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はじめに 

このたびは「インテリジェントホーム（intelligent HOME）」を導入いた

だき誠にありがとうございます。 

 

本書では「インテリジェントホーム」をより快適にお使いいただくため

の専用アプリケーション「インテリジェントホーム アプリ」の設定およ

び使用方法をご説明いたします。 

 

「インテリジェントホーム アプリ」は対応するスマートフォンやタブレ

ットでお使いいただくアプリケーションとなります。お使いのスマート

フォンやタブレットにインストールしてご使用ください。 

 

■対応するスマートフォン、タブレット 

・iPhone/iPad・・・iOS 8.0以降 

・Android スマートフォン/タブレット・・・Android 4.2以降 

 

 

 

記載内容について 

・本書の内容は 2016年 12月現在のものです。 

・本書に掲載している画像はお使いの端末・機種により異なる場合があ

ります。 

・お使いの端末・機種、ソフトウェアのバージョンや時期などによっ

て、本書の説明内容と差異のある場合がございます。その際はお手元に

表示されている実際の内容を優先してご使用ください。 

 

登録商標について 

本説明書に記載されている弊社または他社の社名および商品名・製品

名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

  



インテリジェントホーム アプリ説明書
 

 

 

 

- intelligent HOME Apps Manual - 3/81  

 

【目次】 
 

1. このアプリでできること ........................................................... 5 

1.1. 外出先から家中確認･侵入検知 ...................................................... 5 

1.2. お子さまの帰宅を遠隔で確認 ....................................................... 6 

1.3. ご高齢の家族の見守り ............................................................. 6 

1.4. 留守中のご自宅の様子を履歴で把握 ................................................. 7 

1.5. 自宅玄関の施錠･解錠の状況を確認 .................................................. 7 

1.6. 自宅の家電(照明/空調)を遠隔操作で ON/OFF .......................................... 8 

1.7. ご希望に合わせたルール設定 ....................................................... 9 

2. タッチパネルの基本操作に関して .................................................. 10 

2.1. タップ .......................................................................... 10 

2.2. フリック ........................................................................ 10 

2.3. ピンチアウト .................................................................... 11 

2.4. ピンチイン ...................................................................... 11 

3. 導入(インストールの方法) ........................................................ 12 

3.1. ANDROID端末をお使いの方 .......................................................... 12 

3.1.1. 「Playストア」を開く ..................................................... 12 

3.1.2. 「Playストア」でアプリを検索 .............................................. 13 

3.1.3. アプリのインストールを開始する ............................................ 13 

3.2. IOS端末をお使いの方 ............................................................. 15 

3.2.1. 「App Store」を開いてアプリを検索 ......................................... 15 

3.2.2. アプリのインストールを開始する ............................................ 16 

4. 「インテリジェントホーム アプリ」を使ってみる ................................... 17 

4.1. ログイン方法 .................................................................... 17 

4.1.1. 「ユーザー名」と「パスワード」の入力 ...................................... 17 

4.1.2. 「ユーザー名」と「パスワード」を記憶させる ................................ 18 

4.1.3. ログイン画面の【設定】について ............................................ 19 

4.2. ホーム画面（ホームページ）について .............................................. 20 

4.2.1. 画面の表示について ........................................................ 20 

4.2.2. ページの種類について ...................................................... 21 

4.2.3. 画像表示エリア ............................................................ 22 

4.2.4. モードスライド変更バー .................................................... 22 

4.2.5. 設定ボタン ................................................................ 23 

4.2.6. ホームボタン .............................................................. 24 

4.2.7. お知らせバッジ ............................................................ 24 

4.3. 機能を使ってみましょう .......................................................... 25 

4.3.1. 設定ボタンを開く .......................................................... 25 

4.3.2. 設定項目について .......................................................... 26 

4.3.3. カメラをみてみましょう。 .................................................. 27 

4.3.4. センサーをみてみましょう .................................................. 29 

4.3.5. 履歴をみてみましょう ...................................................... 31 



  Android・iOS モバイルデバイス用アプリ （CardUI バージョン） 

 

 

 4/81 © 2016 intelligent HOME® 

 

4.3.6. クラウドサービス（家電コントローラー）をみてみましょう .................... 32 

5. ルールの設定 .................................................................... 33 

5.1. ルールとは？ .................................................................... 33 

5.2. ルール設定の組み合わせ .......................................................... 33 

5.3. ルールの新規登録 ................................................................ 35 

5.3.1. 新規ルールを作成する ...................................................... 35 

5.3.2. 曜日の設定方法 ............................................................ 36 

5.3.3. 時間の設定方法 ............................................................ 36 

5.3.4. モードについて ............................................................ 39 

5.3.5. メール送信を設定する ...................................................... 40 

5.3.6. ルールの登録数について .................................................... 42 

5.3.7. ルールの有効／無効について ................................................ 42 

5.3.8. ルールの削除 .............................................................. 45 

5.4. ルールの登録例 .................................................................. 46 

5.4.1. （登録例１）外出先から自宅内の不審な動きを検出→侵入者対策･防犯 ........... 46 

5.4.2. （登録例２）お子さまの帰宅を勤め先で確認→お子さま見守り設定 .............. 50 

5.4.3. （登録例３）ご両親の安否確認→ノンイベント見守り設定 ...................... 55 

5.4.4. （登録例４）徘徊高齢者の外出検知→特定時間帯のドア･窓センサー ............. 59 

6. 便利な使い方：ページを使いこなす ................................................ 62 

6.1. ホームページの編集 .............................................................. 62 

6.1.1. 表示位置の変更 ............................................................ 62 

6.1.2. 表示する写真／ビデオの選択 ................................................ 63 

6.1.3. 新しい項目の表示 .......................................................... 64 

6.2. 新しいページを登録する .......................................................... 65 

6.2.1. 新しいページをつくってみよう .............................................. 65 

6.2.2. 登録したページの名称変更・削除 ............................................ 67 

6.2.3. 各ページの表示を確認する .................................................. 69 

7. 家電コントローラーの機器登録内容変更 ............................................ 70 

7.1. 宅内利用ルーターの変更 .......................................................... 70 

7.2. リモコンデータの自動登録（変更） ................................................ 73 

7.3. リモコンコードの個別学習 ........................................................ 77 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



インテリジェントホーム アプリ説明書
 

 

 

 

- intelligent HOME Apps Manual - 5/81  

 

1. このアプリでできること 

「インテリジェントホーム アプリ」（以下、本アプリ）をお使いのスマ

ートフォンやタブレットにインストールしてください。本アプリを使っ

て「インテリジェントホーム」の機能を活用することで、ご自宅やご家

族をより安全に見守ることができます。 

1.1. 外出先から家中確認･侵入検知 

外出中に、本アプリで家の中の各種センサーの状態を確認したり、IP カ

メラでご自宅の様子を確認したりすることができます。 

たとえば、インテリジェントホームで戸締まりをしておけば、外出中に

宅内に侵入されても、自動

で撮影した写真やビデオを

お客さまにメールで送りお

知らせします。 

女性の一人暮らしなど、ひ

とりで帰るのが怖い場合な

ども、家の様子が外から確

認できるので安心です。  
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1.2. お子さまの帰宅を遠隔で確認 

