
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

ご使用の前に本書に記した注意事項をよくお読みいただき、安全かつ正しい方法でより長くご愛用くださいますよう 

お願いいたします。 

本書はなくさないよう、大切に保管しておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●本書の著作権は加藤電機株式会社にあります。 

●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。 

●本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。 

●本書の掲載画像には若干の相違がある場合がございますのでご了承ください。 

●本書の内容については万全を期しておりますが、万が一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたら、 

当社までご連絡ください。 

●乱丁、落丁はお取替えいたします。 

●本書に掲載されている内容は２０１７年12月１日現在のものです。 

 

ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＬＯＵＮＧＥ® ＳＡＮフラワー® は加藤電機株式会社の登録商標です。 

 ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナ（ＳＡＡＧ－Ｍ） 取扱説明書 
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 お取り扱い上の注意 
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ご使用前に梱包物をご確認ください。 

梱包物 

 
説明書 ｘ１枚、ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナ利用申込書 ｘ１枚、ＳＡＮサービス約款 ｘ１枚 

設置用両面テープ ｘ２枚 

各部名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＬＥＤの状態 動作状況 

ＬＥＤ１ 消灯 電源ＯＦＦ 

 ●緑色点灯 正常作動中 

 ●赤色点灯 内蔵バッテリー駆動中 

ＬＥＤ２ ●緑色点滅 サーバーと通信中 

ＬＥＤ３ ●緑色点滅 ＧＰＳ位置取得中 

 ●赤色点滅（３秒に１回点滅） ＳＡＮタグ受信（サーバー送信完了後消灯） 

 ●赤色点滅 （早い点滅） ふるふる通知受信（サーバー送信完了後消灯） 

通信状況確認 通信電波の感度を確認します。 

LED123 ●緑色点灯：最大 

LED12  ●緑色点灯： 

LED1  ●緑色点灯：最小 

LED1  ●緑色点滅：圏外 

細い棒状の物を差し込んで 

電源スイッチを１回押し 

電源 OFF LED123●緑全点滅後 

電源オフ後全消灯 

細い棒状の物を差し込んで 

電源スイッチを３秒以上押し続ける 

 梱包物および各部の名称 

ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナｘ１個 

電源アダプタｘ１個 

ＬＥＤ１ 
ＬＥＤ２ 
ＬＥＤ３ 

電源アダプタ端子 スピーカー 

電源スイッチ 
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１．付属の両面テープをＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの底面に貼ってください。 

 
 

２．ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナを水平なところで、前後左右３ｃｍ、上３ｃｍは壁や物が無い場所に 

設置してください。 

  ※設置場所をきれいに拭いてから設置をしてください。（両面テープで固定） 

  ※ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナは防水仕様ではありません。屋内に設置してください。 

 
<推奨設置位置場所について> 

●ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナは電波を利用する機器です。ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナは電波条件が良く 

 見通しの良い窓際などに設置してください。 

●金属や水は電波を通さないため、設置する時は注意してください。 

●上層階がある建物の場合、上層階に設置するほどＧＥＯエリアや見守りエリアは広くなります。 

●ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナが転倒しないよう、安定した水平なところに設置してください。 

●電波は設置環境などにより変化します。実際にＳＡＮタグなどを携帯して、ＧＥＯエリアや見守りエリアの 

範囲をイメージできます。 

<お願い> 

●本製品を安全に正しくお使いいただくために、次のようなところへ設置は避けてください。 

・振動の多い場所 

・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所 

・電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びている場所や電磁波が発生している場所（電子レンジ、スピーカー、 

テレビ、ラジオ、蛍光灯、電気こたつ、インバーターエアコン、電磁調理器など） 

 ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などの近隣 

 設置方法 

両面テープ 両面テープ 
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ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの電源をＯＮにします 

ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナを設置したら、以下の手順に従って電源を入れます。 

１．電源アダプタ端子に電源アダプタのジャック側を接続します。 

２．電源アダプタのアダプタ側をコンセント（家庭用 ＡＣ１００Ｖ）へ接続します。 

  電源は２４時間３６５日常時ＯＮになるようお願いいたします。 

３．電源が入るとＬＥＤ１、ＬＥＤ２、ＬＥＤ３が緑色で点滅します。 

４．ＬＥＤ１が緑色で点灯するとご使用できます。 

 

ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの電源をＯＦＦにします 

１．細い棒状の物を差し込んで電源スイッチを３秒以上押し続けます。 

２．ＬＥＤ１、２、３全てが緑色で点滅し消灯します。ＬＥＤが消灯したら電源はＯＦＦになります。 

※ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナのご使用を再開される際には、上記の「ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの電源を 

ＯＮにします」を参照ください。 

<注意> 

一度、電源をＯＮにするとＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナは、内蔵バッテリーによりコンセントを抜いても電源ＯＮ

の状態を保ちます。電源投入後、ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナを外に持ち出す際や保管をする場合など、ご使用に

ならない際は上記方法で電源をＯＦＦにしてください。 

 

ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの利用申し込みをします 

同梱のＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナ利用申込書に必要事項を記載して、ＦＡＸもしくは郵送してください。 

【お申込みからご利用開始までの流れ】 

１． 製品同梱の「ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナ利用申込書」に必要事項をご記入いただきます。 

２． FAXもしくは郵送で「ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナ利用申込書」を送付いただきます。 

ＦＡＸ：0569-26-0089 加藤電機(株)宛て 

郵送先：〒475-8574 愛知県半田市花園町 6-28-10 加藤電機(株)宛て 

３． 当社にて「ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナ利用申込書」の内容審査を行います。 

（記載内容に不備があった場合はご連絡させていただきます。） 

４． 当社よりお客様に審査完了のご連絡をいたします。お客様ご自身でＳＡＮフラワー見守りサービスＨＰのオンラ

インショップで「ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナ初期登録料」をお申込みいただきます。お申込みに際しご本人

名義のクレジットカードをご用意ください。※初期登録料：9,800円（税別）の決済を行っていただきます。 

ＳＡＮフラワー見守りサービス URL： 

http://www.anshin-anzen.com/san-flower/  
５． 決済完了後、当社より登録手続き完了のご連絡をメールにてご連絡いたします。 

６． ご利用開始。 

 ご使用方法 
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●GEOフェンス SANアンテナご利用にかかる費用 

初期登録料 9,800円（税抜） 

月額利用料（初回 2年間） 無料 

月額利用料（3年目以降） 3,800円（税抜） 

※詳細はホームページやＳＡＮサービス約款をご確認ください。 

 

【重要】 

ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナを設置している住所が変わる場合、必ず当社までご連絡をお願いいたします。 

同一住所内であれば、ご連絡は不要です。 

 

ＧＥＯエリアの設定をします 

設置したＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナのＧＥＯエリアが希望するイメージに合っているか確認します。 

１．登録したＳＡＮタグの電源をＯＮにします。 

２．約１分後にメールが届けば、その地点はＧＥＯエリア内です。（エリアに入ったメール） 

３．同じＳＡＮタグ持って、ＧＥＯエリアから離れます。 

４．約１分後にメールが届けば、その地点はＧＥＯエリア外です。（エリアから出たメール） 

５．メールを確認して、ご希望するＧＥＯエリアの範囲をイメージします。 

６．ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの設置場所を変えたり、ＧＥＯエリアの感度を変えることでＧＥＯエリアの 

範囲は変わります。 

<注意> 

ＧＥＯエリアの範囲は初期設定５（最大）に設定されています。（市街地で約２００～３００ｍ） 

ＧＥＯエリアの感度を変更希望の場合は、当社までお問い合わせください。 

現在、ＧＥＯエリアの管理者ページは開発中です。開発完了後、お客様ご自身で設定していただけます。 
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ダブル見守りエリア採用 

●ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナは２つのエリアを形成します。 

 
見守りエリア 

●見守りエリアは１，０００人同時に見守れます。 

●ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナを中心に市街地で約２００～３００ｍの範囲で形成します。 

●ＳＡＮタグが通過した履歴を専用ＨＰで確認することができます。 

※詳細はＳＡＮタグの説明書参考。 

●見守りエリアを通過した際に、メールでお知らせする「見守りメール」があります。 

 ※見守りメールは別途お申し込みが必要です。詳細はＳＡＮタグの説明書参考。 

●見守りエリア内でＳＡＮタグを振るとメールでお知らせする「ふるふる通知」があります。 

※詳細はＳＡＮタグの説明書参考。 

※見守りエリアの範囲設定は行えません。 

 
 

