
保証期間：　購入日より6ケ月
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● アプリについて● 仕様
サイズ 使用時：幅580×高さ220×奥行380(mm)
 折り畳み時：幅220×高さ10×奥行290(mm)
重さ 185ｇ
付属品 収納ケース、日本語説明書
容量 49L
アプリ要件 Android:Android4.2以降
 iPhone:iOS 8.0以降
素材 オックスフォード
パッケージ 幅270×高さ20×奥行290(mm)
パッケージ込重量 190g

取扱説明書
Version1.0. y

型番：CSPQRMSB

ご注意
※タグは再発行できないのでなくさないでください。
※タグを傷つけないでください。読み取れなくなる可能
性があります。
※収納ケースのにおいが気になる場合は、天日干しして
ください。
※小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないで
ください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、
補償の対象外となります。
※分解しないでください。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、
そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

● アプリの初期設定

③登録したEメールアドレスに6桁の数字が届きます。
※メールが届くまでに時間がかかる場合があります。
数字を確認し、アプリに戻り6桁の数字を入力します。

④パスワードを設定します。8～16桁の英数字のパス
ワードを設定し、下に再度パスワードを入力後【完了】ボ
タンを押せば、初期設定は完了です。

⑤次回からアプリ使用時は登録したEメールとパスワー
ドでログインしてご使用ください。

個人センター

使用しません①アプリを立ち上げます。
②【Eメールログイン】の文字をタップします。

iPhone・Android同様の操作になります。
本説明書は2020年６月３日時点の最新バージ
ョンについての説明となります。バージョンアッ
プによって内容が異なる場合があります。

本アプリには収納データ管理以外にも、様々な
使い方がありますが、収納データ管理以外の機
能についてはサポート外とさせていただきま
す。収納データ管理以外の機能について、サポ
ートにご連絡いただいてもご返答できかねます
のでご了承ください。

またアプリ使用開始から３年間で使用できなく
なります。

②登録可能なEメールを入力し、【次へ】をタップします。

● メイン画面● アプリのダウンロード

①収納ケースに付いている赤い
タグのQRコードをスマートフォ
ン（iPhone/Android)で読み取
ってください。

②アプリの公式サイトが開きます。
iPhoneの場合は【App Store】
Androidの場合は【Play Store】をタップしてくださ
い。※【Android APK】はPlay Storeを介さずに公
式サイトから直接ダウンロードします。

③アプリをスマートフォンにダウンロードしてくださ
い。

QR
コード

App Store Play Store

Android APK

Eメール

パスワード

ログイン

Eメールログイン

Eメールを入力してください

8～16桁の英数字

再入力

ここをタップ

次へ

完了

6桁の数字

次へ
使用しません

使用しません

QRコードの
読み取り

収納アイテム
の管理

１ページ

WEB
公開用



● 収納アイテムの登録

①ケースに収納するアイテムを用意します。登録は1品
ごとに行います。

◆収納アイテム登録画面

②真ん中のカメラアイコ
ンをタップするとカメラ撮
影画面に移行します。

③カメラ撮影後、問題がなければ【写真を使用】をタッ
プします。　

③読み取りに成功すると登録完了の画面が表示され
ます。

④アニメーションが表示されますので、下の【スキッ
プ】をタップしてください。

● QRコードの登録

①メイン画面中央下の赤い読み取りボ
タンをタップします。
【"与居"がカメラへのアクセスを求め
ています】と注意書きが出るので
【OK】をして許可してください。
※許可しないと本製品は使用できませ
ん。

QRコードは収納ケース毎にそれぞれ異なります。
収納ケースを複数ご使用の場合は、それぞれ登録作
業が必要になります。

②読み取り画面に移行します。
バッグの赤いタグについてる
QRコードを画面中央の□に合
わせて読み取ります。

● ラベル名の入力 ● アイテムの削除

ゴミ箱アイコンの下あたりをタップすると確認画面が
でますので、【確認】を選択すると画像を削除します。

収納ケースが複数ある場合、アイテムがどの収納ケー
スに含まれているかを確認できます。

②収納ケースのQRコードを読み取ります。
③読み込んだQRコードの収納ケース内にアイテムが
ある場合：　　　3回バイブレーション

ない場合：　　　1回バイブレーション

● 音声データの登録

音声データを登録することができます。中央下のマイク
アイコンをタップします。
マイクの使用を許可し、音声を入力してください。

録音データは収納アイテム画面一番下に
左図のように表示されます。

ラベル名を登録するとラベル名で検索できるようにな
ります。
①左にあるラベル名の編集アイコンをタップします。

②文字入力画面に移
行します。
任意の文字を入力
（例:夏服・Tシャツな
ど※20字まで）、完
了を押します。複数
のラベルを付けるこ
とができます。

● 収納アイテムの確認● 収納ケース名/場所名の変更

①下図の場所をタップします。

②名前（任意：収納バッグの名前）と場所（任意：押し
入れなど）を入力してください。

文字欄をタップして
文字を入力します。

※【フォロー中】はタップしないでください。フォロー
を外すと一覧表示に表示されなくなります。
③画面を上にスライドすると元の画面に戻ります。

読み取り画面

収納バッグ名（編集可能・後述）

収納場所名
（編集可能
　・後述）

収納一覧へ

カメラ撮影
（収納アイテム
登録）

読み取り マイク
（音声データ登録）

ラベル名：⊖をタップ
で削除

前の画面に戻る

文字入力終了

文字入力

KIGI KB202
場所は設定されていません
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④一番下の【フォロー】をタップすると【フォロー中】
に変わります。

● 情報一覧画面

●KIGI通知…スマートフォンの通知設定
●情報保持時間…収納管理では使用しません
●すべての情報を削除…収納管理では使用しません
●評価する…アプリの評価へ移行
●ヘルプ…アプリのヘルプページに移行
●言語…言語を変更することができます
●現在のバージョン…このアプリのバージョン
●プライバシー…プライバシーポリシー
●公式サイト…アプリの公式サイトに移行

メイン画面右上の人アイコンをタップすると、個人セン
ター画面に移行します。

● 収納アイテム一覧 ● 個人センターについて
アイテム登録画面右上の×をタップすると、収納ア
イテム一覧画面に移行します。

● 収納ケース内容の確認
収納ケース内にどのアイテムが収納されているかを
確認することができます。
①メイン画面の一番下のQRコード読み取りアイコ
ンをタップします。

②収納ケースのQRコ
ードを読み取ります。

③登録した収納アイテ
ムの写真が表示されま
す。複数個登録がある
場合は写真をスライド
すると次の写真に移動
します。

● フォローを外してしまったときは

③写真をタップすると収納アイテム登録画面に移行し
ますので下図のアイコンをタップします。

収納ケースのQRコードを登録すると自動的にフォロ
ー状態になります。フォローを外すと、一覧画面に表示
されなくなります。※データ自体は消去されません。
万が一フォローを外してしまった場合は、以下の方法
で再度フォローしてください。
①メイン画面のQR読み取りアイコンをタップして、フ
ォローを外した収納ケースのQRコードを読み取りま
す。
②登録した収納ケースの内容が表示されます。

メイン画面へ

ラベル名で検索
登録アイテム
すべて表示

収納アイテム
画像

収納アイテム
画像

ラベル ラベル

名前を変更

場所を変更

フォロー

KIGI KB202
場所が設定されていません
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メイン画面を下にスライド
すると情報一覧画面が表
示されます。

フォロー（登録）した
ケースの数が表示
されます。右から２
番目のアイコンをタ
ップすると収納ケー
ス一覧が表示されま
す。
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