
セット内容

使用上のお願い

（安全運転）
・交通ルールや規制を守り、安全運転を心がけてください。

・運転中の操作および画面注視は大変危険ですので絶対に行わないでください。
道路交通法第71条に違反し、処罰の対象となる可能性があります。

（取り付け位置）
・取り付けは運転中の視界やエアバッグの動作などの妨げにならない場所に設置してください。

・ヒーターの熱風が直接当たる場所など、高温になる場所には取り付けないでください。

（環境温度）
・直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所では

端末を使用・充電・放置しないでください。

Lenovo
Tab M8

Motorola
moto e6s

ドライブレコーダーアプリ
（mineoドライブレコーダー）

〇インストール用の
ショートカットあり

端　末 SIMカード アプリ 付属品

mineo シングルタイプSIM
（Dプラン）
〇1GBコース

　(パケット放題オプション付)
〇端末に挿入済み

カーナビアプリ
（ Google マップ）

〇端末に標準搭載
〇 Google アシスタントによる

音声操作が可能

遮熱カバー車載ホルダー

お問い合わせ

https://support.mineo.jp/
mineoユーザーサポート

【メールでのお問い合わせ】

mineoinfo@support.mineo.jp

mineoドライブレコーダーアプリのご利用マニュアルはこちら

https://mineo.jp/r/mail/form.html
【ホームページでのお問い合わせURL】

https://mineo.jp/r/app/drive/manual.html
【PDF：約2MB】

メール・Webでのお問い合わせは

○mineo契約内容通知書をご用意の上、お問い合わせください。電話番号をよくお確かめの上、おかけください。
○お問い合わせいただきました内容は、お客さま対応の品質の維持・向上のため、録音させていただいております。

mineoサポートダイヤル 〈受付時間／年中無休9：00～21：00〉

（固定電話、携帯電話から）

050-7102-8890 （LaLa Call、他社IP電話、海外から） ＊LaLa Callからは通話料無料

電話でのお問い合わせは

0120-977-384

困ったときのよくあるご質問などは、mineoユーザーサポートをご参照ください。

mineoユーザーサポート

OR

mineo Drive Package

〇 Google、 Google マップは、 Google LLC の商標です。
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※混雑回避のための速度制限（3日間で10GB以上利用時）があります。
※節約OFFの場合、月間1GB分の高速通信がご利用いただけます。

〇 車載ホルダーのご利用方法については製品
に付属の「取扱説明書」をご確認ください。
※ダッシュボード上に水平な面がない場合などは付属の車載ホルダー
　をご利用いただけない可能性がございます。予めご了承ください。

〇 安全面・防犯面を考慮し、乗車時以外は端末
をダッシュボードに放置しないでください。

ご利用方法

端末を車のダッシュボードに
設置してください。

①「設定」をタップ ②「ネットワークとインターネット」を
タップ

③「アクセスポイントとテザリング」を
タップ

その他の操作

・ Google マップの使用中に Google アシスタントを使う 

⑥設定完了後、Wi-Fiを利用する端末にて
接続設定を行う
※アクセスポイント名およびパスワードは
「アクセスポイント」画面内でご確認いた
だけます。

・ Google マップの使い方
（参考）

・ Google マップでナビを使用する

ナビゲーション（ルート案内）を利用す
る場合は「目的地設定」をタップし、行き
先を設定
※OSのアップデートにより操作手順や画面表

示内容が変更になる可能性がございます。

「♪」ボタンをタップして、音楽アプリを
起動
※対象の音楽アプリをインストールする必要

があります。

「縮小」ボタンをタップして、カメラ映像
を最小化

④メニューリスト内の「終了」をタップし、
アプリを終了

運転時に端末を起動いただき、各機能をご利用ください。

機能②

運転中は Google アシスタント
(音声操作)のご利用を
おすすめいたします

車内Wi-Fi

機能① カーナビ・ドライブレコーダー

※その他の操作方法については「メニューリスト ＞ アプリ情報 ＞ アプリご利用マニュアル」をご参照ください。

※録画中はご利用いただけません。

※mineoアプリまたはマイページにてmineoスイッチをオン（節約ON）にしていただくと、最大1.5Mbpsでデータ使い放題となります。
　（混雑回避のための速度制限（3日間で10GB以上利用時）があります。パケット放題オプションを解約した場合は速度が最大200kbpsに低下します）
※画面イメージは「Lenovo Tab M8」操作時。「moto e6s」でも操作の手順は同じです。
※OSのアップデートにより操作手順や画面表示内容が変更になる可能性がございます。

①「mineoドライブレコーダー」をタップ ②「録画開始」ボタンをタップし、ドライ
ブスタート

③運転終了後、「録画中」ボタンをタップ
し録画を停止

mineoドライブレコーダーアプリの初回起動時に以下の認証コードをご入力ください。

日中（特に夏季）は、端末の温度上昇を防ぐため
付属の遮熱カバーを装着ください。

④「アクセスポイント」をタップ ⑤アクセスポイントを「オン」に設定

ドライブレコーダーアプリ
(mineo ドライブレコーダー )

カーナビアプリ
（ Google マップ）

車内 Wi-Fi
（テザリング）

SIM カード
（挿入済み）

取り付け

遮熱カバー

（ご利用イメージ）

mineoアプリまたはマイページにてmineoスイッチを
オン（節約ON）にしていただくと、最大1.5Mbpsで
データ使い放題となります。

mineoアプリのご利用方法はこちらからご確認ください。 

mineoアプリ

※録画したデータはメニューリスト内の「ギャラリー」にてご確認いただけます。
　（60秒の録画データが最大100ファイル分保存され、以降は古いデータから順次上書きされます）
※衝撃(振動)検知時は、検知前後の録画データがギャラリー内の「保護された映像」にコピーされます。
　（「保護」ボタンをタップすることで手動でのコピーも可能です）
※アプリを削除（アンインストール）すると「保護された映像」を含め録画したデータがすべて消去さ
　れますのでご注意ください。
※本サービスは事故の証拠として、効力を保証するものではございません。

※装着することで太陽熱を防ぎ端末の温度上昇を抑制します。
（遮熱性試験結果 遮熱率75% ※試験方法 JIS L 1951）
※端末の温度上昇を確実に防ぐものではございません。
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