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はじめに 
l 本書はタピアポケットアプリの使⽤⽅法マニュアルです。 
l 本マニュアルに記載されていないご利⽤中の端末の機能については、端末のメーカーが提供している

マニュアル等をご覧ください。 
l 本マニュアルの操作で使⽤している画⾯は iOS アプリです。 
l 本マニュアルの説明で使⽤しているアプリ画⾯に含まれる画像は実際の⾒え⽅とは異なる場合があり

ます。 

アプリ名称 
タピアポケット 
 

必須環境 
インターネット環境 
タピア本体 
 

対応 OS 
iOS︓10.0 以降。iPhone、iPad、および iPod touch に対応 
Android OS︓6.0 以上 
※お使いのスマートフォン・タブレットにより使⽤できない場合もあります。 
 

注意事項 
※ご使⽤前に対応機種や環境を必ずご確認ください。 
※⾮対応機種や⾮対応環境の場合は正常に機能をご利⽤いただけません。 
※タピアの各機能をご利⽤いただくためには、タピア本体との接続が必要です。 
※タピアをご利⽤いただくためには、安定的にインターネットに接続できる環境が必要です。 
※同時に複数機器を１つの Wi-Fi で使⽤した場合、モニター表⽰にタイムラグが⽣じる場合があります。 
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ユーザー別機能権限 

みまもりユーザーの権限 
端末 機能 詳細 
タピア リンク設定 タピア本体とアプリをリンクする 

最⼤ 10 件登録可能（タピア本体にリンクできるユーザー数） 
電話帳 ビデオ通話の発着信 

最⼤ 3 件登録可能なワンタッチコール設定（ビデオ通話の発信） 
アプリ タピアリンク タピア本体とアプリをリンクする 

タピアアルバム タピア本体または⾒守りカメラで撮影した写真の閲覧・保存 
タピアでんわ リンクしたタピアとの発着信。通話時のタピアの上下左右操作 

⾃動通話着信設定 ON の場合、15 秒の着信後⾃動で通話開始 
⾒守りカメラ タピア本体のカメラを通して室内の⾒守り・写真の撮影 
タピアといっしょ 健康チェックの結果など、利⽤者とタピアの交流履歴（⼀週間）の

閲覧 
予定表 アプリからタピア本体への予定の登録 
メッセージ メッセージの送信 

 

おはなしユーザーの権限 
端末 機能 詳細 
タピア リンク設定 タピア本体とアプリをリンクする 

最⼤ 20 件登録可能（タピア本体にリンクできるユーザー数） 
おはなしユーザー登録数は、20-みまもりユーザー数 
例）みまもりユーザーが 5 件登録済の場合、残り 15 件登録可能 

電話帳 ビデオ通話の発着信 
アプリ タピアリンク タピア本体とアプリをリンクする 

タピアでんわ リンクしたタピアとの発着信 
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画⾯ 各種名称 

 

タピア情報 
①リンクしているタピアのニックネーム 
②ステータス表⽰ 
 a.予定表（直近の予定 
 b.タピアといっしょ（直近の履歴 
③みまもり/おはなしユーザー 
④ショートカット表⽰ 
 a.タピアでんわ 
 b.みまもりカメラ 
 c.健康チェック 
各種機能 
⑤タピアでんわ 
⑥タピアアルバム 
⑦みまもりカメラ 
⑧タピアといっしょ 
⑨予定表 
⑩メッセージ 
⑪タピアリンク 
 ー QR認証 
 ー シリアル番号認証 
メニュー 
⑫新規カレンダー追加 
⑬タピア⼀覧の設定 
 ー ショートカットの変更 
 ー ステータス表⽰の変更 
 ー ⑬タピア情報の編集 
 ー リンクの削除 
⑭アイコン 
⑮タピア⼀覧（ホーム画⾯） 
⑯設定（アカウント変更など） 

