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お買いあげいただき、まことにありがとう
ございます。
この取扱説明書（保証書付）をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。ご使用の
前に ｢安全上のご注意｣ を必ずお読みくだ
さい。この取扱説明書（保証書付）は、い
つでも見ることができる所に必ず保管して
ください。
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無線LAN／Bluetooth®対応
ペットケアモニターはシャープクラウドサービスに接続して使います。

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、
シャープの会員サービス〈COCORO MEMBERS〉でご愛用
製品の登録をお願いいたします。 登録無料

スマートフォンは
こちらからhttps://cocoromembers.jp.sharp
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セット内容

上部ユニット（一式） スケールユニット

ACアダプター スコップ

ペットケアモニター用.
チップ（2.5L）

ペットケアモニター用シート.
（試供品：1枚入り）

• 別売品や消耗品については「別売品について」をご参照ください。 .31ページ
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各部のなまえ
 上部ユニット  ACアダプター

カバー

スノコ

本体
トレー

引き出し

プラグ

本体接続用プラグ

ACアダプター本体

スケールユニット

• 上面

接続ランプ

設定キーリセットキー

重量センサー（尿計測用）

• 底面

電源入力端子

重量センサー（体重計測用）
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「ペットケアモニター」は、体重や尿量などを計測し、愛猫の健康状態を管理できる通信機能付き
システムトイレです。専用のチップとシートを使用し、専用アプリ「COCORO.PET」でシャー
プクラウドサービスと接続することで、スマートフォンなどの携帯端末機器から計測結果を確認
することができます。

 計測イメージ
愛猫がペットケアモニターを利用すると…

ペットケアモニター

シャープクラウドサービス

スマートフォン
などの

携帯端末機器

体重、尿量などのデータを
送信

結果を送信

データを解析

・体重や尿量、直近のペットケアモニター利用日
時などを確認できます。
・尿量の変化やペットケアモニターの利用回数、
滞在時間など更に詳しい情報を表示し、健康状
態を知ることもできます。
・尿量が多い等、異変が検知されたときは、通知
でお知らせします。
・設置場所周辺の温度も計測できます。温度を
モニタリングすることで、快適なトイレ環境の
維持にも役立ちます。

体重や尿量などの計測値は、ご家庭にある
「無線LAN」と接続、またはスマートフォン
などで「Bluetooth®」を使用してクラウド
に送信されます。

 清潔・臭いにくい
上部ユニットはチップ、スノコ、シートの3層構造で、臭いを抑え清潔に保ちます。

特長
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ご使用の前に以下の内容を確認しておきましょう。

 愛猫をはじめて連れてきた場合
はじめて家に連れてきたときは、愛猫がとても神経質になることがあります。
あせらず、ゆっくりと慣らしてあげましょう。

• 床を引っ掻くようなしぐさ、臭いを嗅ぐしぐさをしていたら、ペットケアモニターまで連れて行ってあげましょ
う。

 いままでのトイレとペットケアモニターを交換する場合
いままでのトイレと同じ場所にペットケアモニターを設置してください。
慣れた環境から変えない、場所を移動させないようにしましょう。

• 愛猫が排泄を我慢したり、ペットケアモニター以外の場所で排泄してしまう場合は、いままでのトイレを併用
したり、チップにいままでのトイレで利用していた物を混ぜるなどしてみてください。
• 愛猫にチップを嗅がせたり、ペットケアモニターの中に入れて慣らしてあげるのも良いです。
• 愛猫がペットケアモニターに慣れた段階で、必ず、すべてのトイレをペットケアモニターに置き換えて使用し
てください。いままでのトイレと併用すると、尿量などの適切な計測ができません。

 電源について
ペットケアモニターのご使用には、ACアダプターを接続する電源が必要となります。
ペットケアモニターの近くに電源を準備してください。

 体重と尿量の管理について
ペットケアモニターで計測した愛猫の体重や尿量の確認にはスマートフォンなどの携帯端末機器
を利用します。事前に専用アプリのダウンロードやペットケアモニターの登録を行ってください。
.12ページ
※ペットケアモニターは愛猫の体重が1kg～10kgの範囲の場合に計測が可能です。愛猫の体重が1kgに満たない場合や10kgを
超える大きさの場合には正しい計測ができません。

■ 多頭飼いされているお客様へ
別売品の「個体識別バッジ」をご利用いただくと、複数の愛猫の管理が10匹まで行えます。
個体識別バッジを利用せずに、複数の愛猫でペットケアモニターを使用した場合は、適切な計測ができませんの
でご注意ください。
個体識別バッジのお買い求めについては、販売店または「お問い合わせ先」でご確認ください。. 31ページ

 本書の記載について
本書では、携帯端末機器の例として、Androidスマートフォンで説明しています。掲載の画面も
Androidスマートフォンでの例です。ご使用の携帯端末機器により一部操作や表示が異なる部分
があります。

ご使用になる前に
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安全上のご注意
人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ .誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分し
て説明しています。