留守中のお家にお子さまがひとりで

帰宅したとき、自動的に写真や動画

に撮影してご家族にメール送信でお

知らせいたします。 

お勤め先やお出かけ先でお子さまの

帰宅を確認することができるので、

お仕事や用事にも差し障りなく、安

心して大切なお子様を見守ることが

できます。 

 

 

1.3. ご高齢の家族の見守り 

ご高齢の家族の様子が心配な場合、インテリジェントホームがあれば、

一定時間、家のドアや窓の開閉がされなかった場合、センサーが検知し

て通知メールでお知らせす

ることができます。 

 

撮影の必要がないのでプラ

イバシーに配慮した、やさ

しい見守りを実現できま

す。 
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1.4. 留守中のご自宅の様子を履歴で把握 

各種センサーの検知結果、IP カメラの撮影などは

すべて履歴として記録されます。 

すぐに確認できなかった内容も後から一覧で確認

することができるのでご多忙の方でも安心です。 

 

 

 

 

1.5. 自宅玄関の施錠･解錠の状況を確認 

「インテリジェントホーム スマートロック（電

子錠）」を契約されている場合は、ご自宅の玄関

が施錠されているかどうかを外出先から確認する

ことができます。 万一、鍵の掛け忘れがあれ

ば、遠隔操作で施錠することも可能です。 
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1.6. 自宅の家電(照明/空調)を遠隔操作で ON/OFF 

外出先で、遠隔操作で照明を点灯・消灯することができます。 

消し忘れの消灯はもちろん、外出中に照明を ON/OFF させることで防犯に

役立てることもできます。 

また、ご自宅のエアコンを遠隔操作でつけたり消したりができます。 帰

宅前に外からエアコンを操作しておけば、暑い夏も寒い冬も、快適な室

温のご自宅に帰ることができます。 

照明器具の操作はスマートライトを使う方法と家電コントローラーを使

う方法の２パターンが存在します。 
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1.7. ご希望に合わせたルール設定 

本アプリの最大の特徴のひとつは、各種センサーや IP カメラを組み合わ

せて、お客さま独自のルールを作成できることです。 

検知の作動する時間帯や、写真やビデオ撮影の有無、誰に知らせるか、

などのルールを自由に組み合わせて登録することができます。 

ルールについての詳しい説明は、33 ページの『5.ルールの設定』を御覧

ください。 
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2. タッチパネルの基本操作に関して 

設定に入る前に、スマートフォンやタブレットなどのタッチパネルの基

本操作の呼び方を紹介します。本書ではタッチパネル操作が必要な場

合、以下に紹介する呼び方で記載しています。 

2.1. タップ 

画面上のアイコンやボタンなど、任意の場所を指先でポンと押す操作を

「タップ」と呼びます。 選択や決定をする際におこないます。 

マウス操作で言うところの、左クリックに相当します。 

2.2. フリック 

画面に触れた指を払うように、スライドさせて、すぐに指を離す操作を

「フリック」と呼びます。画面を左右にめくってページやカードを移動

するときに使用します。 
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2.3. ピンチアウト 

親指と人差指の両方を画面上に触れて、指の間を広げます。 

本アプリでは、リアルタイムで撮影されている動画の一部を拡大したい

ときなどにも、「ピンチアウト」して大きな画像で参照することができま

す。 

 

2.4. ピンチイン 

親指と人差指の両方を画面上に触れて、指の間を狭めます。  

「ピンチアウト」して一部を拡大した動画などを元の大きさに縮小して

全体を参照する場合などに「ピンチイン」を使います。 
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3. 導入(インストールの方法) 
本アプリの各機能をご利用になるには、最初にお使いの端末(スマートフォンや

タブレットなど)にアプリをインストールする必要があります。 

お使いの端末によってインストール方法が異なります。 

 

●Android端末をお使いの方→下記「3.1.Android端末をお使いの方」へお進み

ください。 

●iPhone、iPadなどの iOS端末をお使いの方→14ページ「iOS端末をお使いの

方」へお進みください。 

3.1. Android端末をお使いの方 

Android 端末をお持ちの方は Google Play ストアから「インテリジェント

ホーム アプリ」をダウンロードして、端末にインストールしてくださ

い。 

 

3.1.1. 「Playストア」を開く 

お使いの Android 端末のホーム画面にある 「Playストア」アイコンをタッ

プし、「Play ストア」を開きます。  

 

※ホーム画面に「Playストア」アイコンが見当たらない

場合： 

「ドロワーアイコン」をタップしてください。 表示

されたアプリ一覧の中から 「Play ストア」アイ

コンをタップします。 

 

 

 

 

  

Google Playストアのご利用には Googleアカウントが必要になります。 

Googleアカウントをお持ちでない方は「Playストア」アプリ起動後の「アカウントの作成」から登

録ができます。 

Googleカウントの登録についてご不明な点は Google社にお問い合わせください。 
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3.1.2. 「Playストア」でアプリを検索 

「Playストア」で「インテリジェントホーム アプリ」を検索します。 

 

①画面右上隅の ボタンをタップして、検索ボックスに「インテリジェントホー

ム」もしくは「intelligent HOME」と入力してください。 

 

②候補の中に右図のような「インテリジェントホーム ア

プリ」アイコンが出てきます。 

「インテリジェントホーム」アプリは無料アプリです。 

 

③「インテリジェントホーム アプリ」アイコンをタップしてください。 

 

 

3.1.3. アプリのインストールを開始する 

①アイコンをタップすると、右図のような画面が開きま

す。 

開いた画面が「インテリジェントホーム アプリ」のペー

ジであることを再確認して       ボタンをタッ

プしてください。 

 

②アクセス権限の画面がポップアップします。 

内容をご確認のうえ、  ボタンをタップしま

す。 
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③同意後、アプリのインストールが開始します。 

インストールには数分かかる場合があります。インストールが完了すると、ホーム

画面に「インテリジェントホーム アプリ」起動用のアイコンが作成されます。 

 

※アプリのアイコンが作られていない場合： 

ドロワー画面から選択してアイコン登録するか、ドロ

ワー一覧から直接起動するようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

インストールが終了したら、16 ページ『4.インテリジェントホーム アプリを使って

みる』へ進み、実際にアプリを使ってみましょう。 
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3.2. iOS端末をお使いの方 

Appleの iPhone や iPad など iOS端末をお持ちの方は、「App Store（アッ

プストア）」から「インテリジェントホーム アプリ」をダウンロードし

て、端末にインストールしてください。 

 

 

 

 

 

3.2.1. 「App Store」を開いてアプリを検索 

「App Store」で「インテリジェントホーム アプリ」を検索します。 

①検索ボックスに「インテリジェントホーム」もしくは「intelligent HOME」と入

力してください。 

 