 
ユーザーの種類によって、 
アプリで表⽰できる（利⽤できる）機能が異なります。 
ケロさん…おはなしユーザー 
ちぃちゃん…みまもりユーザー 
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アプリストアからダウンロードする 
App Store または Google Play Store より、 「タピアポケット」をダウンロードします。 
 

 

  
 

App Store Google Play 

 
 

【ご注意】 

「タピアあぷり」「タピアプレス」は⾮対象です。 
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初回設定 
通知を許可 

 

通知を許可します。 

ログイン画⾯ 

 

アカウント登録を選択します。 

ようこそ 

 

次へを選択します。 

利⽤規約 

 

利⽤規約を最後まで読み、スクロールすると同意するボタン
が選択できるようになります。 
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新規登録 

 

ユーザーIDなどを設定します。 
【ポイント】 
ニックネームは、タピアの電話帳に表⽰される名前です。タピ
アご利⽤者にわかりやすいお名前にしましょう。 
 
【ご注意】 
ユーザーID を忘れると再発⾏できません。 
ユーザーID と秘密の⾔葉は、忘れない様にメモのご⽤意を
お願いします。 
 
すべての設定が完了したら右上の登録を選択します。 
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リンクの設定 
タピア本体とアプリを接続します。 各機能をご利⽤いただくためには、タピア本体との接続が必要です。 
 

対⾯認証でリンクをする 
【準備する】 
リンクするタピアを準備し、「リンク設定」を開いてください。 
 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧にある「＋」を押します。 

タピアリンク 

 

タピアがお⼿元にある場合は「対⾯認証」を選択します。 

対⾯認証 

 

⼿順にしたがって「対⾯認証」を押します。 
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カメラの許可 

 

QR コードを読み込むために、カメラへのアクセスを許可しま
す。 
許可した後、タピアに表⽰されている QR コードを読み込み
ます。 

リンクの完了 

 

リンク設定が完了すると、タピア⼀覧にリンクしたタピアが表⽰
されます。 
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シリアル認証でリンクをする 
【準備する】 
l リンクするタピアを準備し、「リンク設定」を開いてください。「シリアル番号認証を受け付ける」を ON に

してください。 
l シリアル番号は、《タピア本体 メニュー＞設定＞製品情報》 SE から始まる 16桁の番号を⼊⼒し

ます。 
l シリアル番号認証が完了したら、OFF にすることをおすすめします。 
 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧にある「＋」を押します。 

タピアリンク 

 

「シリアル番号認証」を選択します。 

シリアル 
番号認証 

 

⼊⼒欄にシリアル番号を⼊⼒します。 
⼊⼒後、「登録」を押します。 
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リクエスト送信 

 

リンクのリクエスト送信が完了しました。 

リクエスト中 

 

相⼿が許可していない場合、タピア⼀覧でリクエスト中と表
⽰されます。 

リクエスト 
許可 

 

リクエストが許可されると、タピア⼀覧に表⽰されるようになり
ます。 

【ご注意】 
⼊⼒間違い 

 

シリアル番号を間違えると「シリアル番号が⾒つかりませんで
した」と表⽰されます。 
戻るを押して、再度⼊⼒してください。 
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タピアでんわ（ビデオ通話） 
離れた家族や友⼈のタピアへビデオ通話を発信することができます。 
l ⾃動通話着信（約 15 秒発信した後、⾃動で通話を開始する機能）を利⽤したい場合、事前に

タピアで設定をします。《タピア本体 メニュー＞設定＞通信設定＞⾃動通話許可》 
 

アプリから発信する 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧の機能タブ左から 1 つ⽬ 
ビデオ通話ボタンを押します。 

発信中 

 

発信中になります。 
発信を中⽌したい場合は、⾚い通話終了ボタンを押しま
す。 

通話中 

 

通話中は端末を横にし
てください。 
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通話を終了する 
通話を終了する 

 

