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❷ 初期設定ガイド

「Google Chrome」アプリを、お使いのスマートフォン又は
iPhone、又は PC にインストール（既にインストール済みの方は Step3 へ）
※スマホ・iPhone の場合は下記 QR コードを読み取る、もし
くは GooglePlay または AppStore よりインストールしてくだ
さい。PC の場合は、
「https://www.google.co.jp/chrome/index.html」よりダウ
ンロードを行い PC へインストールしてください。

接続時にお読みください

Ｓｔｅｐ３ ２の続き

Step２ Google Chrome のインストール

ホームボタンを長押し

下記アイコンをタップ

4

「RamrockPlayer」が表示されます。
「UserName」と「Password」を
入力しログインしてください。ログイン後、
映像が確認できれば成功です。
※「UserName」と「Password」は、
同梱資料の≪お客様専用ログイン情報≫
を参照ください。

⇒

入力

【参考】Google Chrome アイコン

下記アイコンをタップ

カメラが起動

iPhone・iPad の場合

⇒

⇒

※「エラー」と表示される場合は、
入力間違いがないか再度、
ご確認ください。

ログイン後

映像が確認できれば成功です。
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

Step３ みまもり CUBE -Plus- へ接続する

下記 QR コードを読み取り、表示されている URL をタップします。
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①

➡

2

◀同梱資料の
お客様専用ログイン情報 を
参照ください。

手入力の場合はこちら

※下記「サイトにアクセスできません」の表示がでた場合は、以下の事
をお試しください。

▼RamrockPlayer 用 URL を入力

「検索または URL を入力」をタップ

CPlus-00001-A

http://

②本製品の電波状況の確認
本製品の再起動を行い、Step1 の緑色
LED の点滅回数を再度お確かめください。

付属の AC アダプタを本製品の
DC IN と電源コンセントに挿す

http://

本製品、正面左側の電源ランプの確認

同梱資料の お客様専用ログイン情報
を参照ください。

③RamrockPlayer 用 URL を確認
アドレスバーに手入力した文字に間違い
がないかご確認ください。

.ramrock.info/player

④設定中の通信端末の確認
通信端末がインターネットに接続されて
いることをご確認ください。

※電源が入ると「赤色 LED」が点灯します。
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※点灯しない場合は、弊社までお問合せ
ください。
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QR コードを読み取る場合はこちら

電波状況の確認
※次に、電波状態を示す「緑色 LED」ランプが点滅を始めます。
（約２分後に点滅します。同じ動作を３回繰り返し、その後消灯します）
その後、音声ガイダンスが流れます。

１回点滅

接続が確立できません

ブックマーク
しました
③
ブックマークを
タップ

状態
圏外

カメラが起動

※ Android・Windows でご利用の場合、呼びかけ機能等をご利用いただけること
から、Google のセキュリティ上、このような警告画面が表示されます。警告文に
記載のようなことは起こりませんので安心してご利用ください。

電波１本（弱い）

３回点滅 電波レベルは「２」です

電波２本（普通）

４回点滅 電波レベルは「３」です

電波３本（やや強い）

５回点滅 電波レベルは「４」です

電波４本（強い）

※１回点滅の場合は、窓際や電波が入りそうな場所で再度お試しください。
それでも解消されない場合は、設置場所を大幅に見直してください。

以上で Google Chrome のブックマークに登録完了です。

①
RamrockPlayer に
ログインした画面上で
Google Chrome の
メニューアイコンをタップ

②
ホーム画面に追加
をタップ

⇒

しますので、

⇒ 下記 QR コード
を読み取ってく

「追加」をタップ

ださい。

③

電波レベルは「０」です
２回点滅 電波レベルは「１」です

登録されている
ことを確認

※ iPhone・iPad の方は「Step3 の４」へおすすみください。

「QR 読み取り」をタップ

⇒

⇒

Android・Windows の方のみ、警告が表示されます。
「詳細設定」をタップし、次に「xxxxxxxxxxxxx.ramrock.info にア
クセスする（安全ではありません）」をタップしてください。
ご安心ください