■.お守りいただく内容の種類を、
次の図記号で説明しています。

 危険 「死亡または重傷を負うおそれが高い」
内容。

してはいけないこと。

 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」
内容。

しなければならないこと。

 注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受
けるおそれがある」内容。

 警告 火災や感電、けがを防ぐために

ご使用や取り扱い時は
● 取扱説明書に記載以外の用途には使わない。
（故障・火災の原因）

● 高温になる場所や熱のこもりやすい場所
（火のそば、暖房器具のそば、こたつや布
団の中、空調機の風が直接当たる場所、直
射日光の当たる場所、炎天下の車内など）
で使用、保管、放置しない。
（火災・やけど・けが・故障・変形の原因）

● 上部ユニット部分に熱湯をかけない。
（やけど・変形の原因）

● 屋外での使用はしない。
（器具損傷・火災の原因）

● 乳幼児の手の届くところで使用したり置か
ない。
（感電・けがの原因）

● 自分で絶対に分解・修理・改造をしない。
（火災・感電・けがの原因）

● 落下させる、踏みつける、投げつける、上から
物を落とすなど強い力や衝撃、振動を与えない。
（火災・やけど・けが・感電・故障の原因）

● 破損したまま使用しない。
（感電・けがの原因）

● 床面が濡れている場所では使用しない。
（火災・感電・ショート・故障の原因）

● 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合や故
障がうたがわれる場合はACアダプターをコンセントから抜き、｢お問い合わせ先｣ に相談
する。 .31ページ
（火災・やけど・感電の原因）

ACアダプター・コンセントは
● ACアダプター・コードを傷付けない。加

工・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束
ねるなどしない。重いものを載せたり、は
さみ込ませない。
（コードが破損し、火災・感電の原因）

● 風通しのよい状態で使用し、布や布団でお
おったり包んだりしない。
（火災・感電・故障の原因）

● 傷んだACアダプター・コードや差し込み
がゆるいコンセントは使用しない。
（火災・感電・ショートの原因）

● ぬれた手で抜き差ししない。
（感電・けがの原因）

● タコ足配線やコードを束ねたまま使用しな
い。
（火災の原因）
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ACアダプター・コンセントは
● 交流100V以外で使わない。 

日本以外では使わない。
（火災・感電・故障の原因）

● 雷が鳴り出したら、ACアダプターには触
れない。
（感電の原因）

● 必ず付属のACアダプターを使用する。
（火災・感電・故障の原因）

● ACアダプターはコンセントの奥までしっ
かり差し込む。
（火災・感電・故障の原因）

● ACアダプターのホコリなどは定期的に取
り除く。
（火災の原因）

● ACアダプターのコードはペットが噛みつ
かないように、保護カバーを取り付けるな
ど注意する。
（感電・けがの原因）

● ACアダプターを抜くときは、必ず本体接
続用プラグ、およびACアダプター本体を
持って抜く。
（感電・ショート・発火の原因）

● 使用時以外は、ACアダプターをコンセン
トから抜く。
（絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因）

 注意 漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

ご使用や取り扱い時は
● 不安定な場所や障害物の近くでは使用しな

い。
（破損・故障・けがの原因）

● 製品を引きずらない。
（破損・床に傷が付く原因）

● ペットを乗せたまま持ち運びしない。
（破損・故障・けがの原因）

ACアダプター・コンセントは
● ACアダプターに長時間、直接触れない。
（低温やけどの原因）

● 本体接続用プラグに力を加えたり、踏んだ
りしない。
（故障の原因）

● 電気製品のそばや上に置かない。
（感電・故障の原因）
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使用上のご注意
ご使用について

• 本製品は動物用医療機器ではありません。診断や治療には使用しないでください。
• 本製品で確認できる愛猫の健康状態に関する情報は、健康管理の目安としてご利用ください。

愛猫の実際の健康状態につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承
ください。
•.愛猫の健康管理を行うためには、ご家庭のすべての猫用トイレを本製品に置き換えてください。
•.多頭飼いのお客様は、すべての愛猫に別売の個体識別バッジを装着の上、ご利用ください。
•.用途以外には使用しないでください。
•.極端な高温、低温でのご使用はおやめください。
•.汚れたときは、上部ユニットを洗い、よく乾かしてください。室外では陰干しをしてください。
•.上部ユニットを移動するときは、必ず上部ユニットの下部を持って運んでください。傾けて移
動すると、引き出し部がすべり出るおそれがあります。
•.本製品を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
•.外部からの干渉、その他の要因により、適切なデータの計測や送信が妨げられる場合があります。
当社は、そうしたあらゆる誤用や不適切な状況に起因する一切の法的責任を負わないものとし
ます。
•.本製品および本書の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

スケールユニットについて
•.衝撃を与えないでください。正しい計測ができなくなります。
•.お手入れする際、熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しないでください。.
汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し固く絞って拭き、その後乾いた布
で拭き取ってください。
•.水洗いしないでください。
•.平坦で安定した場所に置いて使用してください。
•.温度変化の激しい場所での使用は、避けてください。
•.湿気の多い場所や水気のある所には、置かないでください。
•.結露の原因となるため、寒いところから急に暖かいところに移動させないでください。適切な
温度範囲内、湿度範囲内であっても、急激な温度変化により結露することがあります。結露が
発生すると正しく計測できないことがあります。また、金属部分に結露すると、錆が発生し故
障の原因となる可能性があります。
•.振動の激しい所に設置および保管しないでください。
•.日本以外では使用しないでください。