右下の⾚い通話終了
ボタンを押します。 

 

アプリで着信する 
着信中 

 

応答ボタンを押して通話を開始します。 
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通話中にタピアの向きを変更する 
みまもりユーザーの場合、通話中にタピアの向きを変更することができます。 
通話中 

 

タピアの上下左右の向
きをボタンで変更できま
す。左上の⽮印のつい
たアイコンを押します。 

通話中にタピアを
上下左右に動か
す 

 

オレンジ⾊に変わり、画
⾯左下の⼗字ボタンで
向きを変更します。 
 
終了する時は左上のオ
レンジ⾊の⽮印のつい
たアイコンを押します。 
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タピアアルバム 
タピア本体で撮影した写真および、⾒守りカメラで撮影した写真の表⽰、保存ができます。 
 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧の機能タブ左から２つ⽬ 
アルバムボタンを押します。 

アルバム選択 

 

タピア本体で撮影した写真 
みまもりカメラ機能で撮影した写真 
それぞれ写真の表⽰・保存できます。 
 
アルバムのサムネイルや枚数は、表⽰後に更新されます。 

写真⼀覧 

 

写真は⽇付毎に表⽰されます。 
※⾒守りで撮影した写真の削除はできません。 
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保存する 

 

保存したい写真を選択すると、画像の操作が表⽰されま
す。「ダウンロード」を選択して、写真を保存します。 
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⾒守りカメラ 
外出先からタピアを操作して、室内の確認、また写真を撮ることができます。 
タピアを置いている環境の映像・⾳声が確認できます。 
アプリからタピアを通して声をかけることはできません。 
 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧の機能タブ左から 3 つ⽬ 
⾒守りボタンを押します。 

⾒守りカメラ 

 

⼗字キーを押して、タピアを上下左右に操作します。 

⾒守り撮影 

 

⼗字キーの中央にあるカメラボタンを押すと写真の撮影がで
きます。撮影した写真はタピアアルバムで表⽰できます。 

  



株式会社 MJI 19 

タピアといっしょ（交流履歴の表⽰） 
タピア本体を使⽤するユーザーとタピアの交流履歴(⽇付および交流の種類)を⼀定期間表⽰します。ユ
ーザーのプライバシーにも配慮した、間接的なみまもりができます。 
 
交流履歴の表⽰項⽬ 
l タピアスタート…タピアの画⾯を押した時間 
l 健康状態…タピアで回答した結果 「よい」「ふつう」「わるい」「反応なし」「機能 OFF」 
l 通話開始/通話終了…タピアでんわ（ビデオ通話）の時間 
l 会話開始/会話終了…タピアと会話した時間 
 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧の機能タブ左から 4 つ⽬ 
タピアといっしょボタンを押します。 

タピアといっしょ 

 

直近⼀週間のタピアとの交流履歴が表⽰できます。 
横に無地の⽩いマークが表⽰されている⽇は、交流履歴が
ありません。 
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タピアといっしょ 

 

右上にある時計ボタンを押すと、直近 2 ヶ⽉分の交流履歴
の表⽰・保存ができます。 

 

 

表⽰・保存したい⽉を選択します。 

 

 

⼀ヶ⽉分の交流履歴が表⽰されます。 
右上にある共有ボタンを押します。 

ファイルの共有 

 

「ファイルを送信する」を押すと、Airdropやメールなどが表
⽰されますのでお使いのアプリを選択して共有します。 
ファイルは csv形式です。 
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予定表 
アプリからタピアへ予定表の追加ができます。 
例「市役所へおでかけ」「訪問看護師さんの時間」など、お使いの⽅が予定表を操作しなくても、ご家族が
追加・編集し、時間になったらタピアがお知らせします。 
l 予定表の通知時間は初期設定で 3分間です。 
l 《タピア本体 メニュー＞設定＞機能設定＞スケジュール設定》 １分〜10分で変更できます。 
 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧の機能タブ左から 5 つ⽬ 
予定表ボタンを押します。 
右上のカレンダーマークからも予定の追加ができます。 

