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Web検索サービス操作ガイド
本書はあんしんGPS本体をパソコンなどから検索する「Web
検索サービス」の操作について説明しております。
・パソコンから検索する場合の推奨ブラウザは以下のとおりです。
《Windows (Vista・7・8) をご利用の場合》

Microsoft Internet Explorer 8.0以上
Mozilla Firefox 最新バージョン
Google Chrome 最新バーション

《Macintosh (Mac OS X 10.6以上) をご利用の場合》
Safari 5.0以上

・「Web検索サービス」の動作環境や、対応機器についてはauホームペー
ジをご参照ください。
http://www.au.kddi.com/mobile/product/digitallife/kys11/

あんしんGPS本体はお買い上げ時の状態では、ご利用になれません。
あんしんGPS本体を使用するには、お手持ちのスマートフォンに専用
アプリをインストールいただき、初期設定を行う必要があります。本
書および専用アプリ操作ガイドおよびあんしんGPS本体に付属の「取扱
説明書」をご覧いただき、初期設定を行ってください。

・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。

・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
・画面は、実際の画面とは異なる場合があります。
・本書の内容については万全を期していますが、万一、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ご連絡ください。

2014年7月第1版
KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）

表示画面について
本書の表示画面はWindowsパソコン（OS:Windows 7 ／ブラ
ウザ：Internet Explorer 8）を使用した例です。お使いのパソ
コンやブラウザによっては画面が若干異なる場合があります。
※本操作ガイドの記載内容は2014年7月現在のものです（将

来予告なしに変更することがあります）。

免責事項について
・当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせに

よる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任
を負いません。

商標について
・Microsoft,Windowsは、米国Microsoft Corporationの商標または登録商

標です。
・Windowsの正式名称は、MicrosoftR WindowsR Operating Systemです。
・Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の

国における商標または登録商標です。
・Firefoxは、米国Mozilla Foundationの米国及びその他の国における商標

または登録商標です。
・Mac OS、Macintosh、Safariは、 米 国 お よ び 他 の 国 々 で 登 録 さ れ た

Apple Inc.の商標 です。
・Androidは、Google Inc.の登録商標です。
・Google Chromeは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・iPhone,iPadは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
・Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・iOS商標は米国Ciscoのライセンスにもとづき使用されています。
・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されていま

す。
・その他、本書に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標

です。

http://www.au.kddi.com/mobile/product/digitallife/kys11/
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Web 検索サービスでできること
Web検索サービスは、パソコンやスマートフォンなどのブラウザであんしんGPS本体の位置を検索できるサービスです。
・あんしんGPS専用アプリ（以下、「専用アプリ」と表記します。）のインストールが不要なため（※１）、auケータイやau以外の

スマートフォン、タブレットおよび携帯電話からも、あんしんGPS本体の位置を検索することができます。
・また、専用アプリでは1台のスマートフォンに登録できるあんしんGPS本体は10台までですが、Web検索サービスでは1台の

パソコン（※２）などにあんしんGPS本体を100台まで登録することができます。
※１：初期設定を行うには専用アプリをインストールしたauスマートフォンが必要です。
※２：あらかじめ作成した１つのIDにつき100台まで登録することができます。

「管理者」と「メンバー」でできることが異なります。
【「管理者」と「メンバー」のどちらでもできること】
・あんしんGPS本体の位置検索（1台ずつ切り替えての検索になります）
・位置検索の履歴の確認
・あんしんGPS本体の登録情報の確認
・ログインパスワードの変更
・Web検索サービス用のニックネームの設定や変更
【「管理者」からのみできること】
・Web検索が利用可能な「メンバー」の表示

はじめに
あんしんGPS本体を使用するには、お手持ちのauスマートフォンに専用アプリをインストールいただき、初期設定を行う必
要があります。初期設定完了後、パソコンなどからWeb検索サービスの利用登録が必要になります。

・「初期設定」については▶P.4、または専用アプリ操作ガイドを参照してください。
※専用アプリ操作ガイドは、auホームページからダウンロードできます。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/terms/dp/kys11/

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/terms/dp/kys11/
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サービスご利用の流れ
Web検索サービスのご利用の流れは以下のとおりです。

【STEP1】初期設定（▶P.4）
・auスマートフォンで専用アプリをダウンロードしてインストールする
・専用アプリをインストールしたauスマートフォンとあんしんGPS本体で初期設定をする