②候補の中に右図のような「インテリジェントホーム ア

プリ」アイコンが出てきます。 

「インテリジェントホーム」アプリは無料アプリです。 

 

③「インテリジェントホーム アプリ」アイコンをタップ

してください。 

 

 

 

 

App Storeのご利用には Apple IDが必要です。 

Apple IDをお持ちでない方は下記（Ａ）（Ｂ）いずれかの方法で登録してください。 

（Ａ）端末の［設定］を選択→［iTunes/App Store］を選択→［Apple IDを新規作成］から登録 

（Ｂ）「インテリジェントホーム アプリ」検索後の Apple ID入力画面で［Apple IDを新規作成］

を選択して登録 

Apple IDの登録についてご不明な点は Apple社にお問い合わせください。 
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3.2.2. アプリのインストールを開始する 

①アイコンをタップすると、右図のような画面が開き

ます。 

開いた画面が「インテリジェントホーム アプリ」のペ

ージであることを再確認して、       ボタンをタップ

してください。 

 

②Apple ID の入力画面が立ち上がります。必要な情報

を入力してください。 

※Apple ID をお持ちでない方は「Apple ID を新規作成」ボタンをタップして、

Apple IDの新規登録をしてください。 

 

③Apple ID入力後、 ボタンが表示されます。このボタンをタップして

ください。 

 

④アプリのインストールが開始します。インストールには数分か

かる場合があります。インストールが完了すると、ホーム画面に

右図のような「インテリジェントホーム アプリ」起動用のアイ

コンが作成されます。 
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4. 「インテリジェントホーム アプリ」を使ってみる 

「インテリジェントホーム アプリ」を起動します。お使いの端末のホー

ム画面にできた アイコンをタップしてください。 

 

4.1. ログイン方法 

4.1.1. 「ユーザー名」と「パスワード」の入力 

① アイコンをタップするとログイン画面が表示されます。 

 

②「ユーザー名」と「パスワード」を入力します。 

 

「ユーザー名」・・・インテリジェントホームの機器設置

後にお客さまご自身が設定された「ID」 

「パスワード」・・・インテリジェントホームの機器設置後

にお客さまご自身が設定された「パスワード」 

 

※機器設置前に発行した「仮 ID」と「仮パスワード」ではログインできません。 

※パスワードはセキュリティのため「・・・・」のように文字が隠された状態で表

示されます。 

 

③入力が完了したら、 ボタンをタップしま

す。 
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ログイン時にエラーメッセージが出る場合： 

入力した「ユーザー名」や「パスワード」が登録されたもの

と異なる場合、右図のようなエラー画面が表示されます。 

右上の「×」ボタンをタップすると元の入力画面に戻りま

す。 

大文字と小文字、全角と半角の誤りに注意して再度｢ユーザー

名｣と「パスワード｣をご入力ください。 

 

4.1.2. 「ユーザー名」と「パスワード」を記憶させる 

ログインに必要な「ユーザー名」と「パスワード」は記憶させておくことも可能で

す。パスワードを記憶させておくと次回以降のログインが簡単に行えます。 

パスワードを記憶させたい方は下記の方法で設定してくださ

い。 

 

① ユーザー名、パスワードを入力後、「ログイン状態を保

持」にチェックをし、ログインします。 

 

 

② ホームページ右下隅にある「設定ボタン」をタップして表

示される「システム管理」のログイン設定が 

の状態になっているのが確認できます。 

 

これで、パスワードが保存されました。 

次回以降のログイン時には既に「ユーザー名」と「パスワー

ド」が入力された状態になっていますので、「ログイン」ボタ

ンをタップするだけで、ログインが可能になります。 
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4.1.3. ログイン画面の【設定】について 

ログイン画面の から開いた主な項目については下記をご参照くださ

い。 

【表 1. アプリの設定項目とその内容】 

 

■設定ボタンの区別 

・・・「有効」または「ON」の状態です。 

・・・「無効」または「OFF」の状態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示されている項目名 内 容 

ON：華氏 OFF：摂氏 温度表示を選択します。 

日本で一般的に使われている「摂氏」で表示する場合

は設定スイッチを「OFF」にしておきます。 

サービスのご案内 ご契約いただいているケーブル局のリンク一覧 

サービス項目と条件 ご契約いただいているケーブル局のリンク一覧 

お客様サポート 設定ガイドをブラウザーで参照できます。 
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（※タブレットなど「横画面」のイメージ） （※スマートフォンなど「縦画面」のイメージ） 

4.2. ホーム画面（ホームページ）について 

ログイン後、はじめに表示される画面がお客さま専用のホーム画面（ホ

ームページ）です。 

 

 

 

 

 

4.2.1. 画面の表示について 

画面はお使いの機種によって、「縦画面」もしくは「横画面」で表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端末ごとの最適な表示方法をアプリが自動認識するため、お客さまご自身で縦向き

や横向きに変更することはできません。 

※基本的な構成は「縦画面」「横画面」共にほとんど変わりません。 

 

 

 

 ■「ページ」という呼び方について 

本アプリでは、使用頻度の高い項目をまとめた画面のことを「ページ」と呼んでいます。 

はじめに表示されるこの画面は本アプリでは「ホームページ」となります。 

以下、ホーム画面は「ホームページ」という呼び方で説明させていただきます。 
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4.2.2. ページの種類について 

 

主なページは、以下のとおりです。 

【表 2. ページの種類】 

ページの名称 内 容 

ホームページ ログイン後はじめに表示されるページです。画面下にある「編集」ボタ

ンから表示項目やレイアウトの変更が可能です。 

※詳しい編集方法は、63ページの『6.2 ホームページの編集』を参照 

センサーページ 接続しているセンサー機器の一覧を参照できます。 

「ドア」や「モーション」などの各センサーをタップすると、取り付け

られている個々のセンサーが表示できます。  

 になっているときは、センサーが「有効」で検知可能な状態で

す。 

 にすると、一時的にセンサーを「無効」（ルール発動しない状

態）にできます。 切り替えは、このスイッチを指でタップすると、交

互に切り替わるようになっています。 

また、個々のセンサー名をタップすると、そのセンサー内部の温度や、

バッテリーの電圧、センシングデータの無線信号強度を表示できます。 

 

家電コントロー

ラー 

家電コントローラの操作画面を参照できます。 

カメラ カメラ名をタップすると、接続しているカメラの画像をほぼリアルタイ

ムで表示する画面に切り替わります。 

投影された映像は、ピンチアウト／ピンチインにより、ズームインした

り、ズームアウトしたりすることが可能です。ズームインすると、画像

の一部を拡大できますが、その分、画質は粗くなります。 

投影中の映像を「ビデオを撮る」ボタンや、「写真を撮る」ボタンをタ

ップすることで、任意に撮影・記録することができます。 また過去に
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撮影された写真やビデオを一覧から再生させたり、それを「保存」「削