カレンダー表⽰ 

 

カレンダーが表⽰されます。 
左右の⽮印を選択すると前後の⽉が表⽰されます。 
 
四⾓い緑⾊の⽇…当⽇ 
右上に丸い緑⾊のある⽇…予定がある⽇ 
 
カレンダーの⽇付を選択します。 

予定⼀覧 

 

⽉別で登録している予定の⼀覧がリスト上で表⽰されます。 
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予定（薬・⽬覚まし・その他）を追加する 
カレンダー表⽰ 

 

予定を追加したい場合、右上の＋ボタンを押します。 

予定の追加 

 

タピアでお知らせする際に、ご利⽤者様にわかりやすい内容
で⼊⼒します。 
 
タイトル…タピアの画⾯上に表⽰する内容 
⽇時…通知したい⽇時 
繰り返し…「⼀回」「毎⽇」「毎週」「毎⽉」 
カテゴリ…「薬」「⽬覚まし」「その他」 
その他を選択すると、タイトルに⼊⼒した⾔葉を通知時にタ
ピアが読み上げます。 
 
⼊⼒が完了したら、登録を押します。 

予定表⼀覧 

 

登録が完了したら予定表に表⽰されます。 
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追加した予定を変更する 
予定表⼀覧 

 

変更したい予定を⼀覧から選択します。 

予定の変更 

 

右上の編集マークを押します。 

予定の変更を登
録する 

 

変更したい項⽬を選択します。 
変更した後、右上の登録を押します。 
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予定を削除する 
予定表⼀覧 

 

削除したい予定を⼀覧から選択します。 

予定の削除 

 

右上のゴミ箱マークを押します。 

削除の確認 

 

削除する場合は「削除」を選択します。 
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メッセージ 
アプリからタピアへメールのようにメッセージを送信。メッセージの内容は、タピアの声で読み上げます。⽇常
の伝⾔やお祝いなど、気持ちを⾔葉で届けましょう。 
l タピア上の表⽰件数︓最新 50 件まで/1 ユーザー 
l タピア上の保護件数︓49件まで/1 ユーザー  
 
タピア⼀覧 

 

タピア⼀覧の機能タブ左から 6 つ⽬ 
メッセージボタンを押します。 

メッセージ⼀覧 

 

右上の新規作成ボタンを押します。 

メッセージの送信 

 

件名と本⽂を⼊⼒します。 
⼊⼒が完了したら、右上の送信ボタンを押します。 
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メッセージ⼀覧 

 

メッセージの⼀覧に送信したメッセージが表⽰されます。 
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タピア⼀覧設定 
タピア⼀覧の表⽰設定ができます。よく使う機能を設定しておくと便利です。 
 

タピア⼀覧 

 

右上の設定ボタンを押します。 

タピア⼀覧設定 

 

ショートカットの設定、ステータス表⽰の設定ができます。 

 

 

 

ショートカットの変更をする 
ショートカット設定 

 

タピアでんわ・⾒守りカメラ・健康チェック（結果表⽰）から、
よく使う機能を選択します。 
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ステータスの変更をする 
ステータスの表⽰ 

 

予定表・タピアといっしょから選択します。直近の項⽬が表⽰
されます。 

 

リンクしているタピアの表⽰情報を変更する 
タピア情報の編集 

 

アイコンやニックネームを変更することができます。複数台のタ
ピアをリンクしている場合、識別するために便利な機能です。 

 

タピアとのリンクを削除する 
リンクの削除 

 

アプリからリンクの削除ができます。削除したいタピアを選択
し、右上の削除ボタンを押します。 
⼀度削除した場合、再度リンクをする必要がありますのでご
注意ください。 
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設定 
設定 

 

