
ユーザーマニュアル

あなたが必要とするものを見つけます
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オービットウォレット

オービットメガネ

軌道カード
軌道のキー

オービットスティックオン

軌道のパワーバンク

ORBITは何ですか？
Orbitは、使いやすい無料のアプリ（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トラッカーのファミリーです。すべてのための
軌道があります。

あなたの紛失したアイテムをすべて鳴らす。あなたの軌道が30m / 100ftの範囲内にある場合、軌道
アプリケーションの「検索」ボタンをタップすると、その軌道が鳴ります。あなたの携帯電話を紛失した
場合は、サイレントになっていても軌道上のボタンを押して電話を鳴らしてください！

あなたがグループ写真を望んでいるが写真を撮る人がいないときは、Orbitがあなたのためにある。ア
プリ内カメラを開き、電話機を定位置に置き、軌道上のボタンを押して
セルフをスナップする。

アプリをバックグラウンドで実行し続けると、軌道の位置が保存されます。あなたの軌道が範囲外で
ある場合は、最後に見た場所を地図で確認してください。あなたの軌道を探すために、そのエリアに向
かいます。

あなたの軌道が失われた場合、あなたは何をする必要がありますか？失われたものとしてマークし、ア
プリ経由でOrbit Netを有効にします。すべてのオービットアプリはあなたの失われた軌道を探してい
ます。誰かがあなたの軌道を通り過ぎると、その場所が通知されます。
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ORBIT APP
Download the Orbit App by heading to the App Store or Google play and download 
“ORBIT - Find your Keys, Find your Phone”.

アプリを開き、アプリが現在地を見つけることを許可します。アプリがあなたの軌道に接続するに
は、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。

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。

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。
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

あなたの軌道位置：
マップ上のマーカーは、あなたの
軌道がどこにあるか（または最後
に見られたか）を示します。

電池：
あなたの軌道がどれだけの
費用を残しているかを示し
ます

軌道接続：
緑色のバーは、あなたの軌道接
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

より多くのオプション：
選択された軌道に特有のすべ
ての設定がここにあります。例
えば。軌道名、分離アラーム、
軌道の削除/切断

新しい軌道を追加する：
‘（+）’アイコンをタップして新し
い軌道を追加します。あなたの
軌道を追跡するためにあなた
の軌道の名前を変更すること
を確認してください。

軌道を見つける：
軌道のリングを作るには、画面
の下部にある[軌道を検索]ボ
タンをタップします。

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 4.4以上
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あなたのORBITを接続する方法

あなたのORBITの名前を変更する方法

アカウントを作成した後、追加する軌道製品を
選択するよう求められます。追加するプロンプト
に従います。

最初にあなたの軌道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。アカウントを
作成するように求められます

デバイスリストの[その他のオプション]（3ドッ
ト）をタップすると、新しい画面が表示されま
す。

あなたの軌道の名前を変更するには、編集
アイコンをタップします。ここでは、選択した
軌道に固有のすべての設定を調整すること
もできます。

あなたの軌道製品を選択すると、新しい画面が
表示され、軌道を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

Back

Choose your Orbit

Orbit Key Finder

Orbit Wallet

Orbit Stick-On

Orbit Glasses

Orbit Card

Orbit PowerBank

Buy an Orbit

>

>

>

>

>

>

Firmware: 4.3.1

SEPERATION ALARM

SAFE ZONE

ALARM1>ORBIT SOUND

DELETE THIS ORBIT

Back

Back

Add an Orbit
For first time activation,

press and hold the button on
your Orbit for 5 seconds

until you hear a beep

Continue



My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

ORBITデバイスを削除する方法

複数のORBITを追加する方法
どちらの名前を追跡するか（[その他のオプショ
ン]セクションで）名前を変更します。これは、お
使いのデバイスを検索するときに役立ちます。あ
なたのデバイスリストで見つけたい軌道を選択し
てください。

アプリケーションから軌道を削除したい場合は、[その他のオプション]（3ドット）アイコンをタップしま
す。このセクションでは、この軌道を削除します。赤いアイコンをタップすると削除されます。
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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

新しいオービットを追加するには、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
い軌道製品を選択するよう求められます。



あなたのORBITを探す

あなたの電話を探す

すべてのオービット製品はほぼ同じに動作し、すべて同じアプリで接続することができます。ホーム画面
の下部にある「FIND ORBIT」ボタンをタップします。範囲内であればあなたの軌道が鳴ります。リング
がない場合は、軌道の最後の既知の位置を示す通知が表示されます。

