
SPOT GLOBAL PHONE
携帯電話サービス圏外でも、友人、家族や
緊急救助機関につなぐことが可能。
SPOT GLOBAL PHONEは、モバイル衛星携帯電話
業界で、最高の音声品質を備えています。

• クリスタル・クリアな音声品質
• 衛星携帯通信を利用して、地上の携帯電話が
　つながらない所でも
• 最も手頃な利用料金で
• 9.6kbpsの高速なモバイル衛星データ通信が可能
• 米国の電話番号が付与されます

SPOT PRODUCT FAMILY 
携帯電話サービス圏外でも利用可能
あなたが万が一の緊急事態に捜索救助が必要な場合の衛星携帯通信の
コミュニケーションを提供するSPOTはアワードを受賞

SPOT TRACE®

盗難アラート追跡装置

Track Anything. Anytime. Anywhere.®

あなたの最も大切な財産を
見失わないように

FindMeSPOT.com/TRACE

(ACTUAL SIZE)

SPOT TRACE用防水DC電源ケーブルは、

SPOT TRACE本体とDC電源との間の確実な接続を

約束します

SPOT TRACE用防水DC電源ケーブルを利用すると、

電池交換や水滴による干渉を気にする必要がありません

SPOT GEN3®

SPOT 2と同様の人命救助技術と
新しい追跡機能、
長時間バッテリーライフを実現  

• 資産の移動を感知し、追跡を開始
• 毎２分半、５分、10分、30分、60分間隔で追跡間隔
　を自由に設定可能
• バッテリーライフを改善し、SPOT 2モデルに比べ
　約２倍の長時間動作

SPOT TRACEは、衛星携帯通信技術と通信端末・

コンピュータを利用して世界中のどこでもあなたの大切な

資産を追跡します。

手頃な価格で、簡単に、あなたの車やボート、二輪車、

おもちゃ、その他の貴重品に使えます。

SPOT TRACEの紹介

SPOT TRACEを使う理由
資産など管理対象物の移動が検知された場合、テキストメッセージ

が発信されます

Googleマップ上を、ほぼリアルタイムに資産をモニターできます

衛星通信技術を利用しているので、地上携帯電話の圏外エリア　

でも追跡可能です

追跡間隔は、2分半、５分、１０分、３０分、６０分/毎を選択可能　　　

（サービスによる）

コンパクトで、設置は簡単

長時間のバッテリー寿命＆外部電源供給可能

96% or better probability of successfully sending a single 
message within 20 minutes.

Reduced or no coverage available within a 20 minute period.

SPOT TRACE Coverage Map

Last updated August 2016. Actual coverage may vary.
For up-to-date coverage map visit: FindMeSPOT.com/Coverage.

SPOTのより詳しい情報は、FindMeSPOT.comサイトにて

ご確認ください

SPOT TRACE
防水DC
電源ケーブル
(オプション品)



SPOT TRACEのより詳しい情報は、
FindMeSPOT.com/TRACE サイトにてご確認ください   

SPOT TRACE
SPECIFICATIONS /仕様

SPOT TRACEはあなたの資産の動きを

検知すると、自動的にGPS位置情報を

テキストメールで送信

いつでもオンラインで資産のGPS位置情報を

確認可能

SPOT TRACEの基本サービスには、毎5分、

10分、30分、60分毎の監視設定が可能

SPOT TRACEのドックモード、

移動アラート、ステータス通知、

低バッテリー、電源オフ通知の各種設定が可能

SPOT TRACE SERVICES

SPOT TRACEの徹底トラッキングを

利用して、さらなる保障を享受できます。

基本サービスの全機能に加え、追跡の頻度

を毎2分半まで細かく変更することが可能

です。

一番大切な資産には欠かせません

いつ何時何が起こるか、わからないのです

から。

いつも安全と安心感を。

プログラムを追加すると、

SPOT TRACEが破損、紛失、

盗難された場合に素早く交換が

可能です。

徹底追跡サービスへの
アップグレード

SPOT 製品交換プログラム基本サービス
全てのSPOT TRACE端末に適用されます

リバーシブル装着ブラケット

製品仕様 
高さ : 5.13 cm (2.02 in)  幅 : 6.83 cm (2.69 in)

厚さ : 2.14 cm (.95 in)  重さ : 87.9 g (3.1 oz)

動作温度 :  -30 C ～ 60 C (-22 F ～ 140 F) 

動作環境(高度) : -100 m ～～+6,500 m (-328 ft ～ +21,320 ft) 

動作環境(湿度) : MIL-STD-810F, Method 507.3, 95% ～ 100%.

動作環境(振動) : Per SAE J1455

動作環境(防水) : IPX7 ( 最大水深 1 m、30分以内)

マルチパーパスデザイン
• コンパクトで目立たないデザインにより、SPOT TRACEは

　 取り付ける筐体にシームレスに装着可能

• 耐久性があり、長時間使える素材で作られています

• 小型軽量で、どこへでも装着可能

同梱装着オプション品
• リバーシブル装着ブラケット

• 工業用強度の両面テープ

• 接着グリッドパッド

• 接着フックとループテープ

電源オプション
• AAA Energizer® Ultimate Lithium 8 × 電池 (L92) 4本 – 同梱品   

• AAA Energizer® NiMH 充電式電池 (NH12) 4本 – 別売り品

• 5v USB 接続を備えたライン電源（防水ではありません） – 同梱品

• SPOT TRACE 防水DC電源ケーブル – 別売り品

あなたが努力して手に入れた宝物を

SPOT TRACEに守らせてください

移動を感知: 携帯
電話にアラートを
送信

スマートフォンや
タブレットで、
資産の追跡

資産の現在の位置

高度な盗難アラート追跡

追跡 : あなたの資産のGPS位置情報をほぼリアルタイム
に近い形でモニターします

移動アラート : SPOTの振動センサーがあなたの財産の
新しい動きを検知した時に、アラートを送信します

ドックモード : 主に水上で保管されている資産の追跡の
ためのモードもついています。

電源オフ通知 : SPOT TRACEの電源が切られた際にア
ラートを通知します

低バッテリー通知 : SPOT TRACEのバッテリーが低下し
た際に、アラートで通知します

ステータス通知 : あなたの財産が安全であることを一日
一回のアラートでお知らせします

SPOT TRACE は、
あなたの大切な資産を監視します。 

r

アプリを使えば、スマートフォンやタブレットで簡単にSPOTメッセージ
を確認したり、資産の状態や追跡状況を見ることができます

The SPOT App / アプリ

iTunes App Store やGoogle Playからダウンロード可能
詳細は、FindMeSPOT.com/TheSPOTAppサイトにてご確認ください


