
ユーザーマニュアル

あなたの探し物、見つけます
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ORBIT WALLET

ORBIT GRASSES

ORBIT CARD
ORBIT KEY

ORBIT STICK-ON

ORBIT 
POWERBANK

FINDORBITとは？
FINDORBITとは、専用無料アプリORBIT(App StoreとGoogle Playで利用可能）を使用して、日
常のアイテムを簡単に見つけられるように設計されたBluetoothトラッカー(紛失防止タグ）です。用
途に合わせてた製品がラインナップされています。

FINDORBITがあれば、探し物をアラームで呼び出す事ができます。FINDORBITが30m以内に
ある場合、ORBITアプリのFindボタンを押すと、FINDORBIT側でアラーム音が鳴ります。ス
マホを探す場合、FINDORBITのボタンを押すとスマホからアラームが鳴ります。この機能はマ
ナーモードの場合でもご利用いただけます。

アプリをバックグラウンドで実行し続けると、FINDORBITの位置情報が記録されます。FINDORBITと
スマホの通信が切断されると、双方のアラームが鳴り、その位置が地図情報に残ります。

最後に記録された場所に戻ってもFINDORBITが見つからない場合、アプリのORBIT NET機能うことで
さらにFINDORBITを追跡する事ができます。
アプリを使う他のユーザーがあなたのFINDORBITの近くを通過するとその場所があなたに通知されま
す。

また、グループで集合写真撮る際も、FINDORBITが役に立ちます。アプリ内カメラを使う事で
FINDORBITのボタンはカメラのシャッターリモコンボタンに早替り。
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ORBIT APP
App StoreまたはGoogle playにアクセスしてORBITアプリををダウンロードしします。

アプリを開き、アプリの位置情報を常に許可にします。スマホとFINDORBITを接続する為に
Bluetoothがオンになっていることを確認してください。アプリを開くとアカウントを作成する必要が
あります。以下は、アプリケーションの概要です。

ORBIT
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

アプリ内カメラ：
オービットをセルフリモコン
として使用するのは、アプリ
内カメラを使用する場合の
みです。撮影したすべての写
真は、通常のフォトギャラリ 
ーに保存されます。

電池：
あなたのFINDORBITの
電池残量を示します

オプション：
選択されたFIRNORBITの着
信音の変更・忘れ物アラー
ムの設定などを行います

FINDORBITを見つける：
FIND ORBITボタンを押す
事でFINDORBIT側のアラー
ムを鳴らす事ができます

アプリの設定：
すべてのオービットアプリの設定
はここにあります。

FINDORBITの位置：
マップ上のマーカーは、あなたの
FINDORBITの位置を示します

接続 状況:
緑色のバーは、FINDORBITの接
続の表示です。バーの数が多い
ほど=強い接続
少ないバー=弱い接続

新しいFINDORBITを追加する：
‘（+）’アイコンをタップして新しい
FINDORBITを追加します。名
前は任意に設定する事が可能で
す

モバイルデバイスの互換性
ORBITは、Bluetooth 4.0をサポートする次のデバイスと同期します。
iOS
iPhone 5以降

アンドロイド
Android 5.0以上
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アカウントを作成した後、追加すFINDORBIT
製品を選択します

FINDORBITの接続方法
FINDORBITをアクティブにするには、画面のアクティベーション手順に従います。最初にア
カウントを作成するように求められます

ORBITの名前を変更する方法

デバイスリストの[オプション]（3ドット）をタップす
ると、新しい画面が表示されます。

ORBITの名前を変更するには、名前：欄
をタップします。管理する物に合わせ
てわかりやすい名前にしてください。

FINDORBIT製品を選択すると、新しい画面が
表示され、ORBIT起動して接続する方法が表
示されます。

My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

戻る

使用するOrbitを選択してください

Orbit Key Finder

Orbit Wallet

Orbit Stick-On

Orbit Glasses

Orbit Card

Orbit PowerBank

Orbitを購入する

>

>

>

>

>

>

戻る

Orbitを追加する
初回のアクティブ化については、ご使
用のOrbit上にあるボタンを１回ビープ
音が聞こえるまで５秒間長押ししま
す。既に有効な場合には、ボタンを軽

く1回押すだけです。

　続行



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

新しいOrbitを追加

登録後は管理する物に合わせて分かりやすい名
前に変更することをお勧めしをす。ORBITを
探す場合、探したいORBITの名前をタップして
からFIND ORBITボタンをタップしてくださ
い。