軌道上のボタンを2回押すと、電話が鳴り、範囲内にある場合は点滅します。電話が鳴らない場合、電話
は範囲外です。
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SELFIEを取る
右上のカメラアイコンをタップします。携帯電話をどこに置いても構いません。ショットに入り、バッテリ
ーボタンをクリックして写真を撮ります。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。
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My Wallet 
23 Curlewis St, Bondi

Add a new ORBIT

より多くのオプション

分離アラーム

安全地帯

軌道音

この軌道を削除する

充電リマインダー

設定

その他のオプションボタン（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。

セパレーションアラームをオンにすると、デバイスが
100フィート/ 30メーターの半径から脱出してアイ
テムを忘れたことを通知すると、軌道と携帯電話の両
方が鳴ります。

セーフゾーン機能がオンになっている場合、WiFiに接
続しているときには分離アラームは機能しません。こ
の機能は、家の周りにいるときに最適です。

‘Find Orbit’をタップすると、あなたの軌道が鳴りま
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。

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。

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（ウォレッ
トのバッテリーが30％以下の場合）、Orbit Wallet
に請求するように通知する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

あなたの軌道のアカウント

着メロ

電話アラート

マニュアル

助けて

ログアウト

アプリのバージョン

アプリの設定

最初の軌道を購入すると、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。 ‘Change Password’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。

そこから選択する15以上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。異
なる軌道に異なる着信音を選択します。

これらの設定は、あなたの軌道を使って電話を見つ
けるときにのみ、電話のアラートに影響します。音、振
動、懐中電灯の警告をすべてオン/オフできます。軌道
の着信音の設定は、[その他のオプション]メニューで
変更できます。

「Manual」をタップすると、このマニュアルが表示さ
れます。 Orbit製品とOrbitアプリに関するすべての情
報はここにあります。

「ヘルプ」セクションには、プライバシーポリシーと利
用規約が含まれています。このマニュアルもここにあり
ます。

「ログアウト」ボタンをタップすると、あなたの軌道の
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。

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とは何ですか？

ORBIT NETの使い方

オービットネットは、あなたの失われた軌道を常に見守っているコミュニティベースの匿名検索システ
ムです。あなたの軌道が失われた場合、あなたは何をする必要がありますか？オービットネットを有効
にして、あなたの軌道に乗って誰か（オービットアプリをインストールした人）が歩いているときに、あ
なたのアイテムが地図上のどこにあるかの位置更新を受け取ります。軌道アプリケーションを使用し
て、あなたをその場所に誘導し、欠落している軌道を検索します。あなたのオービットが発見される可
能性を高めるアプリをダウンロードするためにあなたの友人を招待します（Orbitネットの一部になる
ためにオービットを持つ必要はありません）。

オービットアプリケーションがあなたの軌道を検出しないとき、「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。 ‘CONFIRM’をタップすると、Orbitは失
われたとマークされ、Orbit Netが有効になります。軌道のコミュニティ全体があなたの失われた軌道
を探しています。

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

Notify if found

9

Notify if found



ORBITキー
Orbit Keys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。陽極処理されたアルミニ
ウムから美しく作り出された、それ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種類の美しい色があります。

あなたのキーを見つける：
ブルートゥースレンジ（30m100ft）にいるときは、軌道アプリケーションの「軌道を検索」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、軌
道アプリケーションは地図上にキーの最後の既知の位置を表示します。その場所に行き、不足している軌
道を探します。範囲内に戻ると、あなたの軌道が鳴ります。

あなたの電話を探す：
あなたの携帯電話を見つけるには、あなたの軌道の側面にあるボタンを押してください。範囲内であれ
ば、あなたの電話は無音で鳴ります！

SELFIEを取る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。ステップバイステップと軌道のボタンを押して、完璧な
セルフまたはグループショットをスナップします。

BLACK GUN METALGOLD

AZURE EMERALD GREEN SUNSET 
ORANGE

SILVER DARK STORMROSE GOLD

SHOCKING PINK VIOLET CANDY 
RED
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ORBITキー

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 2倍バッテリー
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、軌道を2
つのバッテリー開口
ツールの間に入れ
ます。

あなたの検索
電話

あなたの検索
キー

分離
警報

セルフリー
リモート

最後に見た
場所

最大6ヶ月
バッテリー寿命

交換可能
電池

ビルトイン
ラウドスピーカー

水
耐性

オービットネット
群集所見

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。

3.軌道を開き、古いバ
ッテリーを内部から取
り外します。

4.（+）記号が下になる
ように新しいバッテリ
ーを置きます。

5.上下のOrbitシェルを一
緒に押します。オービット
をオープニングツールの
間に置きます。時計回りに
回して軌道を閉じます。

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 軌道ボタン



ORBIT WALLET

あなたのウォールを探す：
（30m100ft）、Orbit App上の “Find Orbit”ボタンを押してください。あなたのオービットは内蔵スピ
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、軌道アプリケーションは地図上にあなたのパ
ワーバンクの最後の既知の位置を表示します。その場所に行き、不足している軌道を探します。範囲内に
戻ると、あなたの軌道が鳴ります。