タピアポケットアプリの各種設定・お問い合わせはこちらをご
参照ください。 
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よくあるご質問 

よくあるご質問 
こんなときは ご確認ください 

【リンク設定】 

リンク設定ができない 

タピアリンクができない 

リンク設定の QR コードが

読めない 

シリアル認証が出ない

（電話番号認証と表⽰さ

れる） 

お使いのスマートフォン・タブレット端末にダウンロードしたアプリが「タピアポケット」かご確認

ください。 

※「タピアあぷり」「タピアプレス」は⾮対象です。 

【電話帳】 

ビデオ通話時に相⼿の⾳

声が聞き取りづらい 

アプリ側の⾳声が聞き取り

づらい 

スマホ・タブレットにマイク付イヤホンを挿してビデオ通話をご利⽤いただくと、タピアご利⽤

者様に⾳声が聞き取りやすくなります。 

 

【リンク設定】 

タピアを利⽤する場所と離

れて暮らしています。スマホ

でリンクする⽅法はあります

か︖ 

はい、シリアル認証ご利⽤いただくことで、遠⽅でもタピアとお使いのスマホ・タブレット端末

をリンクすることができます。 

タピアポケットアプリ「タピア

⼀覧」のリンクしたタピアの

タブに、みまもりカメラ・タピ

アといっしょ・メッセージのボ

タンが表⽰されません。タピ

アでんわのボタンしか表⽰

されません。 

「おはなしユーザー」でタピアリンクをしていませんか︖ 

みまもりカメラ・タピアといっしょ等の機能を使いたい場合「みまもりユーザー」でリンクをして

ください。 

おはなしユーザーでリンクしていたら、 

a.タピア＞電話帳 リンクしているユーザーを削除する 

b.アプリ＞タピア⼀覧の設定＞リンクの削除 

いずれかでリンクを削除した後、「みまもりユーザー」で再度タピアリンクをしてください。 
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タピアポケットアプリについて 
こんなときは ご確認ください 

ログイン ID を忘れた 再発⾏はできません。忘れた場合はアカウント登録をやり直した後、再度アプリのリンクを

してください。ログイン IDは忘れないようにメモをしておいてください。 

タピアでんわで⾳声は聞こ

えるが画⾯が真っ暗になっ

ている 

① ⼀度でんわを切断して、再度かけなおしてお使いください。 

② 他のネットワークに接続してみてください。 

※お使いのスマートフォン・タブレット、またご使⽤の WiFi により使⽤できない場合もあり

ます。 

タピアリンクでシリアル認証

のリクエストを送信したが

「タピア側でリンクの情報が

削除されました」と表⽰さ

れる 

タピア側でシリアル認証の受付が ON になっているかを確認してください。 

アプリの 1 アカウントに、何

台のタピアとリンクできるか 

上限はありません。 

アプリを使って遠隔でタピア

を操作したい 

アプリから操作できる機能は下記です。いずれもみまもりユーザーのみ使える機能です。 

1. 予定表の追加 

2. ビデオ通話時のタピアの上下左右向き変更 

3. ⾒守り時のタピアの上下左右向き変更 

4. ⾒守り時の写真撮影 

別の家族が登録した予定

が⾃分のアプリでは表⽰で

きない 

アプリから登録した予定は、ご⾃分のアカウントから登録した予定のみ表⽰されます。 

 

おばあちゃんのタピア︓ 

全ての予定の閲覧・編集・削除が可能。 

 

お⽗さんのアプリ︓ 

タピア本体＆お⽗さんのアプリからの予定の閲覧・編集・削除が可能。お⽗さんの予定は

不可。 

 

お⺟さんのアプリ︓ 

タピア本体＆お⽗さんのアプリからの予定の閲覧・編集・削除が可能。お⽗さんの予定は

不可。 
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更新履歴 
⽇付 ver 内容 
2022/08/02 1.1 全体更新 
2022/06/20 1.0 新規作成 

 


