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（沖縄を除く地域） （沖縄）
上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。

トップメニュー・検索EZ auお客さまサポート お問い合わせ
メニュー構成については予告なく変更することがあります。

※ミルックからは、お問い合わせできません。他のau電話からおかけください。
　Inquiries cannot be made from Mi-Look.

お客さまセンター

KTF53WASZX- 0811SZ
2011年8月第1版

かんたんガイド
ご利用者用

※

※

※



ミルックを見てみましょう

キーロックキー （11ページ）

電波状況 強
 微弱
 圏外
電池残量 十分
 要充電
 残量なし
 充電中

＜側面部＞

日時

受話口

歩数 （4ページ）
緊急ブザースイッチ （12ページ）

音量／マナースイッチ 
（９、10ページ）

マイク

スピーカー

※ふさがないで
　ください。

※ふさがないで
　ください。

ご使用にあたっては、カバーやフタが
浮いていることのないように、完全に
閉じていることを確認してください。

●常温の水道水以外のものを、かけたり浸けたりしないでください。

ミルックは、生活防水性能 （IPX5、IPX7 相当） を備えています。

石けん・洗剤・
入浴剤

海水 プールの水温泉 熱湯 砂・泥

1 2

操作できる内容は各キーの
左側に表示されます。

操作キー
歩数を確認するとき （4ページ）や電話をかけるとき（7ページ）、
受けるとき （9ページ） などに使用します。

電源スイッチ　　スライドして電源を 「入」 にします。

本書に掲載のミルック／卓上ホルダの形状、画面表示等は、実際の製品とは異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。
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ミルックでできること 歩数計 歩数を確認

歩数計  
いつも一緒に
健康管理

もしもし
お母さん？

を押す

を押す

を押す本日※の歩数

今までの累積歩数

前回クリア操作時からの歩数

※午前0時から現在までの歩数を表示します。

を押すと、歩数を「0歩」にします。

電話  
いつでもどこでも
家族とつながる

緊急ブザー  
いざというときも
安心

12ページへ

7ページへ

3 4

4ページへ

・「本日の歩数」と「今までの累積歩数」はクリアされません。
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自宅にいるとき 卓上ホルダに取り付ける

充電に関する表示について

ランプが点灯
＜充電中＞

が表示

見守りセンサーがあなたの動きを24時間、感知します。
卓上ホルダにミルックを取り付けていると指定の時間帯に、
ご家族にお知らせします。

5 6

テレビ台

カウンター

テーブル

おすすめの置き場所
ベッドサイド

ドレッサー

タンス

卓上ホルダを、
あなたが日中過ごされる
お部屋全体を見渡せる、
腰の高さ（約70cm）の
場所※に置いてください。
※低い位置では見守りセンサーが、
　小動物などを誤感知します。

卓上ホルダ

見守りセンサー
布などで覆わないで
ください。

卓上ホルダに指定
のACアダプタ（別
売）を接続し、電源
プラグをコンセン
トに差し込みます。

指定のACアダプタ
（別売）

卓上ホルダ

図のようにミルックと卓上ホルダを合わせて、
“カチ”と音が鳴るまで取り付けます。
※ストラップを挟まないように取り付けてください。また、見守りセ
ンサーをストラップで覆わないようにしてください。

電池残量が　 、 　の場合はランプが赤く点滅しますので、充電してください。
充電開始時と終了時には、音が鳴ります。
※音量スイッチをマナーに合わせていても、充電開始時と終了時には音が鳴ります。
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　　　　／ 　　　 を押して、電話を
かけるのをやめることもできます。

電話  ご家族と話してみましょう 電話をかける

通話中に
を押すと、ハンズ
フリー通話を解
除できます。

電話をかけるときは
緊急機関に通報するには（ )

電話がかかります

ミルックを耳にあてずに通話（ハンズフリー通話）できます。
卓上ホルダにセットしているときは、携帯電話の画面の方を
向いて、顔を近づけて、大きな声でお話しください。　
通話中はマイク、スピーカーをふさがないでください。

7 8

を押す

を押す

を押す

を押す
※緊急通報以外に電話をかけられ
　る相手は、ここで表示される１件
　だけです。

周囲の雑音などでハンズフリー通話が
困難なときは

を押す

を押す

を押す

で通報先
を選ぶ

119 番（救急・消防）、110 番（警察）、
118 番（海上保安庁）に
電話をかけることができます。
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電話 外出するとき電話を受ける／切る 公共の場所

着信音が鳴らなくなります。電話がかかってきたときは、
ミルックの振動とランプの点滅でお知らせします。
マナーモード中は、ハンズフリー通話は解除されます。

周囲に迷惑がかかる場所では、電源を「切」にしましょう。

※「小」にスライドすると、着信音を小さな音に
　変更できます。

電話がかかってくると

自動的に通話が開始

お話が終わったら

　　　　を押して電話
に出ることもできます。

9 10

美術館

図書館

8秒後
電車・バス

を押す

公共の場所では、マナーモードにして使用しましょう。

音量／マナースイッチを

「マナー」 にスライドする

マナーモード

着信音が鳴りミルックが振動し、
ランプが点滅します。
出られなかった着信があると、
ランプが緑色に点滅します。
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外出するとき トラブル発生を知らせる
病院内／航空機内では
医療機器や精密機器などへの影響を防ぐため、電源を切りましょう。

電源スイッチを
「切」にスライドする。

カバンやポケットに
入れるときは

キーが誤って押されないよう
にロックしましょう。

※緊急ブザーが鳴っている最中でも、
119番／110番／118番へ電話を
かけることができます。

緊急ブザーを鳴らす
アドレス帳1～9の登録者あてに居場所を
知らせます。

緊急ブザーを止める

緊急ブザースイッチを
スライドして
元の位置に戻す

1211

キーロックキーを長く（1秒以上）押す
ロックを解除するときも、キーロックキーを
長く（1秒以上）押します。

キーロック
設定中

キーロックで
安心！

緊急ブザー用
ストラップを引く
スピーカーから大音量の
緊急ブザーが鳴ります。
耳を近づけないで
ください。

緊急ブザー用
ストラップ
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こんな画面が表示されたときは

13 14

出られなかった電話があります
電話の相手や日時を確認します。
最新の1件のみ表示されます。
          を押すと、元の画面に戻ります。

充電が必要です
卓上ホルダに取り付けて充電します（5ページ）。
充電が開始されると、元の画面に戻ります。

au IC カード（UIM）アクセスエラー
　 を押すとミルックがリセットされます。

・ 繰り返し同じ画面が表示される場合は、
auショップもしくはお客さまセンター（裏表紙）まで
ご連絡ください。

地震の揺れに備えてください
　　　 / 　　   を押して、お知らせ
内容を確認します。
最新の1件のみ表示されます。
　　    を押すと、元の画面に戻ります。

キーがロック（誤動作防止）されています
ロックを解除（11ページ）すると、
元の画面に戻ります。

電話が規制されています
電話がかかりにくくなっています。
しばらくたってからおかけ直しください。
          を押すと、元の画面に戻ります。

居場所を確認中です
ご家族があなたの居場所を確認しています。
確認が完了すると、元の画面に戻ります。

処理中
ご家族とのメールのやり取りや、その他の
処理をミルックが自動で行っています。
処理が完了すると、元の画面に戻ります。

ケータイアップデート
ケータイアップデートとは、ミルックの
ソフトウェアを更新する機能です。
更新が必要なときに、auから
お知らせを受信し、自動的に更新されます。
更新完了後、    を押すと、元の画面に戻ります。
    を押すと、157へ発信することができます。
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