あなたの電話を探す：
あなたの電話を見つけるには、軌道上のボタンを押してください。範囲内であれば、あなたの電話は無音
で鳴ります！

SELFIEを取る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。あなたの軌道のウォレットのボタンを押して、完璧なセ
ルフまたはグループショットをスナップしてください。

BLACK BROWN NAVY

100％本革製で、2500mAhの充電式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、外出先で充電しておくことができます。何よりも、あなたの軌道用財布の充電を忘れることはもう
ありません。自宅に到着して電池の残量が少なくなっている場合、携帯電話から充電が通知されます。ま
た、オービットウォレットには、革製のユニークな紙幣スロット、4つのRFIDブロッキングカードスロット、
レシートスロットが装備されています。折りたたみエッジと古典的なシンプルなデザインで仕上げられたこ
のスリムなラインのレザーウォレットは、あなたのポケットに簡単に収まります。
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ORBIT WALLET

あなたの軌道財布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
ータまたはウォールチャージャー）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 Walletで携帯電話を充電すること
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。

マイクロUSBケーブル

iPhoneアダプタ（Micro-USB
経由で接続）

バッテリーボタン（起動、セルフマ
ネー、電話の検索に使用）

LEDバッテリー寿命インジケーター
（1 =ロー、4 =フル）

バッテリーを充電するためのUSBケーブル

ORBIT Wallet ライトニングアダプター

バッテリーの充電

あなたの検索
財布

最後に見たのは
ロケーション

電荷
リマインダ

充電式
2500mAhバッテ
リー

マイクロ
USB＆iPhoneア
ダプタ

特徴

含まれるもの

セルフリー
リモート

あなたの検索
電話

分離
警報

ビルトイン
ラウドスピーカー

オービットネット
群集所見



ORBIT GLASSES
眼鏡の軌道は世界最小のBluetoothトラッカーです。あなたの眼鏡の腕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。眼鏡の軌道は4mmのアーム（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：
ブルートゥースレンジ（30m100ft）にいるときは、軌道アプリケーションの「軌道を検索」ボタンを押しま
す。あなたのオービット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、軌道アプリ
ケーションは地図上に最後に知られている眼鏡の位置を表示します。その場所に行き、不足している軌道
を探します。範囲内に戻ると、あなたの軌道が鳴ります。

*あなたの携帯電話を検索し、オービットメガネでは利用できないセルフサービスを利用する



15

ORBIT GLASSES

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。充電
器を取り外すと、もう1か月は行く準備が整いました。

*オービットメガネを取り外して充電する必要はありません

ORBIT Glasses 充電ケーブル 接着ストリップ

あなたの検索
眼鏡

分離
警報

最後に見たのは
ロケーション

1ヶ月まで
バッテリー寿命

充電式
電池

ビルトイン
スピーカー オービットネット

群集所見

バッテリーの充電

特徴

含まれるもの



ORBIT CARD
Orbit Card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トラッカーに
なっています。あなたのクレジットカードの間であなたの財布にそれをスリップし、再びあなたの財布を失
うことはありません。 Orbit Cardには、あなたの電話を見つけてセルフリーを遠隔操作するためのボタン
があります。内蔵充電式電池は最大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。

あなたのウォールを探す：
ブルートゥースレンジ（30m100ft）にいるときは、軌道アプリケーションの「軌道を検索」ボタンを押しま
す。あなたのオービット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、軌道アプリ
ケーションは地図上に最後に知られているウォレットの場所を表示します。その場所に行き、不足してい
る軌道を探します。範囲内に戻ると、あなたの軌道が鳴ります。

あなたの電話を探す：
あなたの電話を見つけるには、軌道上のボタンを押してください。範囲内であれば、あなたの電話は無音
で鳴ります！

SELFIEを取る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。あなたの軌道のボタンを押して、完璧なセルフまたはグ
ループショットをスナップしてください。
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ORBIT CARD

ORBIT Card 充電ケーブル

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。あなたのカードを取り除くと、もう3ヶ月
は行く準備が整いました。

