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版数 発行日 改定内容

Ver.1.0 2018年5月18日 初版発行

Ver.1.1 2018年10月19日 「Siriショートカット設定」追加

Ver.1.2 2020年1月10日 アプリ更新（2.41.1）に伴う画面表示修正

Ver.1.3 2020年7月 アプリ更新（2.68.0）に伴う画面表示修正

Ver.1.4 2022年7月6日 アプリ更新（2.99.0）に伴う画面表示修正
スマートスピーカー設定方法追記

本ガイドのバージョンについて
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 本マニュアルはiPhoneの画面で説明していますが、
Android端末も概ね同じ流れになります。

 OSやアプリのバージョンアップに伴い、本掲載内容が実
際のものと異なる場合がございます。
ご了承ください。

 Tileのご利用にはスマホのBluetooth接続、位置情報
へのアクセス権限が必要です。

はじめに
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アプリのインストール

①アプリマーケットより「tile」と入力後検索してください。
または、下記アイコンのクリック/QRコードにて
インストールをしてください

• iPhone／iPadの方

• Androidスマートフォン/タブレットの方

目次に戻る

https://itunes.apple.com/jp/app/tile-find-lost-keys-phone/id664939913
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thetileapp.tile&hl=ja
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セットアップとペアリング

①[新規登録]をタップ ②[Tileを起動]をタップ

③Tileアカウントを作成します
任意のメールアドレスとPWを入力
確認事項に✔を入れ、[新規登録]をタップ

iPhone (Tile v2. 99.0)

目次に戻る
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セットアップとペアリング

④メールアドレス認証を行います

⑤Bluetooth接続を許可

Tile から届くメール内の
‟Emailを認証”をタップしてく
ださい。自動アクティベーショ
ンが実行されますが、うまくい
かない場合は、メール記載の
6 桁の番号を入力してくださ
い。この画面が表示されない
場合は次へ進んで下さい。

Tileから届く
メールサンプル

iPhone (Tile v2. 99.0)

目次に戻る
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セットアップとペアリング

⑦お手元のTileのボタン
を1回押して[次へ]をタップ

⑧Tileをスマホの隣に
置いてしばらくお待ちください

⑨有効化されたら[次へ]をタップ

目次に戻る

iPhone (Tile v2. 99.0)
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セットアップとペアリング

⑩付けたいアイテムを選択 ⑪試しに探してみましょう

⑫Tileがなったら[完了]をタップ ⑬次にTileのボタンを二回押して
スマホを鳴らしてみましょう

目次に戻る

iPhone (Tile v2. 99.0)
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セットアップとペアリング

⑭スマホが鳴ったら[OK]をタップ ⑮Tileのプッシュ通知許諾を設定します

⑯快適にご利用頂くために許可を
推奨しています

⑰Premiumをトライアルされる方はこちらから、今は
不要であれば×をタップします

目次に戻る

iPhone (Tile v2. 99.0)
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セットアップとペアリング

⑱スマホの位置情報へのアクセスを許可してください。[1度だけ許可]→[常に]を順に選択します
設定が済んだら、Tileアプリに戻ってください

⑲位置情報の設定が完了したら
[完了]をタップします

⑳セットアップとペアリングが完了しました！

目次に戻る

iPhone (Tile v2. 99.0)
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譲渡

①譲渡したいTileの画像
をタップして開きます

③[Tileを譲渡]をタップ

②メニューを下にスクロールして、[追加オプション]を開きます

④譲渡する方の Tileアカウント（メールアドレス）を
入力後、[実行する]をタップすれは完了です

譲渡が完了すると、元
の持ち主は利用できな
くなります
譲渡を受ける方のアプ
リで、利用できるように
なっているかご確認くだ
さい

【事前準備】譲渡したい方に Tile アプリのインストールおよびセットアップ、アカウント作成まで
準備していただいてください（ Tileをお持ちで無くても可能です）。

目次に戻る
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共有

①共有したいTileの画像
をタップして開きます

③共有したい相手のTile アカウント（メールアドレス）を入力後[共有します]をタップすれば完了です

②メニューを下にスクロールして、[共有無制限]を開きます

【事前準備】共有したい方に Tile アプリのインストールおよびセットアップ、アカウント作成まで準備
していただいてください（ Tileをお持ちで無くても可能です） 。

