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ロケット団だけでなく、みんなの行く手にはさまざまなトラブルが待ち受けています。
みんなが楽しくニコニコとゲームを楽しめるように、以下のことについて協力してね！

2016/07/20 発行
2016/07/21 修正

このチラシは改変をしない範囲で、印刷
配布などに自由にお使いください。
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１．個人情報を守ろう

　トレーナー登録するときは、本名と
は違う、いかしたニックネームを付け
ましょう。ニックネームに本名がわか
るものを使うと、あなたを追いかけよ
うとする人が出てくるかも。
　SNS に写真を投稿するときは、家の
近くのものは
やめておきま
しょう。家が
特定されます。
　また写真に
は GPS 情報が
付かないよう
に設定しま
しょう。

家の近くの駅

家から遠い遊園地
ゲット !シェアしよう

!

×

○

ロケット団だけでなく、みんなの行く手にはさまざまなトラブルが待ち受けています。
みんなが楽しくニコニコとゲームを楽しめるように、以下のことについて協力してね！

２．偽アプリ、チートツール注意

　人が多く集まるコンテンツは、悪い
ハッカーには絶好のターゲット！
　マルウェア (≒ウイルス ) 入りの偽ア
プリがあったり、攻撃のいとぐちにな
るチートツールも登場するでしょう。

「裏技があるからここを見て！」とい
うのも罠
かも。
　また、
アプリは
公式スト
アから正
規のもの
を利用し
ましょう。

スマホセキュリティの壁

iPhone Jailbreak Android ルート化

公式アプリストア

ウイルス

マルウェア

３．お天気アプリは必ず入れよう

　外で遊ぶゲームだからこそ、天候に
は十分注意しましょう！
　警報を受信できるお天気アプリを必
ず入れて、警報などが出た場合はハン
ティングはお休みしましょう。
　特に「特別警報」は「ただちに命を
守る行動」
が求められ
ます。
　また海岸
沿いの探索
は、常に避
難場所を気
にかけま
しょう。

ゲーム

してないで

逃げろ！

このチラシは改変をしない範囲で、印刷
配布などに自由にお使いください。
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４．熱中症を警戒しよう

　炎天下を歩き回るときは「熱中症」
を警戒しましょう。熱中症の症状をよ
く勉強して理解し、定期的に日陰での
休憩や、塩分を含む水分摂取を行いま
しょう。水だけを飲んでいては×です。
　帽子や日傘な
どは有効です。
　汗をかくとき
スマホを服の中
に入れていると
湿気が入ってし
まいますが、み
なさんはスマホ
を手に持つので
大丈夫ですね。

ホントに

こんなとこに

いるの？

５．予備の電池を持とう

　位置情報ゲームは常に GPS 情報を
利用するので、大量に電池を消費しま
す。そのためいつもよりかなり早く電
池切れになってしまいます。
　スマホはゲームだけでなく重要な連
絡手段でもあるので、電池切れで電話
ができなくなったりしないように、予
備の電池 ( モバイルバッテリー ) や充
電器を持ち歩きましょう。
　休憩時にコンセン
トを使わせてもらえ
るなら、きちんと許
可を取ってこまめに
充電を行いましょう。
無断利用はダメです。
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ず入れて、警報などが出た場合はハン
ティングはお休みしましょう。
　特に「特別警報」は「ただちに命を
守る行動」
が求められ
ます。

６．予備の連絡手段を準備しよう

　スマホの電池がなくなって、電話を
かけられなくなった時のために、テレ
フォンカードを持ち、公衆電話の使い
方を調べておきましょう。
　子供たちだけで出かけるときは、迷
子になってしまったときのため、出発
前にパパかママに全身の写真を撮って
もらっておきましょう。
　探して
もらう時
に、特徴
を伝えて
もらいや
すくなり
ます。

あら

電池切れ？
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配布などに自由にお使いください。

しょう。水だけを飲んでいては×です。
　帽子や日傘な　帽子や日傘な
どは有効です。
　汗をかくとき
スマホを服の中
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湿気が入ってし
まいますが、み
なさんはスマホ
を手に持つので
大丈夫ですね。

７．危険な場所には立ち入らない

　すでに開始されている国では、ゲー
ムをやりながら歩いていて、車にひか
れたり、池に落ちたり、蛇にかまれた
り、強盗にあったりという事件が起き
ています。地形や治安が危険な場所に
は立ち入らないようにしましょう。
　国によって
は発砲事件も
起きています
し、カメラを
向けただけで
拘束される場
所もあるので
海外では注意
しましょう。

日本の常識が

＝世界の常識

ではありません
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８．会おうという人を警戒しよう

　ゲームにかこつけて会おうという人
には十分に警戒してください。
　どうしても会わないといけないとき
は、おとなと一緒に行きましょう。
　また人
気のない
場所での
探索は避
けましょ
う。別の
意味での
モンス
ターがい
るかもし
れません。

いいもの
あげるから
二人で会おうよ～

お断り
します !!
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９．歩きスマホは×ですよ

　歩きスマホをしていてたくさんの事
故が起こっています。駅のホームでは
電車に接触してけがをした例もありま
す。歩きスマホは大変危険なのです。
　ゲームにはモンスターが現れるとス
マホが震えるモードもあるそうですか
ら有効活用して、震えたら立ち止まり、
周りを確認してから見るよ
うにしましょう。
　自転車
に乗りな
がらのプ
レイもも
ちろんダ
メですよ。

歩きスマホはしない。

お母さんとの約束よ


		2016-07-21T09:55:25+0900
	Cabinet Secretariat