LED
インジケータ

軌道
ボタン充電ドック findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

最大3ヶ月
バッテリー寿命

充電式
電池

水
耐性

findorbit.com

FIND YOUR WALLET

FIND YOUR PHONE

TAKE A SELFIE

バッテリーの充電

特徴

含まれるもの

あなたの検索
財布

最後に見たのは
ロケーション

セルフリー
リモート

あなたの検索
電話

分離
警報

ビルトイン
ラウドスピーカー

オービットネット
群集所見



ORBIT STICK-ON
それをつけて、見つけてください！ Orbit Stick-Onは、あなたが失うことができない貴重なアイテムに最
適です。何かにこだわって！リモコン、ラップトップ、その他何か。キーリングの添付も含まれています。これ
は、Orbit Stick-Onで見つけられるもののリストに追加されます。鍵リングのアタッチメントをバックパッ
ク、荷物、計器用バッグに接続します。 Orbit Stick-Onを使用すると、電話を鳴らして遠隔操作すること
もできます。バッテリーは、交換する前に1年まで使用できます。スペアバッテリーが付属しています。

それを告げる、それを知る：
ブルートゥースレンジ（30m100ft）にいるときは、軌道アプリケーションの「軌道を検索」ボタンを押しま
す。あなたのオービット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、軌道アプリ
ケーションは、失われたアイテムの最後の既知の位置を地図上に表示します。その場所に行き、不足して
いる軌道を探します。範囲内に戻ると、あなたの軌道が鳴ります。

あなたの電話を探す：
あなたの電話を見つけるには、軌道上のボタンを押してください。範囲内であれば、あなたの電話は無音
で鳴ります！

SELFIEを取る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。あなたの軌道のボタンを押して、完璧なセルフまたはグ
ループショットをスナップしてください。

BLACK SILVER
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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

スピーカー軌道ボタン

あなたの検索
電話

あなたの検索
軌道

分離
警報

セルフリー
リモート

最後に見た
のは
ロケーション

ビルトイン
スピーカー

オービットネット
群集所見



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、内蔵軌道でそ
れを見つけることができます。あなたはOrbit Powerbankを使用して電話を鳴らして、それを見つけた
り、セルフリーを遠隔で鳴らすことができます。何よりも、Powerbankの充電を忘れることはありません！
自宅に到着し、パワーバンクの電力が低くなっている場合、携帯電話は充電を知らせるでしょう。 4色の美
しい色があります。

あなたのパワーバンクを見つけてください：
ブルートゥースレンジ（30m100ft）にいるときは、軌道アプリケーションの「軌道を検索」ボタンを押しま
す。あなたのオービット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、軌道アプリ
ケーションは地図上にあなたのパワーバンクの最後の既知の位置を表示します。その場所に行き、不足し
ている軌道を探します。範囲内に戻ると、あなたの軌道が鳴ります。

あなたの電話を探す：
あなたの電話を見つけるには、軌道上のボタンを押してください。範囲内であれば、あなたの電話は無音
で鳴ります！

SELFIEを取る：
アプリ内カメラを開き、写真用に準備を整えます。あなたの軌道のボタンを押して、完璧なセルフまたはグ
ループショットをスナップしてください。

BLACK SILVER DARK STORMROSE GOLD

ORBIT POWERBANK
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ORBIT POWERBANK

ORBIT Powerbank 充電ケーブル

軌道ボタン

正面図 上面図

USBポート

LEDインジケータ

マイクロUSB

あなたの軌道パワーバンクでバッテ
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ウォ
ールチャージャー）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で携帯電話を
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。

あなたの検索
電話

あなたの検索
軌道

分離
警報

セルフリー
リモート

最後に見た
のは
ロケーション

電荷
リマインダ 充電式

電池

ビルトイン
スピーカー

オービットネット
群集所見

含まれるもの

バッテリーのチャージ

特徴



サポート
私の電話はOrbitと互換性がありますか？
Orbitでは、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をオンにして、携帯電話のバッテリ消費を最小限に抑えまし
た）。軌道はiPhone 5以降で動作します。 Android 4.4以降。 Bluetooth 4.0以降が必要です。

私の電話やタブレットにペアリングできるOrbitデバイスの数はいくつですか？
Apple iOSデバイスは、一度に最大6つのOrbitデバイスをペアに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の間でどこでもペア設定ができ
ます。

保証手続き
あなたの軌道に問題がある場合は、help@hbutler.coまでお気軽に電子メールを送ってください。チ
ームメンバーは、製品に関する問題を解決するのに役立ちます。

返品方針と保証
ORBITには6ヶ月の限定保証が付いています。詳細については、www.hbutler.coをご覧ください。
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、お近くの電子機器廃棄物管理当局また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。

詳細については、findorbit.com/helpをご覧ください。

重要な安全上の警告

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、重傷を負う可能性があります。

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。

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.