除」することもできます。 

保存した写真や映像は、Android では「ギャラリー」、iOSでは「写真」

の機能からご覧いただくことも可能です。 

スマートロック 施錠、解錠の設定が行えます。 

スマートライト スマートライトを操作できます(ON/OFF/調光) 

モード変更 「在宅」「外出」「夜間」「休暇」の４つのいずれかにモードを変更する

ことができます。 

 

4.2.3. 画像表示エリア 

ホームページに「写真／ビデオ」を表示させることができるエリアです。 

 

■表示させることができる「写真／ビデオ」 

・インテリジェントホームで設置した IPカメラで撮影中のリアルタイムに近い写

真・ビデオ 

・お使いの端末に保存済みの写真 

・お使いの端末で、その場で撮影したばかりの写真 

など 

 

複数の「写真／ビデオ」を表示させることも可能です。 

 

★表示させる「写真／ビデオ」の詳しい設定・変更方法については 63ページの

『6.1.2.表示する写真／ビデオの選択』をご覧ください。 

 

4.2.4. モードスライド変更バー 
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本アプリの便利な機能のひとつである「モード」設定を簡単

に確認・変更できるエリアです。 

 

このエリアのマークを変更することで「外出中」「在宅中」な

どのモード変更を素早く切り換えられます。 

 

★「モード」についての詳しい説明は 39ページの『5.3.4.モ

ードについて』をご覧ください。 

 

 

 

4.2.5. 設定ボタン 

ホームページ右下隅にある ボタンが「設定ボタン」で

す。 

 

各機器の管理、表示の管理、アカウントの設定、通知先のメー

ルアドレス登録など、本アプリ特有の様々な機能の確認や設定

を行う際に使用します。 

 

★「設定」についての詳しい説明は 24 ページの『4.3.1.設定

ボタンを開く』をご覧ください。 
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4.2.6. ホームボタン 

ホームページの左下隅にある ボタンが「ホームボタン」

です。 

 

「ホームボタン」をタップすると、ホームページに表示させる

項目の変更や画面レイアウトを変更することができます。 

 

★詳しい編集方法については 61ページの『6.1.ホームページ

の編集』をご参照ください。 

 

 

 

4.2.7. お知らせバッジ 

ホームページのカメラ画像となりにある△マークが「お知らせ

バッジ」です。 

 

センサーの故障やバッテリー不足など、早急な確認・対応が必

要なお知らせがある場合、この位置に赤いバッジが表示されま

す。 

バッジについている数字は、お知らせの数を表しています。赤

いバッジが表示されている際は必ずタップして、詳しい内容を

確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 ■バッテリー切れの警告： 

バッテリー不足の警告も「お知らせバッジ」に届きます。バッテリー不足を警告された場合、1週

間以内を目処にバッテリーの交換をするようにしてください。 

バッテリーが不足した状態、もしくはバッテリーがゼロになると、インテリジェントホームは正

常に機能できませんので、ご注意ください。 
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4.3. 機能を使ってみましょう 

本アプリの様々な設定や、表示の管理などはホームペー

ジ右下隅にある「設定ボタン」から操作することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. 設定ボタンを開く 

① ホームページ画面の右下にある ボタンをタップしてください。 
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②右図のようなメニュー項目が開きます。 

開いたメニューの各項目をタップすることで、各種設定、表示

の管理などが行えます。 

（表示される項目はお使いの端末・機種によって異なります） 

 

 

 

 

4.3.2. 設定項目について 

設定ボタンに配置されている主な項目については下記を参照してください。 

 

【表 3. ページのメニュー項目】 

項 目 内 容 

機器の管理 アプリと連動させる機器やセンサーを追加登録したり、名称の編集、登録情報の

削除などが行えます。 

表示の管理 お客さまオリジナルの画面（ページ）を最大７枚まで新規登録することができま

す。頻繁に参照する項目を１枚のページの中に見やすくレイアウトしておくこと

で、必要な情報に素早くアクセスすることが可能になります。 

ページの追加・編集方法については、68ページの『6.3.新しいページを登録す

る』をご覧ください。 

 

アカウントの設定 お客さまご自身の登録情報、１日あたりに保存可能な写真／ビデオの最大数、お

よび現在の使用数などがご確認頂けます。またログインユーザー名の変更やパス

ワードの変更が行えます。 

※ 新しいユーザー名・パスワードを忘れないようにご注意ください。 

連絡先の管理 異常検知の場合などに通知するメールアドレスなどの追加登録・削除ができま

す。 追加する場合は ボタン、  編集する場合は ボタンをタップし

ます。 
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4.3.3. カメラをみてみましょう。 

① ホームページから「カメラ」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

1つ目の連絡先は必須項目です。編集は可能ですが削除できません。 

※「ルール」の通知先として登録しているメールアドレスを削除すると、そのメ

ールアドレスでは通知を受けられなくなるのでご注意ください。また通知先に登

録していたメールアドレスを別のメールアドレスで新しく上書きした場合、設定

していた通知は編集後のメールアドレス宛に届きます。 

※現在は電話番号のシステムは使用しておりません。 

 

システム設定 ログイン画面の ボタンをタップした時に表示されるもの

（4.1.3 18 ページ）に次の 3項目が追加されています。 

ログアウト・・・ログアウトできます。 

ログイン状態を保持・・・「オン」に設定すると、次回以降パスワードの入力な

しでログイン可能です。 

 PINコード・・・無効ボタンをタップすると、PINコードが入力できる画面に切

り換わります。 PINコードを入力し終えると、ボタンが有効に変わります。戻し

たいときは、有効タップして、画面の指示に従います。 

 

使い方 インテリジェントホームの機能の使い方を知ることができます。 
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② 接続しているカメラデバイス名と画面が表示されます。 

③ 該当するカメラのデバイス名をタップすると、カメラが作

動中であれば、撮影中の映像がリアルタイムで表示されま

す。 

「ビデオを撮る」ボタンをタップすると、録画が始まり、

「写真を撮る」ボタンをタップすると、写真が撮影されま

す。 

 

④ カメラの様子は、設定ボタンの「機器の管理」でも確認いただくことができま

す。こちらではデバイス名の編集も行うことができます。また該当のカメラがモ

ーションセンサー機能をもつ場合はモーションセンサー機能の感度を変更するこ

ともできます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■IPカメラの画面が白黒になる場合： 

IPカメラは夜間、暗い場所での撮影を可能にするために、明るさが一定値（およそ 3ルクス）以

下になると赤外線センサーが発動し、画面が白黒になります。一度白黒画面になっても次に明る

さが一定値（およそ 10ルクス）を超えると、もとのカラー画面に戻ります。 
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4.3.4. センサーをみてみましょう 

① ホームページから「センサー」をタップしてください。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「インテリジェントホーム」と連動している各種センサー

の一覧が表示されます。 

 

 

 