【STEP2】サービス利用登録（▶P.5）
・初期設定完了時に登録したEメールアドレス宛に、登録完了メールが届きます。
・メールに記載されている以下のアドレスから「Web検索サービス」にアクセスする

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/ 
・画面の指示に従って、「管理者」としてWeb検索サービスの利用登録をする

【STEP3】メンバーの追加（▶P.8）
メンバーを追加するときは以下の登録を行う
・専用アプリをインストールしたauスマートフォンで、あんしんGPS本体にメンバーを追加登録す
る（専用アプリ操作ガイドを参照）
・「Web検索サービス」にアクセスする
・画面の指示に従って、「メンバー」としてWeb検索サービスの利用登録をする

【STEP4】Web検索サービスを使う（▶P.10）
・サービス利用登録時に登録したIDとパスワードでログインして、あんしんGPS本体を検索する
・あんしんGPS端末名（ニックネーム）やログインパスワードを変更する

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/
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【STEP1】初期設定
スマートフォンに専用アプリ（あんしんGPS専用アプリ）をインストールし、初期設定をします。

《専用アプリのダウンロード方法》
Android用専用アプリ

「au Market」から
iOS用専用アプリ

「App Store」から

「あんしんGPS」で検索してインストール
▶ ▶ ▶

※専用アプリの動作環境・対応端末につきましては、
auホームページをご確認ください。

http://www.au.kddi.com/mobile/product/digitallife/kys11/

初期設定をするときは、あんしんGPS本体の
電源を入れてください。

スマートフォンにダ
ウ ン ロ ー ド さ れ た

「あんしんGPS」を起
動します。

「次へ」を選びます。 利用モードを選択し
て「次へ」を選びます。
※「モード」については専用ア

プリ操作ガイド を参照。

あんしんGPS本体の設定
キーを２秒以上長押しし
て、下の画面表示（「管理者
モード」と表示）になった
ことを確認してください。

▶ ▶ ▶ ▶

1分程度

あんしんGPS本体の
電話番号を入力して

「次へ」を選びます。

スマートフォンのEメールアド
レスと任意のパスワードを入
力し、「登録」を選びます。
※iOS用の専用アプリでは電話番号の入

力も必要となります。

「次へ」を選びます。 「OK」を選ぶと初期
設定完了です。
※登録されたEメールアドレ

ス宛にメールが届きます。

http://www.au.kddi.com/mobile/product/digitallife/kys11/
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【STEP2】サービス利用登録
サービスを利用するには、あんしんGPSの管理者がWeb検索サービスの利用登録を行う必要があります。

サービス利用登録をするときは、あんしんGPS本体の電源が入っていて、電波の状態が圏外でないことを確認してください。

・初期設定（前ページ）が完了すると、登録したEメールアドレス宛に、利用登録完了メールが届きます。
・登録完了メールに記載されている以下のアドレスから「Web検索サービス」にアクセスしてください。

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/ 

《STEP2-1》Web 検索サービスサイトにアクセス

《管理者/メンバー選択画面》

管理者/メンバー選択画面が表示されます。
「管理者」を選択してください。

《ログイン画面》

サイトにアクセスすると、ログイン画面が表示されます。
「登録」を選択してください。

画面下部の「お問い合わせ」、「サイトのご利用にあたって」、「利用規約」を選択すると、そ
れぞれの詳しい内容をご覧いただけます。

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/
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《STEP2-2》 あんしんGPSの管理者情報の登録

《ご利用あんしんGPSの認証画面》 《ご利用あんしんGPSの認証画面（確認画面）》

あんしんGPS本体に管理者登録されていることを確認しま
す。専用アプリでの初期設定で登録した以下の情報を入力し
てください。

あんしんGPS端末の電話番号※

管理者の電話番号※（スマートフォンで登録した管理者の電話番号）

管理者のEメールアドレス

管理者のパスワード
※電話番号のハイフン（ー）は不要です。

入力しましたら「登録」を選択してください。

入力内容の確認画面が表示されます。
正しければ「確定」を選択してください。
※修正するときは「戻る」を選択してください。

入力確認のための認証画面が表示されます
※処理が完了するまで30秒〜 60秒ほどかかりますので、しばらくお待ちください。
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《STEP2-3》 サービスへのログインIDとパスワードの作成

《ID作成画面》 《パスワード作成画面》

Web検索サービスを利用するためのIDを作成します。
EメールアドレスがIDとなります。
※「利用登録完了」メールを送信しますので正しく入力してください。
入力しましたら「次へ」を選択してください。