 

 ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの特徴 
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ＧＥＯエリア 

●ＧＥＯエリアは１００人同時に見守れます。 

         
●ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナを中心に市街地で約２００～３００ｍの範囲で形成します。 

 
●ＧＥＯエリアの範囲は５段階で設定可能です。初期設定は５（最大） 

 建物の形状や設置階数、利用目的に応じて設定を変更してください。 
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●ＧＥＯエリアの外からＧＥＯエリアの中にＳＡＮタグが入ったことを感知して、登録したメールアドレス 

（最大５件）にお知らせします。 

 
●ＧＥＯエリアの中からＧＥＯエリアの外にＳＡＮタグが出たこと感知して、登録したメールアドレス（最大５件） 

にお知らせします。 

 
●ＧＥＯエリア（施設やご自宅など）への入退出の通知メールは、受信の有無をそれぞれ設定できます。 

 

バッテリー内蔵 

●ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナはバッテリー内蔵だから、万が一の停電時にも作動して見守り続けることが 

できます。 

 

緊急地震速報 

●本製品は、緊急地震速報を自動的に受信し、スピーカーから音声などを鳴らします。 
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ＬＥＤが光らない 電源アダプタが接続されているか確認してください。 

電源アダプタのＬＥＤが緑色に点灯しているか確認してください。 

メール通知がこない 通知先のメールアドレスを再度確認してください。 

携帯メールなどで受信拒否設定を行っている場合は、「@kato-denki.com」 

ドメインのメールを受け取る設定に変更してください。 

ＧＥＯエリアに出入りをしていな

いのにメール通知がある 

ＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの近くに電子機器等がある場合、離して設置し

てください。 

金属製の棚などへの設置は推奨していません。 

高さのある棚などに設置をすると電波環境が良くなる場合があります。 

緊急地震速報が流れない 窓際などＧＥＯフェンスＳＡＮアンテナの設置位置を変更してください。 

仕様 
寸法 約３８ｘ１６０ｘ１００ｍｍ（突起部を除く） 

重量 約２５７ｇ 

電源 ＡＣ１００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

電波 特定小電力無線９２０ＭＨｚ帯  ００７－ＡＤ００２２ 

ＫＤＤＩ ８００ＭＨｚ帯 

バッテリー リチウムイオン電池 １，１００ｍＡｈ 

消費電力 １Ｗ未満 

使用周囲温度 －１０℃～５０℃ 

ＳＡＮタグ １００個まで登録可能 

ＳＡＮサービス利用料 SANサービス利用料 初回 2年間は無料です。 

3年目以降継続して SANフラワー見守りサービスご利用の場合は、 

月額 3,800円（税抜）が必要です。 

初期登録料 9,800円（税抜）が別途必要です。 

 

    ※内蔵のバッテリーは消耗品です。２年を目安に交換をおすすめいたします。 

     バッテリー交換をご希望の際には有料で承ります。 

     ご希望のお客様は当社までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

故障かな？と思ったら 
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＜保証規定＞ 

1： 保証期間は本製品利用登録より 1年間です。 

2： 本製品は高度の品質管理をいたしておりますが、保証期間中に取扱説明書等の注意に従った使用状態で 

万一故障が発生した場合には保証規定に従い、無償にて保証いたします。 

3： 保証期間内でも次の場合には保証対象外（有償）となります。 

   ・使用上の誤り、不注意による故障および損傷 

   ・不当な修理、改造による故障および損傷 

   ・落としたり、ぶつけてしまったことによる故障および損傷 

   ・雨や水、または液状のもので濡らしてしまったり、水やお湯の中に落としてしまったことによる故障 

および損傷 

   ・火災、地震、風水害、落雷、ガス害その他、天変地異、公害、塩害等による故障および損傷 

4： 次の部品は保証対象外です。 ・USBケーブル、保護カバー、電池 

5： 保証期間内に故障して保証修理をご依頼になる場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

6： 本製品の故障に起因する付随的損害については一切補償いたしません。 

7： 保証規定は日本国内においてのみ有効です。 

   この保証規定は、本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証修理をお約束するものです。 

従って保証規定によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間を過ぎている 

場合は、修理できる製品については、ご希望により有償にて修理させていただきます。 
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