ORBITデバイスを削除する方法
アプリケーションからORBITを削除したい場合は、[オプション]（3ドット）アイコンをタップします。
メニューからこのOrbitを削除しますをタップすると削除されます。
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

複数のORBITを追加する方法
新しいOrbitを追加するには、デバイスリストの
下の ‘（+）’アイコンをタップします。追加したい
Orbit製品を選択するよう求められます。

新しいOrbitを追加



あなたのORBITを探す
ホーム画面の下部にある「FIND ORBIT」ボタンをタップします。ORBITとスマホが接続中であれば
あなたのORBITのアラームが鳴ります。アラームがならない場合はORBITの位置を示す地図を
ご覧ください。接続が切れた地点が記録されています。

あなたのスマートフォンを探す
あなたのORBITのボタンを押すと、ORBITとスマホが接続中であればスマホの呼び出し音がなり
ます。これはマナーモードの時も有効です。
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写真を撮影する
右上のカメラアイコンをタップしカメラモードにを起動させます。この時、ORBITのボタンはカメ
ラのシャッターリモコンに変ります。もう誰かに撮影を頼む必要はありません。スマホを好き
な場所に置き、お好きなアングルで写真撮影をお楽しみください。すべての写真はあなたのギャ
ラリーに保存されます。この機能はアプリ内のカメラでのみ機能することに注意してください。



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

設定

より多くのオプション
オプションボタン（3ドット）をタップします。 ORBIT製品の設定はすべてここにありま
す。ORBITアプリの設定は、App Settingsメニューで確認できます。

分離アラーム
セパレーションアラームをオンにすると、スマホと
ORBITの距離が30メーター以上になりBluetooth接
続が解除されるとアイテムを忘れたことを通知する
アラームが、ORBITとスマホの両方で鳴ります。
また、通信が切断された地点が地図情報に残りま
す。

セーフゾーン
セーフゾーン機能がオンになっている場合、セーフ
ゾーンとして登録されたWiFiに接続されている場
合、分離アラームは機能しません。
この機能は、家や職場など、分離アラームが必要ない
場所を登録することで、誤動作を抑止することが
できます。

アラーム音
‘FIND ORBIT’をタップすると、あなたのORBITが鳴
ります。あなたに最適な3つのアラームのうち1つを
選択してください。

この軌道を削除する
誤って軌道を追加した場合は、[このORBITを削除]
の横にある赤いアイコンをタップします。これにより、
あなたのアプリから軌道が切り離されます。オービッ
トは、接続手順に従うことで再接続できます。

充電リマインダー
この機能は、オービットウォレットにのみ適用さ
れます。充電リマインダは、自宅のWiFi接続を使
用して、自宅にいるときを認識します。家に帰る
と（WALLETのバッテリーが30％以下の場
合）、ORBITWALLETに充電するように通知が
送信されます。
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Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

アプリのバージョン

あなたのORBITのアカウント
最初のORBITを購入すると、アプリを開くとアカウン
トを作成するよう求められます。アカウントの詳細は
Appの設定で確認できます。 ‘ご使用のパスワード
を変更’ をタップすると、ORBITアカウントのパス
ワードを変更するように求められます。アカウントにロ
グインするには、このパスワードが必要です。

携帯を探してお知らせ
この設定は、あなたのORBITを使ってスマホを見つ
ける時の設定です。音、振動、ライトの警告をす
べてオン/オフできます。

着信音
15種類の着信音アラームがあります。あなたに合っ
たメロディーを選択してください。

サポート

こちらのメニューは英語表記となります
日本でのサポートは下記サイトよりお問い合わせください
http://www.findorbit.jp

ログアウト

「ログアウト」ボタンをタップすると、あなたのORBITの
アカウントからログアウトします。 Orbit製品とその機
能を使用するには、ログインする必要があります。

設定メニューの「ログアウト」ボタンの下に、現在使用
しているアプリのバージョンが表示されます。

アプリの設定

左上の設定アイコンをタップして設定メニューを開きます。すべてのオービットアプリの設定はここ
にあります。 ORBIT製品の設定は、[その他のオプション]セクションにあります。
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ORBIT NET
ORBIT NETとは？
オービットネットは、コミュニティベースの匿名検索システムです。あなたのORBITが失われた場
合、オービットネットを有効にして、あなたのORBITに誰か（オービットアプリをインストールした
人）が近づいた時、あなたのORBITの位置情報が更新され地図上に表示されます。