ペットケアモニター用チップ／ペットケアモニター用シートについて
•.用途以外には使用しないでください。
•.水洗トイレに流さないでください。詰まりの原因になります。
•.ご使用後は、燃やせるゴミとして処理できますが、地域によって異なる場合がありますので、
お住まいの地域のルールに従ってください。
•.お子様の手の届かない場所に保管してください。
•.空き袋をおもちゃにしないでください。
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• 食べ物ではありません。万一、誤って飲み込んだ場合は、医師や獣医師にご相談ください。
• 高温多湿、火器付近を避け、直射日光の当たらない場所に保管してください。
• 開封後は、湿気の少ない風通しの良い場所に保管してください。
• チップが本製品の外に飛び散った場合には、すぐに片付けてください。足をすべらせるおそれ
があります。
• ペットケアモニター用チップ／ペットケアモニター用シート以外の製品を使用しないでください。

Bluetooth®機能について
Bluetooth®機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を
負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 使用上の注意事項
本製品のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場
の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略
す）が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご
使用ください。
１.Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用され
ていないことを目視で確認してください。

２.万一、Bluetooth®機能の使用にあたり、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が
発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth®機能の使用を停止（電波の発
射を停止）してください。

３.その他不明な点やお困りのことが起きたときには、「お問い合わせ先」へお問い合わせください。
.31ページ

● 周波数帯について
本製品のBluetooth®機能が利用する周波数帯は、本製品の裏面で確認できます。ラベルの見か
たは次のとおりです。

① ② ③

④

① 2.4：2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
② XX：変調方式がその他の方式であることを示します。
③ 4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
④ ：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯
域を回避不可であることを意味します。
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無線LANについて
無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN
接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、第三者に情
報を盗み見られてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定
を行い、使用することを推奨します。
• 電気製品・AV・OA機器などの近くでは利用しないでください。通信速度の低下や通信不可、
雑音などの可能性があります（特に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります）。
• 複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく検索できないことがあります。

■ 使用上の注意事項
本製品の無線LANの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ラ
イン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運
用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用くだ
さい。
１.無線LANを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな
いことを目視で確認してください。

２.万一、無線LANの使用にあたり、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生し
た場合には、速やかに使用場所を変えるか、無線LANの使用を停止（電波の発射を停止）し
てください。

３.その他不明な点やお困りのことが起きたときには「お問い合わせ先」へお問い合わせください。
.31ページ

● 周波数帯について
本製品の無線LAN機能が利用する周波数帯は、本製品の裏面で確認できます。ラベルの見かたは
次のとおりです。

① ②

④

③

① 2.4：2400MHz帯を利用する無線設備を表します。
② DS/OF：変調方式がDS-SS方式、OFDM方式であることを示します。
③ 4：想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
④ ：.2400MHz～2483.5MHzの全帯域を利用し、かつ移動体識別装置の帯

域を回避可能であることを意味します。

■ Bluetooth®との同時利用について
無線LAN（IEEE802.11b/g/n）は、Bluetooth®と同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、
近くでBluetooth®機器を利用していると、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になること
があります。接続に支障があるときは、Bluetooth®機器の利用を中止してください。

• 本製品の無線LANで設定できるチャンネルは1-13です。これ以外のチャンネルのアクセスポイントには接続
できませんのでご注意ください。
• 本製品は日本国内でのみ使用できます。
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電波障害自主規制について
本製品は、VCCI自主規制措置運用規程に基づく技術基準に適合しており、その適合マークを本
製品の裏面に表示しています。
• この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと
があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

注意
改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触
します。
本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則を順守しており、そ
の証として「技適マーク 」が本製品の銘板に表示されております。
本製品のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術
基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用され
ないようにお願いいたします。

本製品に組み込まれているソフトウェアを不正に変更しないでください。
ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする場合があります。
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ご使用の準備
以下の順に準備を行ってください。

ペットケアモニターの設置場所を決定する
（スケールユニットを設置する）
.13ページ

1

⬇
ご自宅の無線LAN環境を確認する
.14ページ
※無線LAN環境が無い場合は、お使いのスマートフォンと
スケールユニットをBluetooth®で接続して利用すること
ができます。

2

⬇
スマートフォンに専用アプリ ｢COCORO.PET｣ をダウンロードする
.15ページ

3

⬇
「COCORO.PET」からペットケアモニターを登録し、専用サービス（有料）に加入する
.16ページ

4

⬇
上部ユニットを組み立てる
.23ページ

5

⬇
シートやチップを入れて利用開始する
.24ページ

6
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スケールユニットを設置する

■ 設置場所について
•.ペットケアモニターの利用時は、常にACアダプターを接続しておく必要があります。設置場所の近くに、電源
を準備してください。
•.フローリングなど平坦で安定した場所に設置してください。絨毯など柔らかい場所に設置すると適切な計測が
できません。必要に応じて、硬質ボードなどをご準備ください。

■ ACアダプターご利用時のご注意
•.付属のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因となります。
•.ACアダプター本体や本体接続用プラグ部分に力を加えたり、踏みつけたりしないでください。また、愛猫やほ
かのペットが噛みつかないようにご注意ください。火災、故障、感電などの原因となります。