⑥ 表示されているセンサー一覧の中から、現在の状況を確認したいセンサーの名前

をタップしてみてください。そのセンサーの現在の状況確認や、設定変更ができ

ます。 

 

■モーションセンサーをタップした場合： 

各モーションセンサー名の横にあるボタンの表示が現在、そのモーションセンサー

が「有効」か「無効」かを示しています。 

 

・・・「有効」の表示です。 

対象エリアの人の動きなどを検知して、センサーに紐づいたルールを発動します。 

・・・「無効」の表示です。 

対象エリアの人の動きなどを検知しても、センサーに紐づいたルールは発動しませ

ん。 
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■ドア窓センサーをタップした場合： 

タップしたセンサーが「有効」か「無効」かを示しています。 

・・・「有効」の表示です。ドアや窓の開閉を検知して、センサーに紐づいた

ルールを発動します。 

・・・「無効」の表示です。ドアや窓の開閉を検知しても、センサーに紐づい

たルールは発動しません。 

 

ボタンをタップすることで、センサーの「有効／無効」を設定変更できます。 

 

ドア窓センサーが検知中のときに、センサーの名前の横にあるドアのマークは、現

在のドアや窓の状態を示しています。 

 

・・・対象のドアまたは窓が「開」いている状態です。 

・・・対象のドアまたは窓は「閉」まっている状態です。 

 

実際にご自宅内にいるときにセンサーを検知中にして、該当するドアや窓を開け閉

めしてみましょう。 

ドアや窓の「開閉」に伴って表示が や に変わるのが確認できます。 

 

※一時的な目的で設定を無効化した際は、有効化への戻し忘れにご注意ください 
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4.3.5. 履歴をみてみましょう 

② 「履歴」をタップしてください。 

 

② 履歴一覧が表示されます。内容が新しいものから順に時系

列で並んでいます。 

 

③ カレンダー履歴を参照したい日付をタップするとその日付

に作動した履歴一覧を呼び出すことができます。 

 

④絞込み機能を使うことで以下のカテゴリーごとに参照できます。 

※カテゴリー一覧 

「すべて」・・・すべての履歴内容が時系列順に並びます。 

「スマートロック」解錠・施錠のスマートロックが状況変化した履歴が表示されま

す。 

「写真／ビデオ」・・・撮影した写真やビデオのみが表示されます。写真やビデオの

名前をタップすると実際の写真やビデオを見ることができます。 

「モード変更」在宅・外出・夜間・休暇のモード変更した履歴が表示されます。 

「問題一覧」デバイスの故障、バッテリー不足、解体、通信障害などがあった場合

の履歴が表示されます。 

「センサー」・・・モーションセンサー、ドアセンサーなど各種センサーが検知した

履歴が表示されます。 
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4.3.6. クラウドサービス（家電コントローラー）をみてみましょう 

① 「クラウドサービス」をタップしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

②「家電コントローラー」をタップすると操作画面が表示され

ます。赤枠内のボタンをタップするとエアコン起動開始、および

温度設定変更ができます。 

「自動」タップでエアコンの自動運転ができます。 

「停止」タップでエアコンの運転停止ができます。 

「点灯」タップで照明をＯＮできます。 

「消灯」タップで照明をＯＦＦできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インテリジェントホーム アプリ説明書
 

 

 

 

- intelligent HOME Apps Manual - 33/81  

 

5. ルールの設定 

「インテリジェントホーム アプリ」最大の特徴のひとつが、お客さまが独自の｢ルール｣を

設定できることです。 

「インテリジェントホーム アプリ」でより安全・安心な生活を守るためにもご自身やご家

族の目的や生活に合った独自のルールをつくりましょう。 

5.1. ルールとは？ 

ご自宅などに取り付けてある「インテリジェントホーム」の各種センサーや機器を組

み合わせて、お客さまの目的に合ったオリジナルの検知スケジュールや通知方法を作

成することです。 

「ルール」は自由に追加・修正できます。また作った「ルール」を一時的に「無効」

にしたり、不要になれば「削除」したりすることもできます。 

5.2. ルール設定の組み合わせ 

「いつ」「どの機器が」「どのような状況になった場合」「何を動作させ」「誰に伝える

か」などを個々の「ルール」ごとに設定できます。 

例えば、｢家族が留守になる時間帯に自宅に侵入者がいれば、それを検知して通知す

る｣という「ルール」を作りたい場合：「（いつ→）月曜から金曜の 9時から 17時のあ

いだ」「（どの機器が→）ドアや窓に取り付けたセンサーが」「（どのような状況になっ

た場合→）ドアまたは窓が開くのを検知した場合」「（何を動作させ→）写真を撮影さ

せて」「（誰に伝えるか→）写真を添付したメールを父と息子に送信する」という条件

を組み合わせて、ひとつのルールを作ることができます。  
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指定できる代表的な各項目としては、以下のものがあります。 

【表 4. ルールで指定できる項目】 

 

 

No. 対 象 内  容 

①  対象機器グループ 
モーションセンサー、ドア･窓センサー、いずれかのセンサー、モード

（ゲートウェイ）、カメラ、スマートロック（電子錠）、家電コントロー

ラー 

 

②  具体的な指定機器 玄関のモーションセンサー、居間の窓センサー、いずれかのセンサー 

③  機器条件 動きが始まったら、動きが起きなかったら、ドア･窓が開いたら／閉まっ

たら、開かなかったら／閉まらなかったら、温度が 30℃以上になった

ら、湿度が 50％以上になったら、照度が 50LUX以下になったら、鍵が解

錠したら/施錠したら、ゲートウェイのモードが変更されたら／ネットワ

ーク接続が変化したらなど 

④  対象となる曜日 毎日、月・火・水・木・金・土・日 

⑤  対象となる時間帯 開始時刻、停止時刻、日の出・日の入 

⑥  何をしたいのか 写真を撮影、ビデオを撮影、メールを送信、ドアを施錠、照明の ON/OFF

など 

⑦  どの機器で 任意の IPカメラ、任意のスマートロック（電子錠）、エアコン・照明な

ど 

⑧  誰に連絡 登録済みメールアドレス 

⑨  ルール名称 ルールを区別するために、任意の名称を登録できます 
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5.3. ルールの新規登録 

「ルール」の新規登録は「ホームページ」の下、中央にある「メニュ

ー」から始めます。 

5.3.1. 新規ルールを作成する 

① ホームページ下、中央の ボタンをタップしてくださ

い。 

② すでに「ルール」が登録されている場合は、登録済みの

「ルール」が表示されます。未登録の場合は「現在ルール

の設定がありません」と表示されます。 

 

③ 新しい「ルール」を登録する場合は、ルール画面の右上に

ある「作成」ボタンをタップします。 

 

④「モーションセンサー」「ドア」「センサー」「モード」「時

間指定による方法」など選択できる項目が一覧で表示されま

す。（表示される項目はご契約の内容や機種によって異なりま

す） 

 