あなたのORBITに近付いた人にその位置情報は知らされません。ORBITの所有者のみに知らさ
れる機能ですのでご安心ください。可能なら友人・知人など周りの人にORBITアプリをダウン
ロードしてもらってもください（ORBITが見つかる可能性が高くなります）

ORBIT NETの使い方
ORBITアプリケーションがあなたのORBITを発見できなかった時「、見つかったら通知する」ボタン
がポップアップします。タップするとORBIT NETページに移動します。 ‘確認してもよろしいですか
’をタップすると、ORBITは失われたとマークされ、ORBIT N ETが有効になります。コミュニティ全体
で失くなったORBITを探します。

ORBIT NET
The entire Orbit community is now

looking out for your lost Orbit.
You will be notified as soon as 

someone comes within range of it.
Ask all of your friends to help by

installing the Orbit App. 

CONFIRM CANCEL

見つかった場合、通知する
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Notify if found



ORBIT KEY
ORBITKEYは、数秒で鍵を見つけるために設計されたBluetoothデバイスです。アルミニウムから美し
く作り出された、ORBITKEYは便利なガジェットだけでなく、あなたのキーのためのスタイリッシュなアク
セサリーです。 12種類のカラーバリエーションがあります。

あなたのキーを見つける：
Bluetoothの接続状態（30m以内）にいるときは、ORBITアプリケーションの「FIND ORBIT」ボタンを
押します。あなたのオービットは90dbの内蔵スピーカーからメロディックな曲を演奏します。範囲外の
場合、ORBITアプリケーションは地図上にORBITKEYの最後の位置を表示します。その場所に行
き、ORBITKEYを探すことができます。接続状態に戻ると、あなたのORBITKEYが鳴ります。

あなたのスマホを探す：
あなたのスマホを見つけるには、あなたのORBITKEYの側面にあるボタンを押してください。範囲内で
あれば、あなたのスマホの呼び出し音が鳴ります！

写真を撮る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。ORBITKEYのボタンを押して、カメラのシャッターを
切って下さい。

BLACK GUN METALGOLD

AZURE EMERALD GREEN SUNSET 
ORANGE

SILVER DARK STORMROSE GOLD

SHOCKING PINK VIOLET CANDY 
RED
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ORBITKEY

含まれるもの

バッテリの取り付け/交換

特徴

CR2032

ORBIT スペアバッテリ 電池交換
ツール

キーチェーン キーホルダー

1.バッテリーを交
換するには、電池交
換ツールをORBIT 
KEYに取り付けます

鍵を見つける 分離アラーム
置き忘れアラーム

カメラの
シャッターリモコン 

落とした場所を
記録

電池交換
可能

スマホを見つけ
る

最大6ヶ月
バッテリー寿命

90db大音量
アラーム

防水仕様(IPX6)

オービットネット
(みんなで探す)

2.上部バッテリー開
口ツールを反時計回
りに回して開きます。

4.（+）記号が下にな
るように新しい電池を
置きます。

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

LEDライト キーホルダー

ラウドスピーカー Orbitボタン

3.ORBIT KEYを開き、
古い電池をを内部から
取り外します。

5.上下のORBITシェルを一緒
に押します。ORBITKEYを電
池交換ツールの間に置きま
す。時計回りに回してORBIT 
KEYを閉じます。



あなたのORBIT WALLETを探す：
Bluetoothの接続状態（30m以内）にいるときは、ORBITアプリケーションの「FIND ORBIT」
ボタンを押します。あなたのオービットの内蔵スピーカーからメロディックな曲を演奏します。
範囲外の場合、ORBITアプリケーションは地図上にORBIT WALLETの最後の位置を表示しま

す。その場所に行き、ORBIT WALLETを探すことができます。接続状態に戻ると、あなたの
ORBIT WALLETが鳴ります。

あなたのスマホを探す：
あなたのスマホを見つけるには、あなたのORBIT WALLETの側面にあるボタンを押してください。
範囲内であれば、あなたのスマホの呼び出し音が鳴ります！

写真を撮る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。ORBIT WALLETのボタンを押して、カメラの
シャッターを切って下さい。

BLACK BROWN NAVY

ORBIT WALLET
100％本革製で、2500mAhのモバイルバッテリーを搭載しているので、スタイルと実用性を犠牲にす
ることなく、外出先でも充電することができます。何よりORBIT WALLETの充電を忘れることはもうあ
りません。何故なら自宅に到着して電池の残量が少なくなっている場合、スマホに充電を促がす通知
が届きます。また、ORBIT WALLETには、２つの仕切りがある札入れ、4つのRFIDブロッキングカード
ポケットが装備されています。シンプルなデザインの2つ折り財布は、スリムな形状ですのであなたのポ
ケットに簡単に収まります。
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ORBIT WALLET
マイクロUSBケーブル