■ 保護クッションについて
お買いあげ時、スケールユニットには保護クッションが取り付けられています。尿量の計測などに影響がありま
すので、保護クッションはすべて取り外してからご使用ください。

1 ACアダプターのプラグを 
接続する

① スケールユニットを裏面に向けプラグを接
続する

▶

電源入力
端子

本体接続用
プラグ

ACアダプターの本体接続用プラグをスケールユ
ニットの電源入力端子に差し込みます。
奥までしっかりと差し込んでください。

②ケーブルをスケールユニットにかける

▶

スケールユニットのフック部分にACアダプター
のコードをひっかけて固定します。

2 ACアダプターを 
コンセントに差し込む

ACアダプター本体

接続ランプ

ACアダプターの本体部分のプラグをコンセント
に差し込みます。
接続ランプが緑色で点滅します。

3 スケールユニットの 
保護クッションを取り外す

保護クッション

お買いあげ時、台座の四隅に取り付けられている
保護クッションを取り外します。

ACアダプターを接続する
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準備するもの

シャープクラウドサービスと接続する

あらかじめ、次のものを準備してください。
• 携帯端末機器や無線LANルーターの対応機種については、ペットヘルスケアサポートページを
ご確認ください。 .31ページ
※本書では、「無線LANアクセスポイント／ルーター」を「無線LANルーター（ルーター）」と表記しています。

 設置済みのスケールユニット スマートフォンなどの携帯端末機器

対応OS（2018年7月現在）
• Android.5.0以降のスマートフォン、
タブレット端末
• iOS.10以降のiPhone、iPod.touch、
iPad

必要な通信規格（2018年7月現在）
• Bluetooth®.4.2以上

 無線LANルーター（通信に無線LANを使用する場合）
※色や形はメーカーによって異なります。

お使いの無線LANルーターを確認する
無線LANルーターを使用する場合は、次の2点を確認しておいてください。
1．電源が入っているか 2．ネットワークとパスワード

電源

製品名：無線LANルーター

XXX-XXXX
XXXXxxxx

ネットワーク
パスワード

※ご不明の場合は、無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

ご利用について
本製品の使用には、専用アプリ「COCORO.PET」および専用サービス（有料）への加入が必要
です。
次ページからの設定手順をご確認いただき、設定／登録を行ってください。
※本製品の機能や使いかたは、改良のため予告なく変更することがあります。
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アプリをダウンロードして起動する

1 ｢COCORO MEMBERS｣ の会員登録をする
専用アプリ「COCORO.PET」および専用サービス（有料）の利用には、
｢COCORO.MEMBERS｣ のCOCORO.IDが必要です。COCORO.IDの登
録は無料です。
※COCORO.IDをすでにお持ちの場合は、次の手順に進んでください。
https://cocoromembers.jp.sharp

COCORO MEMBERSとは
シャープ製品をご利用いただいているお客様向けに提供するシャープの会員サービスです。
登録すると、さまざまなサービスを利用できます。

2 専用アプリ ｢COCORO PET｣ をダウンロードする
スマートフォンで ｢COCORO.PET｣ をApp.Store／.
Play.ストアからダウンロードしてください。
https://pethealthcare.sharp.co.jp/service/

3 アプリを起動してCOCORO IDでログインする
「COCORO.PET」を起動し、登録したCOCORO.IDでログインしてください。

▶ ▶ ▶

「COCORO PET」のアイコ
ンをタップしてアプリを起動

チュートリアルを確認し、 
「利用規約に同意する」に
チェックをつける→「次へ」

「ログイン画面へ」

▶

COCORO IDとパスワードを
入力→「ログイン」

TOP画面が表示されます。

※「COCORO.MEMBERS」
への会員登録がまだの場合
は、「COCORO.MEMBERS.
新規登録」をタップして登録
してください。
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アプリの初期設定をする
「COCORO.PET」にペットケアモニターを登録して、シャープクラウドサービスと接続します。
• 初期設定にはBluetooth®を使用します。お使いのスマートフォンで、あらかじめBluetooth®

を「ON」にしておいてください。初期設定後もBluetooth®を継続して使用する場合は、「ON」
にしたままご使用ください。

1 アプリのメニューを選択する
「COCORO.PET」にペットケアモニターを登録するための画面を表示します。

▶ ▶

TOP画面で「 」 「ペットケアモニター登録」 登録手順が表示されます。

2 スケールユニットの接続ランプを確認する
スケールユニットが初期状態になっていることを確認します。接続ランプが一定間隔で2
回ずつ、緑色に点滅していれば初期状態です。

接続ランプ

接続ランプが点灯したまま、もしくは点滅の仕方が異なっている場
合は、設定キーを5秒間長押しし、スケールユニットの設定を初期化
してください。

設定キー
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3 ペットケアモニターを登録する
「COCORO.PET」にペットケアモニターの登録を行います。

▶ ▶

「次へ」
•.ペットケアモニターの検索
が始まります。

検索結果から接続するペット
ケアモニターを選択

ペットケアモニターの名前を
入力→「OK」

•.位置情報へのアクセスについての許可画面が表示された場合は、「許可」をタップしてください。
•.ペットケアモニターの検索結果画面では形名（HN-PCS01）が表示されます。
•.検索結果にペットケアモニターが表示されない場合は、スマートフォンのBluetooth®が「ON」になっ
ていることを確認し、再度、手順 1 からの操作を行ってください。
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4 データの転送方法を設定する
愛猫がペットケアモニターを利用した時の情報をクラウドに転送するには、無線LANまた
はBluetooth®を使用します。