「既にIDが存在します。」と表示されたときは…
作成済みのIDに、あんしんGPS本体を追加登録する場合に表示されます。
このIDに追加登録してよろしければ、Web検索サービスのパスワードを入力して「確定」を
選択してください。
前の画面に戻って入力しなおしたいときは「戻る」を選択してください。

メールフィルターの設定をあらかじめご確認ください
※「利用登録完了」メールは、「@augps.ezweb.ne.jp」のドメインメールからお送りします。
メールフィルターなどの設定で「@augps.ezweb.ne.jp」からのメールが受信できるよう
設定してください。

ログインパスワードを設定します。

設定可能な文字数 8 桁〜 12 桁

設定可能な文字種 半角英数字

確認のため、もう一度パスワードを入力します。
入力しましたら「登録」を選択してください。
※IDを修正するときは「戻る」を選択してください。

パスワードを作成すると、登録完了画面が表示されます
※「OK」を選択するとログイン画面が表示されます。
※「利用登録完了」メールが、IDとして設定したEメールアドレスに送付されます。
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【STEP3】メンバーの追加
管理者のほかに、Web検索サービスを利用する「メンバー」を追加することができます。

Web検索サービスへメンバーを追加するには、管理者（あらかじめ専用アプリをインストールしたauスマートフォン）で、あ
んしんGPS本体にメンバーを追加登録する必要があります。詳しくは専用アプリ操作ガイドを参照ください。

・利用登録完了メールに記載されている以下のアドレスから「Web検索サービス」にアクセスしてください。

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/ 

《STEP3-1》Web検索サービスサイトにアクセス

《管理者/メンバー選択画面》

管理者/メンバー選択画面が表示されます。
「メンバー」を選択してください。

《ログイン画面》

サイトにアクセスすると、ログイン画面が表示されます。
「登録」を選択してください。

画面下部の「お問い合わせ」、「サイトのご利用にあたって」、「利用規約」を選択すると、それ
ぞれの詳しい内容をご覧いただけます。

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/
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《STEP3-2》 メンバーの登録

《ご利用あんしんGPSの認証画面（確認画面）》

入力内容の確認画面が表示されます。
正しければ「確定」を選択してください。
※修正するときは「戻る」を選択してください。

入力確認のための認証画面が表示されます
※処理が完了するまで30秒〜 60秒ほどかかりますので、しばらくお待ちください。

※このあとは管理者と同様にログインIDの作成を行っ
てください。作成方法は「サービスへのログインIDと
パスワードの作成」（▶P.7）をご覧ください。

《ご利用あんしんGPSの認証画面》

あんしんGPS本体にメンバー登録されていることを確認し
ます。管理者が登録した以下のメンバー情報を入力してくだ
さい。

あんしんGPS端末の電話番号※

メンバーの電話番号※（スマートフォンで登録したメンバーの電話番号）

メンバーのEメールアドレス

メンバーのパスワード
※電話番号のハイフン（ー）は不要です。

入力しましたら「登録」を選択してください。
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【STEP4】Web検索サービスを使う
ログインIDとパスワードを入力して、Web検索サービスにログインします。

・登録完了メールに記載されている以下のアドレスから「Web検索サービス」にアクセスしてください。

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/ 

《STEP4-1》Web検索サービスサイトにアクセス

《ログイン画面》

サイトにアクセスすると、ログイン画面が表示されます。
IDとパスワードを入力し、「ログイン」を選択してください。
※パスワードを3回連続で間違えると、システムがロックされ、翌日の
午前0時までご利用いただけませんのでご注意ください。

ログイン画面でできること
・「※パスワードを忘れた方はこちら」を選択すると、パスワードの再発行ができます（▶P.17）。
・「登録」を選択すると、検索するあんしんGPS本体を追加できます（▶P.7）。