バッテリーボタン（起動、セルフマ
ネー、電話の検索に使用）

iPhoneアダプタ（Micro-USBに
接続）

LEDバッテリー寿命インジケー
ター（1 =Low    4 =Full）

バッテリーを充電するためのUSBケーブル

バッテリーの充電
ORBIT WALLETにバッテリーを充電する
のはとても簡単です。 USBポート（コンピュ 
ータまたはコンセント）にUSBコ ードを接
続し、バッテリーの4つのLEDライトが点灯
するまで待ってください。

ORBITWALLETでスマホを充電すること
はさらに簡単です。 Micro-USBまたは
iPhoneのアダプタコードを携帯電話に接続
するだけです。

特徴

含まれるもの

カメラのシャター
リモコン

落とした場所を記録

スマホを見つける 分離アラーム

充電式2500mAh
バッテリー

充電リマインダ

大音量スピーカー

ORBIT WALLET
を見つける

マイクロUSB＆
iPhoneアダプタ

オービットネット群
集所見

ORBIT WALLET  　ライトニングアダプター



ORBIT GLASSES
ORBIT GLASSは世界最小のBluetoothトラッカーです。あなたの眼鏡のフレームの上にそれをつけ
て、ORBIT App経由でそれを鳴らしてください。ORBIT GLASSESは4mmのフレーム（最小サイズ）の
眼鏡にフィットします。内蔵の充電式電池は最大1ヶ月間使用でき、同梱の充電ケーブルを使用して簡単
に再充電できます。

あなたの眼鏡を見つける：
Bluetoothの接続状態（30m以内）にいるときは、ORBITアプリケーションの「FIND ORBIT」ボ
タンを押します。あなたのオービットの内蔵スピーカーからメロディックな曲を演奏します。
範囲外の場合、ORBITアプリケーションは地図上にORBIT GRASSESの最後の位置を表示します。
その場所に行き、ORBIT GRASSESを探すことができます。接続状態に戻ると、あなたのORBIT 
GRASSESが鳴ります。

*ORBIT GLASSESでスマホを探すことはできません。
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ORBIT GLASSES

ORBIT GLASSES 充電ケーブル 接着ストリップ

分離アラーム
(置き忘れアラーム）

落とした場所を記録メ眼鏡ガネを見
つける

連続使用１ヶ月 ビルトイン
スピーカー

充電式電池

オービットネット
(みんなで探す)

ORBIT GLASSESの充電

充電するには、付属の充電器を電源（USBスロット）に差し込
み、もう一方の充電ケーブルをORBIT GLASSESに接続しま
す。 LEDが点滅し、充電が進行中であることを示します。 LED
が点滅を停止して点灯しているときは、充電が完了していま
す。1回の充電でおよそ１ヶ月使用できます

*ORBIT GLASSESを取り外して充電する必要はありません

特徴

含まれるもの



ORBIT CARD
ORBITCARDは標準のクレジットカードのサイズと厚さと同じで、世界で最も薄いBluetoothトラッ
カーです。クレジットカードと一緒にORBIT CARDを財布の中に入れるだけ。あなたは財布を失くすこ
とを無くすでしょう。 ORBIT CARDには、あなたのスマホを見つけ出す為のボタンも備わっています。充
電式のバッテリーは最大3ヶ月間使用でき、同梱の充電ケーブルを使用して簡単に充電できます。

あなたの財布を探す：
Bluetoothの接続状態（30m以内）にいるときは、ORBITアプリケーションの「FIND ORBIT」
ボタンを押します。あなたのオービットは80dbの内蔵スピーカーからメロディックな曲を演奏し
ます。範囲外の場合、ORBITアプリケーションは地図上にCARDの最後の位置を表示します。そ
の場所に行き、CARDを探すことができます。接続状態に戻ると、あなたのORBIT CARDが鳴り
ます。

あなたのスマホを探す：
あなたのスマホを見つけるには、あなたのORBIT CARDの指紋ボタンを押してください。範囲内
であれば、あなたのスマホの呼び出し音が鳴ります！

写真を撮る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。ORBIT CARDの指紋ボタンを押して、カメラ
のシャッターを切って下さい。
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ORBIT CARD