■無線LAN接続（おすすめ）
ご自宅などの無線LANを利用してクラウドに転送します。
常時インターネットに接続している環境であれば、愛猫が尿をするたびに情報をクラウド
に転送します。また、外出時なども「COCORO.PET」から最新の情報を確認できます。

ペットケアモニター 無線LANルーター

シャープクラウド
サービス

スマートフォン
など

設定方法には次の3通りがあります。

• 無線LAN （ネットワーク選択）：近くの無線LANが自動的に検索されます。その中から選択し、必要な
情報を手動で入力して接続します。

• 無線LAN （ネットワーク名入力）：ネットワーク情報をすべて手動で入力して接続します。無線LAN.
（ネットワーク選択）で、接続したい無線LANルーターが表示されない場合などに選択してください。
• 無線LAN（かんたん設定）：プッシュボタン方式に対応した無線LANルーターの場合に、ボタンを押す
だけで自動接続します。

■Bluetooth®接続
お使いのスマートフォンなどとBluetooth®で接続し、スマートフォンからクラウドに情報
を転送します。ペットケアモニターとスマートフォンが近くにない（Bluetooth®で接続で
きない）場合、情報は転送されません。Bluetooth®通信ができない状態のときに、愛猫が
ペットケアモニターを利用した情報は、通信が可能になったときにまとめて転送されます。

ペットケアモニター

シャープクラウド
サービス

スマートフォンなど

Bluetooth®
接続
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 無線LAN（ネットワーク選択）で接続する場合

▶ ▶

「無線LAN（ネットワーク選択）」 事前に確認したネットワーク
名を選択

事前に確認したパスワードを
入力→「接続」

 無線LAN（ネットワーク名入力）で接続する場合

▶ ▶

「無線LAN（ネットワーク名
入力）」

「設定する」 事前に確認したネットワーク
名やパスワードを入力→「接
続」
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 無線LAN（かんたん設定）で接続する場合

▶ ▶
無線LANルーターのプッシュ
ボタンを長押し
•.プッシュボタンを押す長さ
は無線LANルーターによっ
て異なります。詳しくは、
無線LANルーターの取扱説
明書をご参照ください。

「無線LAN（かんたん設定）」 「設定する」→「OK」

•.ご使用の無線LANによっては、「無線LAN（かんたん設定）」で接続できない場合でも、「無線LAN.（ネッ
トワーク選択）」または「無線LAN.（ネットワーク名入力）」で接続できることがあります。

 Bluetooth®で接続する場合

▶

「Bluetooth（BLE）」 「設定する」
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5 設定完了

▶

「OK」
•.ペットケアモニターの登録
が完了します。

設定が完了すると、約30秒
後に通知でお知らせします。
※接続環境によって、通知が届
く時間は異なります。

• ペットケアモニターを追加で登録する場合は、手順.1        からの操作を繰り返し行ってください。最
大11台まで登録できます。.
なお、先に登録したペットケアモニターのデータ転送方法を無線LANに設定した場合は、一度、
スマートフォンの「設定」からBluetooth®のペアリングを解除したうえで、追加操作を行って
ください。
• このあと、ペットケアモニターを使う愛猫を登録してください。複数の愛猫がいる場合は、個体
識別バッジ（別売）をご利用いただくと、複数匹（10匹まで）の管理が可能となります。.
詳しくは、ペットヘルスケアサポートページをご覧ください。.31ページ

これで、初期設定は完了です。
愛猫がペットケアモニターを利用すると、尿量などの情報がシャープクラウドサービスに転送さ
れ、クラウドからスマートフォンに通知が届きます。通知が届けば、設定が完了しています。通
知が届くとスケールユニットの接続ランプは消灯します。
• しばらくたっても通知が届かず、接続ランプも消灯しないときは、正しく接続できていない可
能性があります。原因として、無線LAN接続用パスワードの入力が誤っているなどが考えられ
ます。その場合、初期設定を最初からやり直してください。
• 計測結果などの画面の見かたや操作方法については、ペットヘルスケアサポートページをご覧
ください。 .31ページ
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■ 設定キー／リセットキーについて
• 設定キー／リセットキーで行える操作は次のとおりです。

設定キー
押し方 操作

単押し 現在の状態を接続ランプで表示
5秒間長押し 初期状態にリセット（工場出荷状態）

リセットキー
押し方 操作

8秒間長押し 強制的に再起動（無線LAN／Bluetooth®の設定は初期化されずに残ります）

※初期状態（接続ランプが一定間隔で2回ずつ点滅）では、キー操作は無効です。

■ 接続ランプについて
• 接続ランプの点滅・点灯パターンとそれが表すペットケアモニターの接続状態については次のとおりです。

光り方 状態
一定間隔で2回ずつ点滅 初期設定待ち
一定間隔で点滅 無線LAN／Bluetooth®の接続待ち、または無線LANかんたん接続中
点灯 無線LAN／Bluetooth®の接続完了
消灯 シャープクラウドサービスへの接続完了