⑤設定をはじめる項目をタップしてください。ひとつタップするごとに、次に選択

できる項目が順々に表示されていきます。 

ご希望のルールに合わせて次々と項目をタップしたり、時間を設定したりするうち

に、簡単に独自のルールが作成できるようになっています。 

 

⑥ルール作成の途中で間違えたり、中止したいときには、右上の中止ボタンをタッ

プすれば、途中まで入力した内容をすべて破棄することも可能です。 

 

 

 



  Android・iOS モバイルデバイス用アプリ （CardUI バージョン） 

 

 

 36/81 © 2016 intelligent HOME® 

 

5.3.2. 曜日の設定方法 

「ルール」を適用する「曜日」は次のステップを参考に設定してください。 

 

（Ａ）特定の曜日を指定する場合： 

ルールを作動させたい曜日をタップすると、曜日の横の四角

いマークにチェックがつきます。 

曜日は複数指定が可能です。 

たとえば平日に作動させたいなら、「月曜日」「火曜日」「水

曜日」「木曜日」「金曜日」をそれぞれタップ、週末に作動させたいなら、「土曜日」

と「日曜日」をタップします。 

指定したい曜日にチェックマークがついたことを確認したら、右上のボタンをタッ

プし てください。 

「時間」設定の画面が表示されます。次ページを参考にルールを作動させる時間を

設定してください。 

 

（Ｂ）特に曜日を指定しない場合： 

曜日に関係なく、毎日作動させたいルールのときには「毎日」

をタップします。 

 

「毎日」をタップすると、すぐに「時間」設定の画面が表示されます。次ページを

参考にルールを作動させる時間を設定してください。 

 

5.3.3. 時間の設定方法 

「ルール」を適用する「時間」は次のステップを参考に設定してください。 

（Ａ）「開始」と「終了」の時刻を指定したい場合： 

①「開始」をタップすると、下図のような時間入力画面が表示されます。 
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②「時間」「分」「AM/PM」の表示箇所をそれぞれ上下に動

かしてご希望の時刻を設定してください。 

 

③設定できたら「OK」ボタンをタップします。 

 

④同様に「終了」文字をタップして、終了時刻を設定します。 

 

⑤「開始」「終了」時刻共に設定できたら、左図のように

設定した時間が表示されます。（ここでは開始時刻を

10:00AM、終了時刻を 6:00PM に設定しています） 

 

⑥希望通りの設定時間になっているのを確認したら右上の「次へ」ボタンをタップ

してください。 

 

 

（Ｂ）特に時間を指定しない場合： 

特定の時間だけでなく、常に作動させておきたいルール

を設定する場合は、「すべての時間」をタップしてくださ

い。 

※曜日指定で「毎日」を選んだ場合のみ表示されます。 
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（Ｃ）「日の出」「日の入」を目安に設定する場合： 

時間は時刻で設定する以外にも、「日の出」「日の入」を目安にして設定することも

できます。 

 

①時間設定画面の「開始」「終了」欄の右側にあるボタ

ンを タップしてください。 

 

② ボタンをタップすると、「日の出」か「日

の入」のどちらかを選択できるようになります。 

「開始」に設定したい方をタップして選択します。 

 

③同様に「終了」欄の マークをタップし、「日の出」か「日の入」かどち

らか「終了」時間に設定したい方をタップして選択します。 

 

④選択が終了すると左図のように表示されます。（ここで

は「開始」に「日の出」、「終了」に「日の入」を設定し

ています） 

 

⑤表示された内容で問題なければ右上の「次へ」ボタンをタップしてください。 

 

※「開始」を「日の出」に設定して、「終了」を「6:00PM」に設定するなど、「日の

出」「日の入」と時刻設定の組み合わせも可能です。 
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【ご注意】 

「日の出」「日の入」は、「関東地方」を基準に緯度と経度から毎日算出されていま

す。国内であっても地域により数分程度の誤差が発生しますので、あくまでも目安

としてご利用ください。 

 

5.3.4. モードについて 

ホームページ画面に「モード」があります。 

 

 

 

「モード」には「在宅」「外出」「夜間」「休暇」の４つが

あります。 

 

・・・在宅中だけ、ルールを作動させる設定です。 

・・・外出中だけ、ルールを作動させる設定です。 

・・・夜間だけ、ルールを作動させる設定です。 

・・・休暇中だけ、ルールを作動させる設定です。 

 

「モード」を使いこなすことで簡単に複数のルールの「有効／無効」の切り換えが

可能です。 

 

 

 

 

 

 

 ■モードなら、複数のルールを一度に切り換え可能 

設定したルールはスケジュールされた「曜日」「時間」になると必ず作動します。そのため予定外

の行動をする際には、その度にルールを「無効」にしなければならず、複数のルールの「有効／

無効」を切り換えたいときには、少し時間を要してしまいます。 

「モード」の切り換えであれば、複数のルールに対して同時に「有効／無効」の切り換えを行う

ことが可能なので作業は一度きりで完了します。 

また「モード」はホームの表示をタップするだけで切り換え可能なので、突然の外出や急な予定

変更のときも素早い対応が可能です。 
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■ホームページ上の「モード変更」の使い方 

 

「モード変更」をタップして「モード」を変更すること

で、急な外出や早めの帰宅、休暇中など、通常とは異なる

行動に対して、素早くルールの「有効／無効」を切り換え

ることができます。 

 

② 「モード変更」をタップします。 

 

②「モード変更」画面になります。 

 

③指定したい「モード」をタップします。選択したモード

が明るくなります。 

 

④「戻る」ボタンをタップすれば、設定完了です。 

 

5.3.5. メール送信を設定する 

「ルール」で検知した異常は「メール送信」してすぐにお知らせすることができま

す。 

ルールごとに通知を受け取る相手を変えたり、ひとつのルールに対して複数の人が

同時にメールを受け取ったりすることも可能です。 

 

写真やビデオの画像を受け取ることも可能ですので、ルールごとにメールの送信先

を設定しておきましょう。 

 

ルールに「メール送信」を設定するには、先にお知らせを受け取る人のメールアド

レスを登録しておきます。 
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■メールアドレスの登録方法 

①ホームページ右下隅にある ボタンをタップします。 

 

②開いたメニュー項目の中から をタップします。 

 

③「連絡先の管理」画面の右上にある ボタンをタップしてください。 

 

④新しい連絡先の登録画面が表示されます。 

 

 

 

 

⑤名前、メールアドレスなどを入力したら、右下の「保存」ボタンをタップしま

す。 

これで連絡先の登録ができました。 

 

⑥複数のメールアドレスを登録するには、再度 ボタンをタップして、同じ

作業を繰り返してください。 

 

 

■ルールごとのメール送信先の指定 

①ルールで設定した異常を検知した場合に、メールを受け取るには、ルール設定で

の項目をタップします。 

 

② 画面が になり、既に登録済みの連絡先が表示されます。 
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③ 設定しているルールで異常を検知した場合に、メールでお知らせを受け取る人の