ORBIT CARD 充電ケーブル

LED
インジケータ

ORBIT
ボタン充電ドック findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

充電式 電池

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

バッテリーの充電

充電するには、付属の充電器を電源（USBスロット）に
差し込み、もう一方の充電ケーブルをORBIT CARDに
接続します。 LEDが点滅し、充電が進行中であることを
示します。 LEDが点滅を停止して点灯しているときは、
充電が完了しています。1回の充電でおよそ3ヶ月ご使用い
ただけます

特徴

含まれるもの

財布を見つ
ける

カメラのシャッター　
リモコン

落とした場所を記録

スマホを見
つける

分離アラーム
(置き忘れアラーム)

1回の充電で
最大３ヶ月

80db大音量
アラーム

防水仕様(IPX6)

オービットネット
(みんなで探す)



ORBIT STICK-ON

Bluetoothの接続状態（30m以内）にいるときは、ORBITアプリケーションの「FIND ORBIT」ボタン
を押します。あなたのORBIT STICK-ONは内蔵スピーカーからメロディックな曲を演奏します。範囲外
の場合、ORBITアプリケーションは地図上にCARDの最後の位置を表示します。その場所に行
き、ORBIT STICK-ONを探すことができます。接続状態に戻ると、あなたのORBIT STICK-ONが鳴りま
す。

あなたのスマホを探す：
あなたのスマホを見つけるには、あなたのORBIT STICK-ONのボタンを押してください。範囲内であれ
ば、あなたのスマホの呼び出し音が鳴ります！

写真を撮る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。ORBIT STICK-ONのボタンを押して、カメラの
シャッターを切って下さい。

BLACK SILVER

ORBIT STICK-ONは、大事なものに貼り付けることができるBluetoothトラッカーです。
リモコン、ラップトップPC、その他何か。キーリングも付属していますので、キーホルダーのように鍵
やバッグなどあらゆる「モノ」に最適です。 ORBIT STICK-ONは他のFINDORBITシリーズと同様
に、ORBIT STICK-ONをからスマホを呼び出すことも可能です。
ORBIT STICK-ONは電池交換することで繰り返し使用できます。電池寿命はおおよそ1年です。
スペアバッテリーが付属しています。
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ORBIT STICK-ON

含まれるもの

バッテリの取り付け/交換

特徴

CR2032

スペアバッテリ

最大1年間
バッテリー寿命

交換可能電池キーホルダー
アタッチメント

1.タブを「OPEN」の
位置に動かします。

2.古いバッテリーを内側
から取り外し、（+）記号が
下になるように新しいバ
ッテリーを置きます。

3.タブを「LOCK」の位置
に戻します。

CR 2025

CR2025

IDEA

3V LITHIUM CELL JAPAN S
TD

ORBIT キーホルダー 接着ストリップ

スピーカーORBITボタン

スマホを見つける ORBITを見
つける

分離アラーム
(置き忘れアラーム）

カメラのシャッター
リモコン

落とした場所
を記録

ビルトイン
スピーカー

オービットネット
(みんなで探す)



ORBIT POWERBANKを探す：
Bluetoothの接続状態（30m以内）にいるときは、ORBITアプリケーションの「FIND ORBIT」ボタンを
押します。あなたのORBIT STICK-ONは内蔵スピーカーからメロディックな曲を演奏します。範囲外の
場合、ORBITアプリケーションは地図上にCARDの最後の位置を表示します。その場所に行き、ORBIT 
STICK-ONを探すことができます。接続状態に戻ると、あなたのORBIT STICK-ONが鳴ります。

あなたのスマホを探す：
あなたのスマホを見つけるには、あなたのORBIT STICK-ONのボタンを押してください。範囲内であれ
ば、あなたのスマホの呼び出し音が鳴ります！

写真を撮る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。ORBIT STICK-ONのボタンを押して、カメラの
シャッターを切って下さい。

BLACK SILVER DARK STORMROSE GOLD

ORBIT POWERBANK
ORBIT POWERBANKは5000mAhのバッテリーですべてのデバイスを充電できます。また、ORBIT機
能付きモバイルバッテリーを見つけることができます。あなたはORBIT POWERBANKを使用してス
マホを鳴らして、それを見つけることも可能です。何よりも、モバイルバッテリーの充電を忘れることはあ
りません！モバイルバッテリーの電池残量が低下すると、スマホには充電うながすメッセージが通知ら
れます。 カラーバリエーションは以下の4色です。
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ORBIT POWERBANK

充電ケーブル

正面図 上面図

USBポート

LEDインジケータ

マイクロUSB

ORBITボタン

スマホを見
つける

分離アラーム
(置き忘れアラーム)