※一定間隔で4回ずつ点滅している場合は「無線LANアクセスポイントモード」になっています。通常は使用しませんので、
設定キーを5秒間長押しして初期状態にリセットしてください。

• シャープクラウドサービスへの接続完了により接続ランプが消灯したあと、設定キーを押すと約30秒間点灯ま
たは点滅し、再び消灯します。

 初期設定完了後、7日以内に専用サービス（有料）への加入が必要です。
次のURLにアクセスし、専用サービス（有料）に加入してください。
https://pethealthcare.sharp.co.jp/service/
• 初期設定完了後、7日間は専用サービスに加入せずに「COCORO.PET」をお試しいただくこ
とができますが、お早めに専用サービスへの加入をお願いいたします。
• 加入せずに7日が過ぎてしまった場合は、加入するまで「COCORO.PET」を利用できなくなります。
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ペットケアモニターをセットする
ペットケアモニターを組み立てる

■ 固定用テープについて
お買いあげ時、各パーツはテープで固定されています。尿量の計測などに影響がありますので、テープはすべて
はがしてからご使用ください。

1 引き出しを取り付ける
①引き出しにトレーをのせる

▶

②本体に引き出しを取り付ける

トレーをのせた状態の引き出しを取り付けてください。

2 スノコを取り付ける
①本体にスノコをのせる

▶

②本体にカバーを取り付ける

3 スケールユニットに取り付ける
上部ユニットの前面（トレーを引き出せる面）とスケールユニットの
前面（キーがある部分）をあわせてください。スケールユニットの台
座部分に上部ユニット底面のくぼみをはめ込むようにして設置してく
ださい。その際、上部ユニットとスケールユニットを平行にして取り
付けてください。傾いた状態で取り付けると、正しい計測ができません。

•.取り付け時、引き出しがずれてしまう場合があります。取り付け後、引
き出しが所定の位置に収まっているかをご確認ください。
•.上部ユニットを取り付けた状態では、スケールユニットのキー操作はで
きません。キー操作が必要な場合は、上部ユニットを取り外してください。
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シートとチップをセットする

1 引き出しにシートをセットする
シートは「ペットケアモニター用シート」（HN-PC502）をご使用ください。

①引き出しを引き抜く

②シートをセットする
シートをトレーの四隅に合わせ、シートにしわがよらないよ
うに敷いてください。
ビニールの面を下にしてご使用ください。

•.シートは振りながら広げないでください。シート内の吸収素
材が偏り、尿の吸収が悪くなる場合があります。
•.シート内には吸収素材が入っており、シートを切ると吸収素
材の粉が飛び散りますので、絶対におやめください。

③引き出しを閉める
シートがずれないように、ゆっくりと引き出しを閉めます。

勢いよく閉めると、シートがずれたり、引き出しやトレーと本
体の隙間にはさまり、尿が漏れる原因となります。

2 スノコにチップを入れる
チップは「ペットケアモニター用チップ」（HN-PC501）をご使用ください。

①スノコの上にチップを入れる
スノコ面から高さ20mm～30mmになるように敷きつめま
す。

チップのかけらや粉がスノコの隙間からトレー内に落ちること
がありますが、計測には影響ありません。
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シートは「ペットケアモニター用シート」（HN-PC502）をご使用ください。
■ シートの使用期間の目安
愛猫1匹の場合：1枚で約3日～4日間／愛猫2匹の場合：1枚で約1日～2日間
• 愛猫の尿量は、体重や季節、年齢等によって変化します。.
尿量が多い場合は、シートが吸収しきれないことがあるので、早めに交換してください。

1 使用済みのシートを取り外す
引き出しを引いて、使用済みのシートをトレーから取り外し
ます。

勢いよく引き出すと、トレーがはずれ、尿がこぼれる場合があ
りますので、ゆっくりと引き出してください。

シート使用後の処理方法
• 水洗トイレや排水口に流さないでください。詰まりの原因に
なります。
•ご使用後は、燃やせるゴミとして処理できますが、地域によっ
て異なる場合がありますので、お住まいの地域のルールに従っ
てください。

2 新しいシートを取り付ける
引き出しを引き抜き、シートをトレーの四隅に合わせ、シー
トにしわがよらないように敷いてください。
ビニールの面を下にしてご使用ください。

•トレーが尿などで汚れている場合は、拭き取ったあとに取り
付けていただくことをおすすめします。
•シートは振りながら広げないでください。シート内の吸収素
材が偏り、尿の吸収が悪くなる場合があります。
•シート内には吸収素材が入っており、シートを切ると吸収素
材の粉が飛び散りますので、絶対におやめください。

3 引き出しを閉める
シートがずれないように、ゆっくりと引き出しを閉めます。

勢いよく閉めると、シートがずれたり、引き出しやトレーと本
体の隙間にはさまり、尿が漏れる原因となります。

お手入れをする
シートを交換する
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チップは「ペットケアモニター用チップ」（HN-PC501）をご使用ください。
■ チップの使用期間の目安
愛猫1匹の場合：1袋（2.5L）で約1ヶ月／愛猫2匹の場合：1袋（2.5L）で約2週間
• 愛猫の尿量は体重や季節、年齢等によって変化しますので、チップの補充量を調節してください。

