
外形寸法：90（幅）×100（奥行）×90（高）
専用アダプタ：AC100V使用
通信方式：４G　LTE（専用 SIMカード内蔵）

検知するとご家族の携帯、スマートフォンに
外出時の「時間」や「服装」を画像付メールでお届けします‼

みまもりCUBEをレンタル中は
生活サポートサービス・損害賠償保険が付帯します
●被保険者が交通事故で、死亡・後遺障害となった場合に
　最大200万円まで補償
●賠償責任が発生した場合に最大3億円まで補償
●介護や医療を中心とした生活相談窓口をご利用可能
●家族の代表者が交通事故で、死亡・後遺障害となった場合に
　最大40万円まで補償

（示談交渉サービス付き）

※別途、実費オプション（インターネット契約）が必要です。
※スマートフォン、タブレット等はセットに含まれません。　　

TAISコード：01325-000004

（貸与マーク取得済み）



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みまもりＣＵＢＥでなにができるの？ 

離れた場所から、カメラの映像をスマートフォン・タブレット・パソコンで見る

ことができます。 

インターネット環境が無くて、どうして通信ができるの？ 

みまもりＣＵＢＥには携帯電話やスマートフォンのようにＳＩＭカード（通信するため

に必要なカード）を内蔵することができるため、設置場所にインターネット環境が無く

てもご利用いただけます。 

スマホ等からライブ

映像を確認 

スマホから呼びかけや

設置場所の音声を確認 

検知機能で設定した動作を

もとにメールで通知 

みまもりＣＵＢＥの外観 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライブ映像と 

録画映像で見守り 

夜間や暗い場所でも赤外線撮

影で映像を確認することがで

きます。 

●リアルタイム映像をいつでも、どこでも

確認することができます。 

●録画機能もあります。録画映像は 

約７日間のデータが保存されます。 

●赤外線カメラが付いているので、夜や暗

い場所でも映像確認ができます。 

音声通話で 

安否確認 

●音声通話ができることで、状況をより 

把握しやすくなります。 

 

※ご本人の操作は必要ありません。  

※電話サービスに代わるものではありません。 

動体検知機能 

写真付きメール通知 

●動体検知機能とは 

人の動作をみまもり CUBE が自動で検知。 

 検知と同時に写真付きメールや音声で 

お知らせすることができます。 



みまもりＣＵＢＥ 設置方法 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

人の動きを検知し、写真付きメールを送る検知設定を行う場合は、固定設置となります。 

固定設置が必要であっても、穴をあけることができない場合は、他の設置方法で固定も

行っております。 

置き型設置 

固定設置 

置き型設置の場合は、画面に映る範囲が限定され

る為、低い目線での見守りになります。 

天井や壁など固定設置の場合は、約６帖の室内

を映すことが可能です。 

※固定する為にネジを３ヵ所使います。 



その他の固定設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

電波が繋がりにくい場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーテンレールに結束バンドで固定することも出来ます。 

突っ張り棒と固定金具を使って固定することも出来ます。こちらの設置方法は、デモ期

間終了後、継続してご利用いただく場合は、突っ張り棒と固定金具は購入となります。

金額は、1,100円（税込）となります。 

設置場所によっては、電波が繋がりにくい場所があ

ります。その場合、画像のようにアルミを使い、パ

ラボラアンテナの原理を利用して、電波の送受信を

良くします。 



  

みまもりＣＵＢＥ 使用例 

お試し期間（デモ期間）は、１週間となります。 

期間中のレンタル料金、通信料、設置費用等は全て無料です。 

お気軽にお試し下さい。 

お試し期間にご利用いただいた通信量を元に、通信プランのご提

案をさせていただきます。 

例えば、お試し期間に０．５ＧＢご利用いただいた場合は、 

１ヶ月で約２ＧＢになります。通信プランは２ＧＢをご提案いた

します。 

※通信量は、大体初めの２～３ヶ月ぐらいはよく利用することが多いですが、使用方法や見守り

が必要なタイミングなどわかってくると通信量が落ち着いてきます。慣れてきたタイミングで

通信プランを変更することをお勧めしています。 

お試し期間（デモ期間） 

ライフ映像 

録画映像 

●映像で見守り 

 

一人暮らし、又は一人の時間が多い場合、ご家族が離れた場所か

らいつでも映像で確認できることで、転倒や体調不良など、すぐ

に対応ができることで、対象者様の安心・安全に繋がります。 

ご家族様もいつでも安否確認ができることで、必要に応じて対応

できるようになり、心配事・介護負担の軽減に繋がります。 

音声通話 ライフ映像 

録画映像 

●映像と音声通話で見守り 

 

映像と音声通話を利用することで緊急時の場合、状況をより把握

しやすくなります。また駆けつけられない場合など、他の人に駆

けつけをお願いする時により詳細を伝えることで、より素早い対

応ができるようになります。 

検知機能 

メール通知 

ライフ映像 

録画映像 

●映像と検知機能で見守り 

 

