときに便利な機能は？

「ジオフェンス機能」を活用して、遠くに置いている楽器を
見守りましょう。

ジオフェンス機能とは…エリアへの出入りがわかる

レッスン場などに
ジオフェンスを設定

設定エリアから
出ると通知

盗難の初期に
気付ける

使い方

“ジオフェンス”
  をタップ

をタップ をタップ

長押しして
動かす

名前などを入力
赤い　　を動かし
エリアを設定

ジオフェンスの名前を設定

住所や建物名を入れ検索
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01 楽器を持ち歩いた履歴を確認したいときは？

「履歴機能」を活用して、過去に楽器を持って行った履歴を
振り返りましょう。

履歴機能とは…過去１年分の移動履歴を閲覧可能

楽器を
持ち歩く

国内外での
公演

履歴範囲の選択
閲覧可能

経路を細かくたどることができるので、盗難発生時の楽器追跡にも役に立ちます。

使い方

“履歴” をタップをタップ

GPS＆Wi-Fi
を選択

表示させたい日時を
選択し “実行” をタップ
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01 実際に紛失・盗難が発生したときは？

早期発見のために下記の手順で捜索しましょう。

最短１分よりさらに
位置情報を細かく取得したい方は

「手動」で位置情報の更新を行いましょう。
“手動” 位置情報更新方法
①画面左下のメニュー欄　　をタップ
②位置情報を更新　　 をタップ

On
On
On
On
On

１分

アプリ画面より下記のおすすめ設定に変更して追跡しましょう。

On (20km/ 時 )

TRE GPS サポートセンターに連絡し、製品情報の共有を依頼しましょう。
その際、本人確認のため下記情報が必要になります。

①ご契約者様のお名前　　②ご登録住所　　③ご登録電話番号

①

事故安心サポートサービスにご登録されている方②

製品情報をもとに警察にて被害届を提出しましょう③

アプリ設定変更 登録情報共有依頼 警察届け出 みんなで捜索

① ② ③ ④
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シェアされた側の現在地も持ち主の設定された位置情報更新に合わせて
リアルタイムに位置の確認ができます！

スマホアプリでは URL の有効期限は 24 時間です。
24 時間を超えると URL をクリックしても位置確認が行えなくなるので、
再度同じ手順で URL を共有してください。
PC からは URL の有効期限を細かく設定できます。

をタップ “シェア” をタップ LINE やメールから
送信先を選択

発生 シェア機能を使う 捜索協力者に
URL を共有

近くにいる人が
回収も可能

シェア機能の使い方

シェア機能を使ってみんなで捜索をしましょう。④

シェア機能とは…位置情報の共有機能

送られてきた URL をクリックするだけで位置情報が確認できます
送られる側はアプリ不要なのでお手軽です
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01 端末を飛行機内に持ち込むときは？

GPS 端末と離れるとアラームを飛行機に持ち込む際の注意事項

本製品は IATA の危険物規則書に従っていることを
“DGM CHINA” による認証を得ています。

リチウムイオン電池（Li－ion battery）800mAh　3.04Wh

ご搭乗前に

保安検査場では

GPS 端末に関して

離れるとアラーム・・必ず電源を OFF にしましょう。
GPS 端末・・機内モード ON または電源 OFF にしましょう。

「離れるとアラーム」「GPS 端末」どちらの端末も
規定のバッテリー容量を超えていないので

「機内持ち込み・預入れ」どちらに入れても問題はありません。
※航空会社および空港によりルールが異なる場合がございます。
手荷物やスーツケースに入れている場合は、原則そのまま X 線をお通しいただいて
問題ありませんが、出すことを求められた場合は保安検査官の指示に従ってください。
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01 端末を飛行機内に持ち込むときは？

搭乗前に
機内モード設定オン

飛行中自動で
機内モードオン

着陸後自動で
機内モードオフ

の中の
をタップ

“機内モード”
   をタップ

“受け入れる”
   をタップ

機内モード オン
自動モード オン
＜設定 に戻りセーブ

機内モード設定方法

使い方

機内モード機能とは…安全な機内持ち込み設定

「機内モード機能」を活用して、安全に機内に持ち込みましょう。

自動機内モード設定で着陸後の
空港での紛失や盗難を防ぐことができます。
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01 GPS 端末のしくみ