1 ウンチと汚れたチップを取り除く
ウンチと汚れたチップをスコップで取り除きます。

ウンチはなるべく早く取り除くようにしてください。

チップ使用後の処理方法
• 水洗トイレや排水口に流さないでください。詰まりの原因に
なります。
•ご使用後は、燃やせるゴミとして処理できますが、地域によっ
て異なる場合がありますので、お住まいの地域のルールに従っ
てください。

2 チップを補充する
取り除いた分のチップを補充します。

スコップを上部ユニットの側面に引っ掛けて管理する
スコップは側面（内側／外側）にかけておくと便利です。

■ 定期的なお手入れについて
スノコやトレーなどに汚れが付着する場合があるので、2か月に1回程度を目安（愛猫が1匹の場合）にスノコや
トレー部分を洗っていただくことをおすすめします。よく乾かしたあと、新しいシートやチップを入れてくださ
い。

■ カバーの取り外しについて
お手入れなどでカバーを取り外す際は、カバーの○の位置を持って、矢印の方向に持ち上げてください。
ほかの場所を持って無理に取り外すと破損の原因になったり、チップや尿がこぼれる原因になりますので、ご注
意ください。

▶

チップを交換する
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こんなときは
修理依頼やお問い合わせの前に、下記内容をもう一度ご確認ください。

 愛猫がペットケアモニターを使ってくれない
はじめてトイレを使う場合や、トイレを新しく交換した場合など、愛猫がとても神経質になって
いることがあります。次のようにして、ゆっくりと慣らしてあげてみてください。
• 床を引っ掻くようなしぐさ、臭いを嗅ぐしぐさをしていたら、ペットケアモニターまで連れ
て行く
• ペットケアモニターをいままでのトイレと同じ場所に設置する
• チップにいままでのトイレで利用していたチップを混ぜてみる
• 新しいチップの臭いを嗅がせてみる
• ペットケアモニターの中に愛猫を入れて慣れさせてあげる

⇒「ご使用になる前に」 .5ページ

 複数匹でペットケアモニターを使いたい
別売品の「個体識別バッジ」を首輪に取り付けることで、複数の愛猫の管理ができます。
お買い求めについては、販売店または「お問い合わせ先」でご確認ください。
⇒「別売品について」、「お問い合わせ先のご案内」 .31ページ

 臭いが気になる
シートがずれていると尿が漏れ、臭いの原因になります。
また、定期的なお手入れをしていただくことにより、清潔な状態を保ち臭いを抑えることができます。
⇒「お手入れをする」 .25ページ

 ACアダプターが熱くなる
異常に熱い場合はACアダプター本体をコンセントから抜いて、本体接続用プラグをスケールユ
ニットから取り外し、「お問い合わせ先」にご相談ください。
⇒「お問い合わせ先のご案内」 .31ページ

 接続ランプが光らない
電源がきちんと接続されているかご確認ください。
• ACアダプターの本体接続用プラグがスケールユニットにきちんと接続されているか
• ACアダプターがコンセントにきちんと接続されているか

⇒「スケールユニットを設置する」 .13ページ
接続ランプはシャープクラウドサービス接続後に自動消灯します。その場合は、設定キーを押す
と約30秒間再点灯します。

 データが確認できない
ペットケアモニターで計測された体重、尿量などの情報はスマートフォンなどで使える専用アプ
リ「COCORO.PET」から確認できます。ご使用にはペットケアモニターをご自宅の無線LANに
接続するか、スマートフォンなどとBluetooth®で接続する必要があります。
⇒「ご使用の準備」 .12ページ

27



 計測される体重値や尿量値が安定しない
ペットケアモニターが壁やケージに接触していたり、シートやトレーがきちんとセットされていない場
合は、計測される体重値や尿量値が不安定になることがあります。設置場所や設置方法をご確認ください。
⇒「スケールユニットを設置する」 .13ページ 、「ペットケアモニターをセットする」 .23ページ

 初期設定したのに計測値の通知が届かない
初期設定完了後、接続ランプが点滅・点灯していませんか？
原因として、無線LAN接続用パスワードの入力が誤っているなどが考えられます。その場合、初
期設定を最初からやり直してください。
⇒「アプリの初期設定をする」 .16ページ

 無線LANに接続ができない
無線LANルーターに接続ができているか確認をするために、以下をお調べください。

原因 対処法
ルーターは ｢IEEE802.11b/g/
n｣ に対応していますか？

お使いの 
ルーターの 
取扱説明書で
確認してくだ
さい

対応しているルーターをご用意くださ
い。

ルーターでSSIDを隠す設定（ス
テルス設定）をしていませんか？

ステルス設定を行っている場合は、デー
タの転送方法の設定で「無線LAN（ネッ
トワーク名入力）」を選択し、手動で
SSIDを登録してください。
⇒.「無線LAN（ネットワーク名入力）
で接続する場合」 .19ページ

ルーターでDHCP機能を無効に
していませんか？

DHCP機能を有効にしてください。

ルーターとペットケアモニター
の通信に問題がありませんか？

リセットキーを8秒間長押ししてリセッ
トしてください。

対処法を試した上で、もう一度無線LAN接続の設定をしてください。接続できれば完了です。
⇒「シャープクラウドサービスと接続する」 .14ページ
接続できない場合は、無線LANルーター側の設定をご確認・変更ください。