《Web検索サービスメイン画面》

ログインすると、Web検索サービスのメイン画面が表示され
ます。

一定時間操作をしないと…
・ログイン後に一定時間操作をしないとタイムアウトとなります。その場合は、再度ログイ

ンを行ってください。

https://au-gps.auone.jp/anshin-gps/


11

Web検索メイン画面の説明

あんしんGPS本体の検索結果の表示や、各種設定を行うことができる画面です。
※次ページの「あんしんGPS本体を検索する」とあわせてご覧ください。

:Web検索サービスからログアウトします。
:パスワードを変更します（▶P.15）。
:メニューを非表示にして地図のみを表示します。

地図を拡大や縮小、移動をしたときに元の表示に戻します。

あんしんGPS本体を測位した日時と、測位精度を3段階で表示します。

登 録 さ れ て い る あ ん
し んGPS本 体 の 名 称

（ニックネーム）が左側
に表示されています。
・1画面に最大10台の

あんしんGPS本体の
ニックネームが表示
されます（上部の数字
で画面を選択できま
す）。

:ニックネームを変更
します（▶P.16）。

:あんしんGPS本体の
詳細情報を表示しま
す（▶P.14）。

あんしんGPS本体ごと
の検索履歴日時です。
・1画 面 に 最 大10件 の

検索履歴が表示され
ます（上部の数字で画
面を選択できます）。

「 」を上下にスライ
ドすると、地図が拡
大/縮小します。

あんしんGPS本体の
位置を表示します。

お使いの機器や環境
によっては、地図上
の操作で、拡大や縮
小、移動をすること
ができます。

《検索結果の表示例》 お使いの機器や環境によっては、こちらを選択して地
図の拡大/縮小や移動をしてください。
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《STEP4-2》あんしんGPS本体を検索する

登録したあんしんGPS本体をWeb画面で検索します。

《検索結果の表示例》
あんしんGPS本体の名称（ニックネーム）から、検索したいあん
しんGPS本体を選んで「探す」を選択してください。
あんしんGPS本体の位置が「 」で表示されます。

ご利用状況により検索に時間がかかることがあります
※検索が完了するまで30秒〜 60秒ほどかかりますので、しばらくお待ちください。
※検索に失敗すると、検索前の状態（前回検索結果や検索履歴の表示画面）に戻ります。
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《STEP4-3》検索履歴を確認する

あんしんGPS本体の検索履歴を確認できます。

《検索履歴の表示例》
検索履歴を確認したいあんしんGPS本体を選んで、確認したい
日時を選択してください。検索履歴が表示されます。

あんしんGPS本体にごとに最大100件まで記録されます
※10件以前の検索履歴は、履歴上部の画面数字を選択して表示させます。
※100件を超えると、古い検索履歴から消去されます。
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《STEP4-4》あんしんGPS本体の情報を確認する

確認したいあんしんGPSを選んで、ニックネーム表示の「 」を選択すると、あんしんGPSの情報を確認できます。
情報表示画面を閉じるときは「 」を選択します。

以下のあんしんGPS本体の情報を確認できます。

あんしんGPS端末名
あんしんGPSの端末名（プロフィール名）です。
初期状態は「あんしんGPS」です。
管理者のauスマートフォンで変更した内容が表示されます。

あんしんGPS端末電話番号

あんしんGPSの電話番号です。

管理者またはメンバーの電話番号
「初期設定」で登録した管理者またはメンバーの、auスマートフォンの
電話番号が表示されます。

管理者またはメンバーのEメールアドレス
「初期設定」で登録した管理者またはメンバーの、Eメールアドレスが
表示されます。

管理者またはメンバーのパスワード（非表示）
「初期設定」で登録した管理者またはメンバーの、パスワードは非表示
となります。

Web検索利用可能なメンバー
あんしんGPSに登録された「メンバー」の名前が表示されます。
※管理者の場合のみ表示されます。

《あんしんGPS情報確認画面》
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《STEP4-5》 パスワードの変更

サービス利用登録時に作成したログインパスワードや、パスワード再発行時の仮パスワードは変更することができます。

ここで変更できるパスワードは、Web検索サービスのログイン用のパスワードです。専用アプリの「初期設定」で登録したパ
スワードは変更されません。

《パスワード変更画面》

変更後のパスワードを入力します。

設定可能な文字数 8 桁〜 12 桁

設定可能な文字種 半角英数字

確認のため、もう一度パスワードを入力します。
入力しましたら「設定」を選択してください。
※変更を取り消すときは「戻る」を選択してください。

パスワードを変更すると、設定完了画面が表示されます
※「OK」を選択するとWeb検索サービスメイン画面が表示されます。

《Web検索サービスメイン画面》

Web検索サービスメイン画面で「 」を選択します。
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《STEP4-6》 ニックネームの変更

あんしんGPS端末名（ニックネーム）を変更することができます。

変更したニックネームは、ご自分のIDでログインした、Web検索サービス画面にのみ反映されます。他のIDでログインした
画面のニックネームや、あんしんGPS情報確認画面の「あんしんGPS端末名」（プロフィール名）は変更されません。