「検索または URL を入力」をタップ

音声ガイダンス

⇒

※再起動の方法は「❸設定・設置ガイド
の Step2 の 4・5」の手順でシャットダ
ウンを行い、
「本紙 Step1」からやり直し
てください。

▼RamrockPlayer 用 URL を入力

ランプ点滅

マークを
タップ

①本製品が起動しているのか確認
本製品の正面の赤い LED ランプが点灯し
ていることをご確認ください。

※電波状況を確認するために取付予定位
置の近くで起動してください。
※サイドプレートの外し方は、❸設置・設
定ガイド Step2「4」を参照ください。
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②

【考えられる原因】

.ramrock.info/player

Step1 本製品の電波状況の確認

2

RamrockPlayer に
ログインした画面上で
Google Chrome の
メニューアイコンをタップ

お客様専用「RamrockPlayer 用 URL」をアドレスバーに入力

みまもり CUBE -Plus-

1

Google Chrome の「お気に入り（ブックマーク）
」
に保存しておくと、次回からの接続が楽になります。

1

Step2 でインストールした
「Google Chrome」を起動
します。

パソコン / ノートパソコン

Step４ Google Chrome のブックマークに登録

※必ず Google Chrome でアクセスを行ってください。

iPhone / iPad / Android

◀同梱資料の
お客様専用ログイン情報 を
参照ください。
ログイン画面が表示されますので
「Step3 の４」へおすすみください。

⇒
タップ後

ホーム画面上に RamrockPlayer の
アイコンが作成されていれば成功です。

以上で Google Chrome のブックマークに登録完了です。

Step５ Google Chrome のブックマークからを起動
Google Chrome をホーム画面から起動します。

1

Google Chrome をホーム画面から起動します。

1

３

1

Step６ 重要な情報と通信量お知らせメールの受信設定（メールアドレスの登録）
必ずお読みください

？ メールが受信できない場合、以下の点をご確認ください

データ通信量
（SIMの使用量）
の利用状況に関する通知を受けるため、
ここで

* 迷惑メールに振り分けされている

お客様のメールアドレスを登録します。

⇒
「ramrock.info」を受信できるように設定を変更してください。

通知は、契約GB数の50％超過時・80％超過時・100％超過時・120％超過

* パソコンからのメールを拒否する設定になっている

時の各時点で、
お客様のメールアドレスへ通知されます。
ホーム画面で
RamrockPlayer の
アイコンをタップ

Google Chrome の
アイコンをタップ

⇒
「ramrock.info」を受信できるように設定を変更してください。

* 入力したアドレスを間違えている

※みまもりCUBE -Plus-の運用に関する重要なメールもこちらのアドレ

⇒再入力後、もう一度「接続テスト」を行ってください。

スへ送信させていただきますので予めご了承ください。
注意事項

メールが届かない場合は
「ramrock.info」
よりメールが受信できるよう設定

4

されているか、
お使いのスマートフォン・iPhone等の迷惑メールフィルター
2

受信メール本文の URL にアクセス後、
下記のメッセージが表示されれば完了です。

の設定を見直してください。

2

まず初めに、メニューボタンを押し「通信量確認」を選択します。
RamrockPlayer の
ログイン画面が表示するので
「OK」をタップ

Google Chrome の
メニューをタップ

xxxxxxxxxxx
password

⇒
タップ後

3

3

以上で、【手順２】は完了です。
「❶みまもり CUBE -Plus- を起動させよう‼」へ戻り【手順３】へおすすみ下さい。

RamrockPlayer の映像が
表示される

Google Chrome の
ブックマークをタップ

2

メールアドレスを入力し、「登録」をタップしてください。
失敗例

その他のメッセージが表示された場合は再度お試しください。

⇒
タップ後
xxxxxxxxxxx＠ramrock.co.jp
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1

３０分以上経過しているため、
もう一度、Step６の１からやり直してください。

ブックマークの中から
先ほど登録した
RamrockPlayer をタップ

必ず３０分以内に、登録したメールアドレスへ
届くメールをご確認ください。

5
xxxxxxxxxxx
password

RamrockPlayer の
ログイン画面が表示するので
「OK」をタップ

「はい」をタップし終了

3

「２」で登録したメールアドレスに「ramrock.info」からメールが
届きますので確認を行ってください。
ラムロックキューブ事務局

ラムロックキューブ事務局
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⇒
タップ後

RamrockPlayer の映像が
表示される

受信メールを開く

URL にアクセスする

すでに登録されているメールアドレスのため
新しいメールアドレスで登録を
Step６の１からやり直してください。