名前をタップすると、タップした人の欄の右側にあるボタンに チェック

がされます。（連絡先に登録したメールアドレスに同時にメール送信が可能です。） 

 

④メール送信の相手が選択できたら、右上の「次へ」をタップします。 

これでメール送信の設定ができました。 

 

5.3.6. ルールの登録数について 

インテリジェントホームでは、ゲートウェイ 1台に対して、複数のルールを登録す

ることができます。 

 

5.3.7. ルールの有効／無効について 

登録したルールの設定を削除せずに、一時的あるいは一定期間、ルールを停止させ

たいときには「有効」「無効」の設定を利用します。 

 

・・・設定された条件のもとでルールが作動します。 

・・・設定された条件が発生しても、ルールは作動しません。 

 

ルールの「有効」「無効」は個々のルールごとに設定できます。 
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■ルールの「有効」「無効」の変更方法： 

①ホーム画面中奥にある ボタンをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 登録済みのルール一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

③ 該当するルールをタップすると、ルール詳細画面が表示さ

れます。 

「有効」なルール名は文字が白く、画面が「明るく」表示

されています。 

「無効」なルール名は文字がグレーで、画面が「暗く」表

示されています。 
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（Ａ）「有効」なルールを「無効」に変更する場合： 

①「有効」なルールをタップすると、「ルール詳細」画面に ボタンが表示

されます。 

 

② ボタンをタップすると、ルールが「無効」に変更になり、ルール一覧画

面に戻ります。 

 

③ルール一覧画面ではさっきまで明るかったルール名がグレーアウトして「暗く」

なっています。 

これで選んだルールは「無効」になりました。 

 

（Ｂ）「無効」なルールを「有効」に変更する場合： 

①「無効」なルールをタップすると、「ルール詳細」画面に ボタンが表

示されます。 

 

② ボタンをタップすると、ルールが「有効」に変更になり、ルール一覧

画面に戻ります。 

 

③ルール一覧画面ではさっきまで暗かったルール名が「明るく」なっています。 

これで選んだルールは「有効」になりました。 

 

※「無効」は、設定したルールの作動を一時的に止めるものです。設定そのものは

消えませんので、いつでも「有効」に戻すことができます。 

不要になったルールを削除したい場合は、次の「ルールの削除」項目をご欄くださ

い。 
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5.3.8. ルールの削除 

必要なくなったルールは「削除」することができます。 

■ルールの「削除」方法： 

①ホーム画面の真ん中にある ボタンをタップしま

す。 

 

 

② 登録済みのルール一覧が表示されます。 

 

③ 削除したいルールをタップします。 

 

 

 

④ ルールの詳細画面が開きますので、削除したいルールで

あることを 再確認して、表示されているボ

タンをタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「削除してもよろしいですか」の確認画面が表示されま

す。「OK」をタップするとすみやかに削除されます。 
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5.4. ルールの登録例 

それでは、いくつかの具体例を元に「インテリジェントホーム アプリ」

の「ルール」の登録方法を確認してみましょう。 

 

5.4.1. （登録例１）外出先から自宅内の不審な動きを検出→侵入者対策･防犯 

ご家族が全員外出中に家の中で不審な動きを検知した場合、その様子を撮影させた

ビデオを外出先で確認することができます。日常的な外出にも、旅行で数日家を空

けるときなどにも、留守宅の防犯対策として活用できるルール設定です。 

 

設定する条件： 

「家族全員外出中」「誰もいないはずの家の中でセンサーが人の動きを検知」「カメ

ラでビデオ撮影」「外出先に通知メールを送信」 

 

① ルールの新規登録 

ルール画面にあるボタン をタップします。 

 

② 設定する機器の種類を選択 

ルールを設定できる機器の種類が表示されます。 

今回は、家の中で人の動きを検知したときのルールを設定

するので「モーションセンサー」を利用します。 

メニューの中から「モーションセンサー」をタップしてください。 

 

③ モーションセンサーの選択 

モーションセンサーを複数台設置されている場合、各モーションセンサーの名前

（設置場所）が一覧で表示されます。 
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「いずれかのモーションセンサー」を選択すれば、家の中

のセンサーがどれか 1つでも動きを検知した場合にルール

が起動します。 

 

特定の部屋や場所に対してルール設定したい場合は、ここ

で該当する部屋や場所のモーションセンサーをタップして

選択してください。 

 

今回は家族全員外出中のルール設定なので特定の部屋・場所のモーションセンサー

でなく、一番下に表示されている「いずれかのモーションセンサー」を選択しま

す。 

 

④ 動作する条件の選択 

次にセンサーが反応する条件を指定します。  

 

「動作検知」・・・人の動きを検知した場合に反応しま

す。 

「動作未検知」・・・ノンイベント型ルール、たとえば 

「AM9:00～PM5:00 の間に一度も動作検知がなかったら」の

ようなルール作成する際に選択してください。 

 

「トラブルを検知したとき」・・・モーションセンサーの故障、バッテリー不足、セ

ンサーの解体、通信障害などがあった場合に反応します。 

 

今回の例では、自宅に不審な人物が侵入しているケースを想定しているので「動作

検知」を指定しましょう。 
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⑤ 動作の選択 

指定した条件に対応する異常が起こったときに、機器に具体的に何をさせるかを設

定します。 

 

「ビデオを撮る」・・・動画の撮影が始まります。 

「写真を撮る」・・・静止画を５枚連写して保管します。 

「メールを送る」・・・検知した異常を文字だけでお知らせしま

す。 

 

今回は、「一体、何に反応したのか？」を室内の様子を外出先で

確認するために「ビデオを撮る」を選択します。 

 

⑥ カメラの選択 

自宅に複数の IPカメラを取り付けている場合は、ルールが作動

した場合に撮影させたいカメラを選択しておきます。今回の例

では、外出している時に自宅の中の不審な動きを検出したとき

のルールなので、自宅の中央付近に設置してある「カメラ（リ

ビング）」を指定します。 

 

別の IPカメラでも撮影するルールを追加登録しておけば、多くの視点からの映像撮

影を実現できます。 

 

⑦ メール送信先の設定 

次に、撮影したビデオをどうするか設定します。  

 

「連絡先に送付」・・・選択した連絡先にビデオや写真を送信す

ることができます。 
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「追加アクションなし」・・・メール送信はされません。ビデオや写真はデータとし

て保存され、のちほど履歴一覧などから表示・確認することができます。 

 

今回の例では「連絡先に送付」を選択して、異常を感知し

たビデオや写真を外出先で受け取れるように設定します。 

右図のように、送信したい名前のチェックボックスにチェ

ックを入れ送信先に指定します。 

※40ページ『5.3.5.メール送信を設定する』参照 

⑧ 登録内容の確認、保存 

登録したルールの詳細が確認できます。確認が終わった

ら、保存ボタンを押し、ルールを保存します。 

時間やモードなど設定した項目の内容を一部変更したい場

合は、この画面で変更したい項目をタップすると、編集・

変更が可能になります。 

変更した後は必ず保存ボタンをタップしてください。 

 