電源について

電源ボタンを長く押してください。
電源が入ると、緑のランプが 3 回点滅　　　し、

『ピッ・ピッ』という音が鳴ります。

電源ボタンを 短く押してください。
電源が入っていると、緑のランプが 1 回点灯　　　します。

【電源が入っているかどうか分からない時】

電源 ON

電源ボタンを長く押してください。

赤のランプが 2 回点滅 　　 し、『ピー』という音が鳴り電源が切れます。

赤ランプが点滅

赤ランプがゆっくり点滅

赤ランプが継続点灯

電源 OFF

充電中

充電完了

バッテリ低下

サイズ
重さ
電池容量

86mm×54mm×6.5mm

38ｇ

充電式リチウム電池
待受時間　750mAh（144 時間以上） 
連続稼働時間　48-72 時間 
※あくまで目安であり電波環境により変動

正面 裏面

電源ボタン

光センサー

緑色ライト
赤色ライト
青色ライト

充電ポート
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01 離れるとアラームのしくみ

使用方法

サイズ
重さ
電池容量

子機　35mm×35.5mm×8mm 親機　62mm×41mm×16mm

子機　10ｇ 親機　46ｇ

子機　ボタン電池 CR2032×１個 　1 日 8 時間の使用で約 2 か月
親機　単４アルカリ電池 ×２本 　1 日 8 時間の使用で約 1 カ月

●裏面の説明に従って、電源を入れてご使用ください。
●使わない時は電池消耗を防ぐためスイッチを OFF にしてください。

消灯

青点滅

赤点滅

赤青点滅

電源 OFF

親機・子機共に電源が ON で親機と子機が近くにある

電池切れのお知らせ

子機　　親機の電源 OFF、又は親機の電池切れ
親機　　親機と子機が離れ動作中、又は子機の電池切れ

電池：ボタン電池 CR2032×1 個 電池：単 4 形アルカリ電池 ×2 本

動作環境

S（ショート）：3～5m　　　　　　　　    L（ロング）：7～12m

切り替えて使用します。

子機 親機楽器ケースに装着します。 所持品に装着します。

L
E
D
表
示

子機と親機は登録されています。

離れるとアラーム音とバイブでおしらせします。

壁や金属の建築物、電車や車などは、電波がさえぎられ、近くにあっても動作することがあります。ご注意

子機 親機

LED ランプ

OFF

ON

L EDランプ

OFF

S（ショ‒ト）
3～5 m

L（ロング）
7～12m

音とバイブ

バイブのみ

電波
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01離れるとアラーム
使用方法

①親機のスイッチを S か L にします。赤青 LED ランプが点滅しピーピーピーという送信電波を待ち受ける音が鳴り、
バイブが動作します。S はショート（短距離）で 3～5m 離れると警告します。L はロング（長距離）で 7～12m 離
れると警告します。
②子機を ON にすると、青 LED ランプが点滅します。親機の赤青 LED ランプ点滅が青 LED ランプ点滅にかわりアラー
ム音とバイブが止まります。子機の電波を受信した状態です。
③子機を楽器ケースにつけます。
④親機は、あなたが移動中でもアラーム音が聞こえる、胸ポケットなどに所持してください。
⑤親機と子機の距離が離れると電波を受信できなくなり、親機のアラームが鳴り、バイブが動作します。
⑥アラーム音を鳴らしたくない場合は、親機の「　／　」切換スイッチで「　」にし、バイブのみにしてください。
⑦使用後は親機・子機のスイッチを OFF にしてください。

登録ボタン 登録ボタン

子機 　　外形寸法：35（H）×35.5（W）×8（D）mm
 　　質量　　：10g（電池とストラップ含む）
 　　電池　　：CR2032×1（テスト電池付属）
親機 　　外形寸法：62（H）×41（W）×16（D）mm
 　　質量　　：46g（電池とキーホルダー含む）
 　　電池　　：単 4 形アルカリ電池 ×2（別売）
監視範囲　S：約 3～5m　L：約 7～12m 　（オープンスペースで）
電池寿命　子機：1 日 8 時間の使用で約 2 ヶ月
 　　親機：1 日 8 時間の使用で 1 回につき警告が 10 秒間 ×6 回作動して約 1 ヶ月。（　モードで）
※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事があります。

1.

登録が消えてしまった場合の再登録方法
ゼムクリップのような先にのとがった物をご使用ください。
①子機の登録ボタンを表面の LED ランプが青点灯するまで長押しします。
②子機の LED ランプが青点灯している間に、親機の登録ボタンを表面の
　LED ランプが青点灯するまで長押しします。
③しばらくすると、子機の LED ランプが青点灯から青点滅に変わったら、
　子機の登録ボタンを 1 度押します。
④しばらくして、ピー音がすると登録完了です。ブー音がした場合は登
　録されておりませんので、1 度電源を切り、①からやり直してください。

2.