カメラのシャッター
リモコン

落とした場所
を記録

充電
リマインダ 充電式電池

ビルトイン
スピーカー

モバイルバッテ
リーを見つける

オービットネット
群集所見

含まれるもの

ORBIT POWERBANK

ORBIT POWERBANKを充電するの
はとても簡単です。 USBポート（コン
ピュータまたはコンセント）にUSB
コードを接続し、バッテリーの4つの
LEDライトが点灯するまで待ってくだ
さい。

ORBIT POWERBANKでスマホを
充電することはさらに簡単です。 
Micro-USBまたはiPhoneのアダプ
タコードをスマホに接続するだけで
す。

特徴

充電方法



サポート
対応機種：
FINDORBITは、バックグラウンドでORBITアプリを実行する必要があります。 Bluetoothをバックグ
ラウンドで使用する必要があります（Bluetoothをオンにした際の、スマホのバッテリ消費を最小限に
抑えております）。FINDORBITはiPhone 5以降で動作します。 Android 5.0以降。 Bluetooth 4.0
以降が必要です。

FINDORBITの使用数について：
Apple iOSデバイスは、一度に最大6つのOrbitデバイスを管理することができます。 Android搭載端
末は、製造元とオペレーティングシステムのバージョンによって、1～3個の間で管理ができます。

保証について：
FINDORBITに問題がある場合は、info@epice-sun.comまでお気軽にお問い合わせくださいい。製
品に関する問題を解決するため全力でサポートいたします

返品と保証について：
FINDORBITには6ヶ月の限定保証が付いています。
廃棄とリサイクル
ORBITおよび付随するコンポーネントを適切に処分してリサイクルすることは、お客様の責任であることにご留意くだ
さい。 ORBITを一般家庭廃棄物とともに処分しないでください。ORBIT装置は電子廃棄物とみなされ、地元の電子機
器回収施設で処分する必要があります。詳細については、製品を購入した販売店にお問い合わせください。電池を捨
てるときは、電池の+と - の面を絶縁性または非導電性のテープで絶縁してください。不適切に配置すると、リチウム
電池が短絡して高温、破裂または発火する可能性があります。

重要な安全上の警告
一般的な注意事項
- ORBITはおもちゃではありません
- ORBITを改ざん/改変/分解しないでください
- 研磨材にORBITをさらさないでください
- ORBITを火のそばに置かないでください
- ORBITの仕様およびその他の情報を確認する>環境条件およびORBITを動作温度以上にさらさないで

ください
- ORBITの金属ボディは温度を効果的に伝導し、極端な温度
- ORBITのエッジは鋭く、慎重に扱うことができます

このユーザーマニュアルとすべての安全に関する指示を読んで、守ってください。 ORBITの不適切な設置、使
用、または処分は、あなたの健康に有害であり、他人を危険にさらす可能性があります。

子供の安全
ORBITには小さな部分があり、窒息の危険があります。お子様の手の届かないところに保管してくださ
い。電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

バッテリに関する注意事項
- バッテリーを充電、短絡、分解、変形、または加熱しないでください
- 電池を火に投げ込まないでください
- バッテリーの混用を避けてください。新規、使用済みまたは異なるタイプ
- 直射日光、高温多湿を避けて保管してください
- バッテリーは小さなお子様の手の届かないところに保管してください。子供が電池を飲み込んだ場合は、

直ちに医師に相談してください。
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REGULATORY NOTICES
North America
United States: Federal Communications Commissions [FCC]

FCC COMPLIANCE STATEMENT:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

INFORMATION TO USER:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residentual installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, 
it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the 
following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna
-Increase the distance between the equipment and the reciever
-Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

WARNING: 
The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. 

European Union
European Union: CE directive

WEEE:

STATEMENT:
Hereby, Global Shopping Network Pty Ltd, declares that Orbit is in compliance with the esstential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

The symbol on the product or its packaging signifies that this product has to be disposed separately from ordinary houseold wastes at its end of life. Please kindly be aware that this is 
your responsibility to dispose electronic equipment at recycling centers so as to help conserve natural resources. Each country in the European Union should have its collection centers for 
electrical and electronic equipment recycling. 

For information about your recycling drop off point, please contact your local related electrical and electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the 
product. 

- Do not dispose of the Orbit with household waste. 
- Disposal of the packaging and your Orbit should be done in accordance with local regulations. 
- Batteries are not to be disposed of in municipal waste stream and require separate collection.