共有されていることが
確認できます

 Tile との接続は 1 対 1 です 2 つのスマホから同時に音を鳴ら
したりすることは出来ません

 別のスマホで Tile を探すには、片方のスマホの Bluetooth 
接続が切れている必要があります

目次に戻る



13

共有を解除

①共有解除したいTileの画像
をタップして開きます

③右上の[編集]をタップ

②メニューを下にスクロールして、[共有無制限]を開きます

共有はした人、された人、いずれからも解除が可能です

④赤いマークをタップ ⑤[共有取り消し]をタップすれ
ば完了です

 共有したユーザーからの解除方法

目次に戻る
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共有を解除

①共有解除したいTileの画像
をタップして開きます

③[解除]をタップすれば完了です

②メニューを下にスクロールして、[共有されています]をタップ

共有はした人、された人、いずれからも解除可能です

 共有されたユーザーからの解除方法

目次に戻る
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Tile の非表示設定

①非表示にしたいTileの画像
をタップして開きます

③[Tileを非表示]をタップすれば完了です

②メニューを下にスクロールして、[追加オプション]を開きます

使用していない Tile や制限数量以上の Tile を接続している場合、使わない Tile を画面から
非表示にすることが出来ます。（非表示にするとBluetooth 接続はされません）。

④ホーム画面に戻ると、
「カギ」が見えなくなりました

目次に戻る
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Tile の再表示の設定

③該当Tileの[表示]をタップすれば完了です

①右上の設定を開きます

④ホーム画面に戻ると、
「カギ」が表示されています

非表示にしたTileを元に戻します

②[非表示Tileを管理する]をタップ

目次に戻る
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スマートスピーカー対応

「Amazon Alexa」や「Google アシスタント」搭載の スマートスピーカーに呼びかけて Tile を鳴らしたり、 スマートフォン
を鳴らしたりすることができます

目次に戻る
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Amazon Alexa設定方法
事前にTileアプリでTile製品のご登録がお済の方は以下の手順で
Alexaアプリとの連携を実施ください。

①「Amazon Alexa」アプリ右下の[そ
の他]をタップします。

②[スキル・ゲーム]をタップします ③画面右上の眼鏡のアイコンを
タップします

④「Tile」または「tile」と入力して
[search]ボタンをタップします

※日本語で「タイル」と入力しても
検索できません。

⑤検索結果の一覧の「Tile」を選択してタップし、開いた画面で
[ENABLE TO USE]をタップして有効にします。

目次に戻る
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Amazon Alexa設定方法
⑤開いた画面で[SETTINGS]
をタップします。

⑥開いた画面で[ENABLE TO 
USE]をタップして有効にします。

⑦「Tileへようこそ」のログイン画面が表示さ
れます。ログインボタンをタップします。
※ご注意：Facebookでログインは現在
ご利用いただけません。

⑧Tileのメールアドレスとパスワードを
入力して[ログイン]をタップします。

⑨Alexa連携成功の画面（左）がでたら、[完了]を押して閉じます。次に
[SAVE PEMISSIONS]をタップして、AlexaがTileアプリの連携を許可します。

目次に戻る
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Amazon Alexa設定方法
⑪ Tileデバイスが検出される
のを待ちます。

⑫現在Tileアプリに登録されている
Tile製品の数が表示されます。[次
へ]をタップします。

⑬設定したいTileを選択して[デバ
イスをセットアップ]をタップします。

⑩[DISCOVER DEVICES]
をタップしてTileアプリに登録さ
れているTileデバイスを検索開
始します。

※これ以降、[次へ]をタップして⑪の画面が
表示されたら、残りのTile製品を選択する
作業を繰り返し実施ください。

⑬1製品についてセットアップができました。

目次に戻る
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Amazon Alexa利用方法

あなた Alexa

アレクサ、鍵を鳴らして 鍵、ですね。

はい 鍵を鳴らしています。
（5秒ほどして鳴る）
※Tileアプリで「鍵」で登録しているものが
鳴ります。

 Tileを鳴らす

 スマートフォン/スマホを鳴らす
あなた Alexa

アレクサ、スマートフォンを鳴らして

※「スマートフォン」「スマホ」どちらでも呼
び出すことができます

〇〇さんのスマートフォンのアレクサアプリ
に発信しています。
（5秒ほどでスマホが鳴ります。）
※サイレントモードの場合はサイレントモード
のままとなります。
※サイレントモードでも鳴らす場合は、Tile
本体の中央を2回クリックしてスマートフォン
を呼び出すことが可能です。