 Bluetooth®で接続ができない
お使いのスマートフォンのBluetooth®が「ON」になっているかご確認ください。
「ON」になっているのに接続できない場合は、一度「OFF」にしてから再度「ON」にしてください。
また、お使いのスマートフォンなどがご使用可能な条件に対応しているかご確認ください。
⇒「シャープクラウドサービスと接続する」 .14ページ

 スケールユニットに接続できない
接続しようとしているスケールユニットが、Bluetooth®でペアリング済みになっていないかご
確認ください。
すでにペアリング済みの場合は、お使いのスマートフォンの「設定」からBluetooth®のペアリ
ングを解除したうえで、再度、接続をお試しください。
⇒「アプリの初期設定をする」 .16ページ
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仕様
■ ペットケアモニター

形名 HN-PC001
サイズ
（幅×奥行×高さ）

全体（上部ユニット＋スケールユニット）：約380mm×約576mm×約210mm
（取っ手部含む）
上部ユニット：約380mm×約576mm×約188mm（取っ手部含む）
スケールユニット：約263mm×約424mm×約50mm

重量 全体（上部ユニット＋スケールユニット）：約4kg
上部ユニット：約2.4kg
スケールユニット：約1.6kg

定格電圧／周波数 AC.100V.50/60Hz
定格消費電力 5W
無線LAN IEEE802.11b/g/n.（2.4GHz）
Bluetooth® 4.2
センサー 重量センサー（体重計測用）、重量センサー（尿計測用）、温度センサー
計測可能な愛猫の体重 1kg～10kg

※1kgに満たない場合や10kgを超える大きさの場合には正しい計測ができません。
重量センサー（尿計測
用）の最大計測重量

2,000g

動作温湿度範囲 5℃～40℃.85％ RH以下（結露なきこと）

■ ACアダプター
形名 HN-PCA01
入力 AC.100V.50/60Hz.0.2A
出力 DC.5V.1A
サイズ.
（幅×奥行×高さ）

約52mm×約24mm×約38mm（電源プラグ、突起部除く）

ケーブル長 約2m
重量 約55g

■ ペットケアモニター用チップ
素材 天然ひのき
容量 2.5L
使用期間の目安 愛猫1匹の場合：1袋で約1ヶ月

愛猫2匹の場合：1袋で約2週間

■ ペットケアモニター用シート
素材 綿状パルプ、高分子吸収材、吸水紙、ポリエチレンフィルム、ポリオレフィン不織布、

ホットメルト接着剤
サイズ（外寸） 約430mm×約290mm
容量 1枚
使用期間の目安 愛猫1匹の場合：1枚で約3日～4日間

愛猫2匹の場合：1枚で約1日～2日間

• 製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。
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保証とアフターサービス
修理を依頼されるときは

「こんなときは」 .27～.28ページ を確認してください。それでも異常があるときは、使用をやめて、
必ずACアダプターをコンセントから抜き、「お問い合わせ先」にご連絡ください。 .31ページ

アフターサービスについて
本製品では取扱説明書に保証書が付属しています。 裏表紙
• 保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたします。内容をよくお読みのうえ、大切に
保管してください。

保証期間は、お買いあげの日から1年間です。
• 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
• 保証対象はスケールユニット、ACアダプターとなります。
• 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
• 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ
• 修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。
技術料 故障した製品の修理、調整、点検などに要した料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。
送料 故障した製品の引き取り発送費用、および代引き手数料です。

補修用性能部品の保有期間
• 当社は、ペットケアモニターの補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

知的財産権などについて
■ソフトウェア構成
本製品に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複
数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されており、その著作権者が義務付けているラ
イセンス表示については、ペットヘルスケアサポートページに掲示しています。

商標／登録商標について
• Bluetooth®は、Bluetooth.SIG,Inc.の登録商標です。
• Google、Android、Google.Playは、Google.Inc..の商標です。
• QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
• iPhone.の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。.
iPhone、iPod、iPadはApple.inc..の登録商標です。TM.and.©.2011.Apple.Inc..All.rights.reserved.
• Apple.はApple.Inc..の商標です。
• iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
掲載内容は2018年7月現在のものです。
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• お買いあげの販売店、または「お問い合わせ先」からお買い求めください。 .31ページ
• お買い求め／お問い合わせの際は、各部品の形名をご連絡ください。

個体識別バッジ
形名：HN-PM001

交換用部品
ペットケアモニター交換用上部ユニット
形名：HN-PC503
※スコップ付属

消耗品
ペットケアモニター用チップ.
（2.5L）
形名：HN-PC501

ペットケアモニター用シート.
（20枚入り）
形名：HN-PC502

お問い合わせ先のご案内

別売品について

修理・使いかたなどのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は下記窓口
にお問い合わせください。

お問い合わせ先
■コールセンター
電話番号 050-3852-5211
受付時間 10:00～17:00（年末年始を除く）
■ペットヘルスケアサポートページ
https://pethealthcare.sharp.co.jp/support/

スマートフォンや
携帯電話はこちらから.
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シャープ株式会社 本 社 〒590-8522.大阪府堺市堺区匠町1番地

TINSJB334AFZZ.21A
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