検知機能で見守りの場合 

①玄関・扉からの出入りを検知することで、出た時・戻った時の

写真付きメールが届くことで安否確認ができます。また、防犯

にも繋がります。 

②普段過ごすお部屋を中心に、１時間一度、お部屋で動きがあれ

ば写真付きメールを通知することで、お部屋にいることがわか

り、安心に繋がります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みまもりＣＵＢＥ よくある質問 

Ⓠ カメラの映像を見るためにはアプリを使いますか？ 

Ⓠ テレビ電話のような会話はできますか？ 

Ⓠ カメラの映像を複数人で確認することはできますか？ 

Ⓠ カメラはどのくらいの範囲を映すことができますか？ 

Ⓠ 検知機能のメール設定は何件まで登録できますか？ 

Ⓠ 通信プランは何ＧＢで契約すればいいですか？ 

Ⓠ 夜中や暗い場所でも映像確認、検知メール設定はできますか？ 

映像を確認するには Google Chromeまたは Safariを使用します。 

Google Chromeまたは Safariにてみまもり CUBE専用URLの QR コードを 

読み取っていただくか、入力していただければ閲覧可能となります。 

高い位置に設置することで約６畳ほどのお部屋を確認することが可能です。 

可能です。特に人数制限等はございません。 

ですが、同時に通信することにより、下記のことに注意が必要です。 

・通信に負荷がかかり、カクカクした映像になってしまう。 

・データ通信が一気に増える為、契約プランをすぐに超過してしまう恐れがある。 

双方向会話が可能です。対象者様の操作は不要です。 

ただし、テレビ電話のようにお互いが映像を見ることができません。 

見守る側のみ映像の確認が可能です。電話サービスに代わるものではありません。 

一人のメールアドレスが２０文字であれば、１０名程登録が可能です。 

みまもり CUBEのカメラに内蔵している赤外線照射機能により、周りが暗くなると 

自動で暗視モードに切り替わります。映像は白黒になりますが、確認できます。 

また、人の動きも検知できるため、夜中であっても検知可能です。 

お試し期間（７日間）にご利用いただいた通信量を元に、通信プランの提案をさせて

いただきます。例えば、お試し期間に０．５ＧＢご利用いただいた場合は、１ヶ月で

約２ＧＢになります。通信プランは２ＧＢをご提案いたします。 

通信プランの変更は可能です。 



通信費（介護保険適用外） 

 

みまもりＣＵＢＥのライブ映像、検知メールなどご希望の場合は、本体のレンタル料金とは 

別途、SIM回線使用料が必要となります。 

 

ご利用料金について 

初期費用（初月のみ請求） ３，３００円 

※SIM カードの登録費用となります。 

 

回線使用料金表 料金 

回線使用料（データ通信量１GBあたり） １，１００円/月額（税込） 

※１GB～５GBまで、任意のGBを選択できます。３GBなら３，３００円、５GBなら５，５００円となります。 

 

ご契約のデータ通信量を超過した場合 料金 

超過使用料（データ通信量１GBあたり） ＋３，３００円 

 

ライブ映像を見る時間の目安 

 契約プラン 月額料金 利用時間（月） １日あたり 

１GB １，１００円 約３００分/月 約１０分 

２GB ２，２００円 約６００分/月 約２０分 

３GB ３，３００円 約９００分/月 約３０分 

４GB ４，４００円 約１２００分/月 約４０分 

５GB ５，５００円 約１５００分/月 約５０分 

※ライブ映像を確認していると自動的に１分で切れる設定になっています。  

※通信の利用状況に関する通知は、契約内容の既定量の  

５０％超過 ・８０％超過 ・１００％超過 ・１２０％超過の各時点で通知されます。  

１２０％超過で超過料金発生になります。  

※通信量はメールだけでなく、プレイヤー画面のメニューから確認することができます。 

※上記の利用時間は、見守りの端末が１台あたりの時間になります。見守りの台数が増えるとその分、

見守りできる時間も変わります。 

 

 

 



【月額料金】 

 

例） みまもりＣＵＢＥ １台 ＋ 回線使用料 １ＧＢ の場合 

みまもりＣＵＢＥ １台 月額レンタル料金 １，０００円 

回線使用料 回線プラン １ＧＢ １，１００円 

初期費用（ＳＩＭカード登録料） ※初月のみ ３，３００円 

合計金額 ５，４００円 

翌月以降 

みまもりＣＵＢＥ １台 月額レンタル料金 １，０００円 

回線使用料 回線プラン １ＧＢ １，１００円 

合計金額 ２，１００円 

 

例） みまもりＣＵＢＥ ２台 ＋ 回線使用料 ２ＧＢ の場合 

みまもりＣＵＢＥ ２台 月額レンタル料金 ２，０００円 

回線使用料 回線プラン ２ＧＢ ２，２００円 

初期費用（ＳＩＭカード登録料） ※初月のみ ３，３００円 

合計金額 ７，５００円 

翌月以降 

みまもりＣＵＢＥ ２台 月額レンタル料金 ２，０００円 

回線使用料 回線プラン ２ＧＢ ２，２００円 

合計金額 ４，２００円 

 

例） みまもりＣＵＢＥ ３台 ＋ 回線使用料 ３ＧＢ の場合 

みまもりＣＵＢＥ ３台 月額レンタル料金 ３，０００円 

回線使用料 回線プラン ３ＧＢ ３，３００円 

初期費用（ＳＩＭカード登録料） ※初月のみ ３，３００円 

合計金額 ９，６００円 

翌月以降 

みまもりＣＵＢＥ ３台 月額レンタル料金 ３，０００円 

回線使用料 回線プラン ３ＧＢ ３，３００円 

合計金額 ６，３００円 

※みまもりＣＵＢＥの月額レンタル料金は貸与事業所によって異なります。価格は税込み表示です。 

※回線プランは、みまもりＣＵＢＥ １台につき１ＧＢプランが必要になります。（３台だと３ＧＢです。） 

※回線プランは変更が可能です。毎月２５日までにご連絡が頂ければ翌月から変更が可能です。 