ご注意
①飛行機の中では使わないでください。
②長期間使用しないときは、電池を外し、涼しい場所に保管してください。
③本機を利用中に、他の電波を発する機器等の影響で本機が誤作動し警 告 音 等 が 発生する場合があります。特に
　電車内など人の多い場所では他の電波を発する機器等の影響で、警告音が誤作動で発生したり離れても警告音が
　発生しないことがありますのでご注意ください。
④複数の親機・子機のセットをお使いの場合、組み合わせを変えると使用できませんので、必ず登録されている親機・
　子機のセットでご使用ください。
⑤本機は防水構造ではありませんので、濡らさないでください。
⑥本機は置き忘れ、盗難を防止するためのもので、楽器を盗難・紛失しないことを保証するものではありません。
⑦本機は小さな部品を使用しています。3 才未満の幼児には親の監視下で使用してください。
⑧本機を落下させたり、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
⑨子機はバッグの中に入れないでください。外部にぶら下げてください。

3.

こんな現象が出たら電池を交換してください
・LED ランプが赤点滅になった。 ・スイッチを ON にしても青 LED 点滅しない。
・近くにあるのに鳴り続ける。 ・アラーム音が小さくなった。

4.

仕様5.

子機

親機
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01離れるとアラーム

保証規定 保証期間は購入後 1 年間です

無償保証規定

●本商品には保証書はついておりません。商品発送時に同梱しております納品書を保証書代わりに
　保管しておいてください。
　無償保証を依頼するときは納品書を添えて当社 TRE GPS サポートセンターにご連絡ください。
●本商品を購入後 1 年以内に発生した故障、不具合の場合は下記の保証規定に従って無償で修理又
　は交換いたします。故障の状況を明確にして当社までご連絡ください。

1）取扱説明書及び本商品の注意書きに従った正常な使用にもかかわらず、保証期間内に故障した
　  場合、無償修理又は交換いたします。
2）故障の場合は TRE GPS の WEB サイト内にあるお問い合わせフォームよりご連絡ください。
3）無償保証に該当する故障の場合は往復の送料は当社が負担いたします。

有償修理

納品書の提示がなく、ご購入日が明確でない場合及び保証期間内でも次の事項に当てはまる場合は
有償修理となります。
a）使用上の誤りや不当な修理・改造による故障及び損傷。
b）お買い上げ後の落下、取付場所の移動、輸送、不適当保管時の故障及び損傷。
c）火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や冬季乾燥時の異常電圧その他の
　  防御できない外部要因による故障。
d）一般家庭以外の用途（例えば業務用の繁雑、長期使用、車両・船舶への搭載）に使用された場
　  合の故障及び損傷。
e）無償修理交換以外の運送費はお客様のご負担となります。
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01 よくある質問

※離れるとアラームについて初期不良が
　あった場合は、同じくお問い合わせ
　フォームよりお問い合わせください。

よくある質問の詳細 問い合わせフォーム

GPS 端末の位置精度はどの程度ですか？
GPS 衛星を良く見通すことのできる場所では、GPS 端末の位置精度は 5m ～ 10m 以内です。

GPS 端末の充電はどのくらいもちますか？
通常の使用では、充電 100％の状態から充電切れまで１週間程度ですが、
こまめな充電をお勧めします。  ※充電を長持ちさせる設定は P.9 へ

GPS 端末と離れるとアラームは海外で使えますか？
ご利用いただけます。

GPS 端末と離れるとアラームは防水ですか？
GPS 端末：防塵・防水機能 IP65。　離れるとアラーム：防水仕様ではありません。

お問い合わせについて

離れるとアラームが誤作動する場合どうしたらいいですか？
本機を利用中に、他の電波を発する機器等の影響で本機が誤作動し警告音等が発生する場合があり
ます。特に電車内など人の多い場所では他の電波を発する機器等の影響で、警告音が誤作動で発生
したり離れても警告音が発生しないことがありますのでご注意ください。 通常使用においても、頻
繁に誤作動が起こる場合は端末不良が考えられるので、TRE GPS サポートセンターまでお問い合
わせください。

GPS 端末の標準保証期間は何ヶ月ですか？
製造上の問題に関する保証期間は 12 ヶ月です。端末の誤用、事故による損傷、水による損傷被害
等は保証の対象外です。期間内に保証サービスを受ける場合は、TRE GPS サポートセンターまで
下記の情報と共にお問い合わせください。
①お客様情報（お名前、ご住所、ご連絡先）      ②購入年月日、購入店
③お手元の GPS 端末のデバイス ID                    ④故障・不具合・不良の内容

よくある質問をご確認いただき、そのうえでご不明な点がございましたら
TRE GPS サポートセンターまでお問合せください。

【ご注意ください】お問い合わせ内容によってはご回答にお時間をいただく場合がございます。
予めご了承ください。休業日および時間外のお問い合わせにつきましては最短翌営業日以降の
ご対応となりますのでご了承ください。
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■設定確認、変更のご依頼
■ご質問、ご相談
■端末の返却希望　　など

TRE GPS サポートセンター

通話料等はお客様負担となります。
内容および混雑状況によりお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

TEL：050-5490-7333
Mail：support@tregps.com
営業時間：10 時～ 17 時（365 日対応）

お

困りの際は