《ニックネーム変更画面》

変更後のニックネームを入力します。

入力可能な文字数 全角 12 文字まで

入力しましたら「設定」を選択してください。
※変更を取り消すときは「戻る」を選択してください。

ニックネームを変更すると、設定完了画面が表示されます
※「OK」を選択するとWeb検索サービスメイン画面が表示されます。

《Web検索サービスメイン画面》

Web検索サービスメイン画面で、変更したいニックネーム
を選んで「 」を選択します。
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《STEP4-7》 パスワードの再発行

パスワードを忘れてしまった場合には、仮パスワードを発行することができます。

あんしんGPS本体の登録情報は、専用アプリをインストールしたauスマーフォンで確認してください。

《ログイン画面》 《パスワード再発行画面》

ログイン画面が表示されます。
「※パスワードを忘れた方はこちら」を選択してください。

メールフィルターの設定をあらかじめご確認ください
※仮パスワードが記載されたEメールを、「@augps.ezweb.ne.jp」のドメインメールから
お送りします。メールフィルターなどの設定で「@augps.ezweb.ne.jp」からのメールが
受信できるよう設定してください。

管理者が登録した以下のメンバー情報を入力してください。
・ID（Eメールアドレス）
・あんしんGPS本体の電話番号※

・管理者またはメンバーの電話番号※

・管理者またはメンバーのEメールアドレス
・管理者またはメンバーのパスワード

※電話番号のハイフン（ー）は不要です。

入力しましたら「登録」を選択してください。

登録が完了すると、パスワード再発行完了画面が表示されます
※「OK」を選択するとログイン画面が表示されます。
※仮パスワードが記載されたEメールが、IDとして設定したEメールアドレスに送付されます。
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《STEP4-7》 パスワードの再発行（つづき）

ログイン画面でIDと仮パスワードを入力すると、Web検索
サービスにログインできます。

仮パスワードは変更できます
Eメールで送信されてきた仮パスワードは、お好きな内容に変更することができます。変更
の方法は「パスワードの変更」（▶P.15）をご参照ください。
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《STEP4-8》 ログアウト

サービスご利用後は、ログアウトをしてください。

《ログアウト画面》

「はい」を選択するとログアウトし、ログイン画面が表示され
ます。
※「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。

《Web検索サービスメイン画面》

Web検索サービスメイン画面で「 」を選択します。
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よくあるご質問
ご質問 auケータイや、au以外のスマートフォンで利用するに

はどうすればいいですか？

答え

利用登録をお済みの管理者の方が、以下の操作をする
必要があります。
①管理者のauスマートフォンにインストールした専用

アプリで、お使いになりたいauケータイや、au以外
のスマートフォンをメンバーとして追加登録します。

②管理者がWeb検索サービスにアクセスして、メンバー
情報を登録します。

ご質問 利用にあたって、料金は発生しますか？

答え 利用料金は無料です。
あんしんGPSの基本料金のみでお使いいただけます。

ご質問 Web検索サービスの利用をやめるにはどうすればいい
ですか？

答え

管理者のauスマートフォンにインストールした専用ア
プリで「端末オールリセット」を行ってください。
※あんしんGPS本体のすべての設定を削除しますので、ス
マートフォンなどからの検索を続けてお使いになる場合
は、再度設定が必要です。

【操作手順】
管理者用メイン画面 設定 その他設定 端末オールリセット


	表示画面について
	免責事項について
	商標について
	Web検索サービスでできること
	はじめに
	サービスご利用の流れ
	【STEP1】初期設定
	【STEP2】サービス利用登録
	《STEP2-1》Web検索サービスサイトにアクセス
	《STEP2-2》 あんしんGPSの管理者情報の登録
	《STEP2-3》 サービスへのログインIDとパスワードの作成

	【STEP3】メンバーの追加
	《STEP3-1》Web検索サービスサイトにアクセス
	《STEP3-2》 メンバーの登録

	【STEP4】Web検索サービスを使う
	《STEP4-1》Web検索サービスサイトにアクセス
	Web検索メイン画面の説明

	《STEP4-2》あんしんGPS本体を検索する
	《STEP4-3》検索履歴を確認する
	《STEP4-4》あんしんGPS本体の情報を確認する
	《STEP4-5》 パスワードの変更
	《STEP4-6》 ニックネームの変更
	《STEP4-7》 パスワードの再発行
	《STEP4-8》 ログアウト

	よくあるご質問