 Tileの最後に検知した住所の読み上げ
あなた Alexa

アレクサ、タイルで鍵の場所を教えて
※「タイルで」と加えた方がアレクサとのやり
取りが短縮されます

あなたの鍵が最後に日本、（住所を読
み上げる）、、、〇分前に検知されまし
た。鍵を鳴らしますか？

はい （5秒ほどして鳴る）
鍵を鳴らしています。

例では「鍵」にしておりますが、「ワイ
ヤレスイヤホン」などご登録されている
名称で呼びかけてください。

目次に戻る
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Googleアシスタント設定方法
事前にTileアプリでTile製品のご登録がお済の方は以下の手順で
Google Home アプリとの連携を実施ください。

①Google Homeのアプリを立
ち上げ、左上「＋」をタップします。

④右上の虫眼鏡アイコンをタッ
プします。

② [デバイスのセットアップ]を
タップします。

⑤「Tile」または「tile」と縫入力して、[検索]をタップします。
※日本語で「タイル」と入力しても検索できません。

③ [Googleと連携させる]
をタップします。

自宅のGoogle Home

目次に戻る
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Googleアシスタント設定方法
⑥「Tileへようこそ」のログイン画
面が表示されます。ログインボタン
をタップします。
※ご注意：Facebookでログイ
ンは現在ご利用いただけません。

⑦ Tileのメールアドレスとパ
スワードを入力して[ログイン]
をタップします。

⑧ 「Tileをリンクしました。」と
いうメッセージが元の画面下
に表示されます。

目次に戻る
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Googleアシスタント利用方法

あなた Googleアシスタント

Ok Google、鍵を鳴らして はい。鍵を探しています。（5秒ほどして
鳴る）

 Tileを鳴らす

 スマートフォン/スマホを鳴らす：
残念ながらGoogleアシスタントではスマホを鳴らすこと
はできません
※Tile製品中央のロゴを2回クリックしてスマホを鳴らし
てください

 Tileの最後に検知した住所の読み上げ
あなた Googleアシスタント

Ok Google、鍵はどこ？/
Ok Google、鍵を探して

はい。鍵は今日、〇時〇分 日本、
（住所を読み上げる）付近にありまし
た。

例では「鍵」にしておりますが、「ワイ
ヤレスイヤホン」などご登録されている
名称で呼びかけてください。

目次に戻る
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Siri設定方法
事前にTileアプリでTile製品のご登録がお済の方は、iPhone本体の設定よりSiriが利用できるように設定の上、以下の
手順でTileアプリ内のSiriの機能を有効にします。

①Tileアプリを開き、Siriで探した
いTileを選択します。

④呼び出ししたい音声を録音
して[完了]をタップします。

②メニュー下方の[Siriショー
トカット]をタップします。

⑤Siriショートカットの設定がオンになりました。

自宅のGoogle Home

「Hey Siri」の呼びかけでSiri
が起動しない場合

「Hey Siri」が有効になってい
るか以下の手順でご確認くだ
さい

1. iPhone本体の [設定]を開
きます。

2. [Siriと検索]をタップします。

3. 以下の設定が有効になってい
るか確認します。

“Hey Siri”を聞き取る
ロック中にSiriを許可

目次に戻る
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Siri利用方法

あなた Siri

Hey Siri、鍵を鳴らして
※Tileアプリ内のSiriショートカットに設
定した呼び出し方を実施ください

（Appを確認中）分かりました。（5
秒ほどして鳴る）

 Tileを鳴らす

例では「鍵」にしておりますが、「ワイ
ヤレスイヤホン」などご登録されている
名称で呼びかけてください。

目次に戻る
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