⑨ 完成したルール 

登録されたルールは名前が一覧表示されます。  

表示されたルール名をタップすると登録したルールの詳細

が確認できます。 

時間やモードなど設定した項目の内容を一部変更したい場

合は、この画面で変更したい項目をタップすると、編集・

変更が可能になります。 

変更した後は必ず ボタンをタップしてくださ

い。 

ルールごとの詳細画面上部にあるボタン で有効/

無効の切り替えも可能です。 

また、その右側にある ボタンをタップすると、現在表示されているル

ールを削除することができます。 
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⑩ 完成→名前をつけましょう 

入力したルールに名前をつけておくと、複数のルールを登録

した場合も、すぐに見分けがつき、設定の開始・終了が容易

にできます。 

 

名前の入力と設定が終わったら、画面の上の方にあるボタン

を タップしてルールを保存します。 

新しく保存されたルールは「有効」状態になっています。「無効」にしたい場合は設

定を変更してください。 

 

5.4.2. （登録例２）お子さまの帰宅を勤め先で確認→お子さま見守り設定 

お留守の間にお子さまが時間通りに学校から戻っているかどうかを確認したいとき

にも本アプリを利用した見守りが可能になります。ここでは、平日の夕方、お子さ

まがちゃんと帰ったことを自動的に仕事場にメールしてくれるルールを作ってみま

しょう。 

 

設定する条件： 

「お子さまの帰宅に合わせて曜日・時間を設定」「ドアセンサーの開閉を検知」「お

子さまが帰る様子を写真撮影」「職場にメール送信」 

 

① ルールの新規登録 

ルール画面にある作成ボタンをタップします。 

 

② 設定する機器の種類を選択 
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玄関のドアが開いた時に検知するセンサーは、ドアセンサ

ーが該当しますので、「ドア」を選択します。 

 

 

 

 

 

③ ドアセンサーを選択 

ドアや窓センサーを複数台設置されている場合、各ドアや

窓センサーの名前（設置場所）が一覧で表示されます。 

普段段お子さまが玄関から出入りしている場合、玄関に取

り付けたドアセンサーを選択します。 

 

④ 動作する条件の選択 

お子さまが帰宅すると、玄関のドアが開くので、検知が作

動する条件を「開ける」に設定します。 

 

⑤ 動作の種類を選択 

お子さまの帰宅時の様子を撮影する場合は、「写真を撮る」

をタップします。 ５枚の連写写真が撮影できます。 

 

 

 

 

⑥ カメラの選択 

お子さまの帰宅の様子を撮影したいので、玄関に設置され

ている IPカメラを選択します。 
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⑦ メール送信先の設定 

次の画面で、撮影した写真をどうするか設定します。  

今回の例では、職場にメールに添付して写真を送るので

「連絡先へ送付」を選択します。 

登録済みの名前が一覧表示されます。 

メールを受け取る名前を選択します。 

※40ページ『5.3.5.メール送信を設定する』参照 

 

 

⑧ 曜日の選択 

登録されたルールの内容が一覧表示されます。  

曜日の選択は「有効な時間帯」をタップしてください。次

の画面で編集、変更が行えます。 
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夕方の学校からの帰宅の見守りなので、月・火・水・木・

金を選択します。 

※35ページ『5.3.2.曜日の設定方法』参照 

 

 

 

 

⑨ 時間の選択 

お子さまが夕方に帰宅する時間帯のみ、このルールを作動さ

せたいので、お子さまの帰宅時間に合わせて開始時刻と、終

了時刻を指定します。 

 

今回の例では、夕方の 4時～6時にセットします。 

「開始」をタップして「4:00PM」 

「終了」をタップして「6:00PM」を設定します。 

 

「開始」「終了」のとなりに時刻が表示されているのを確認

したら、「次へ」ボタンをタップします。 

※34ページ『5.3.3.時間の設定方法』参照 

 

⑩ モードの選択 

このケースでは、モードは特に関係ないので「すべてのモード」を選択しておきま

す。 

※37ページ『5.3.4.モードについて』参照 

 

⑪ 完成→名前をつけましょう 
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最後に名前を登録して、 ボタンでルールを登録します。  

これで、大切なお子さまの帰宅をいつでも職場から確認できるようになりました。 
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5.4.3. （登録例３）ご両親の安否確認→ノンイベント見守り設定 

IP カメラを使った見守りは常に姿を確認できるので安心な反面、プライバシーの問

題を引き起こしてしまう場合もあります。インテリジェントホームならば、「ノンイ

ベント型」のルール設定を行うことでプライバシーに配慮した優しい見守りを実現

できます。 

 

 

 

 

 

 

それでは次に、「ノンイベント型」の具体的な設定例をご案内します。 

 

設定する条件： 

「早朝からお昼前まで」「トイレのドアが１度も開かない場合」「ご家族にメール送

信」 

 

① ルールの新規登録 

ルール画面にあるボタン をタップします。 

 

② 設定する機器の種類を選択 

今回の例では、ドアの開閉による見守りルールを設定しま

すので、「ドア」を選択します。 

 

 

 

 

 ■「ノンイベント型」のルール設定とは・・・ 

「ノンイベント型」とは、「××が起こなかったら…」という条件を利用するものです。 

例えば、日常生活で半日に１回もトイレに行かない人は通常は稀だと考えられます。 そこでトイ

レのドアにドアセンサーを取り付けておき、「トイレのドアが半日に１回も開かなかったら、遠方

に住む家族に自動的に連絡する」というようなルールを設定しておきます。センサーの種類によ

っては「リビングや廊下のモーションセンサーが１日中反応しなかったら」というようなルール

設定も可能です。 

このように「ノンイベント型」のルールを設定することで、プライバシーに配慮しながら遠方に

お住まいのご高齢の家族の見守りを行うことができます。 
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③ ドアセンサーを選択 

ドアや窓センサーを複数台設置されている場合、各ドアや

窓センサーの名前（設置場所）が一覧で表示されます。 

今回の例では、「トイレのドアが半日に１度も開かなかっ

たら」というルールを設定しますので、トイレに取り付け

てあるドアセンサーを指定します。 

 

ノンイベント型の見守りルール設定のポイントは、ある一定時間のうちに最低でも

１回は開ける扉のセンサーを指定することです。 

したがって、見守りたいご家族の生活習慣に合わせて「寝室のドア」や「冷蔵庫の

ドア」などを選ぶことも良いでしょう。 

 

④ 動作する条件の選択 

今回はトイレのドアが長時間開かなかった場合にお知らせを

受け取るので、「開閉操作がない」を選択します。 

 

ドアが開いたとき のアイコンは 

開閉操作がないとき のアイコンは になりま

す。  

ここでは開閉操作がなかった時を指定するので、 を指定します。 

※「開閉操作がないアイコン」は小さい×印がアイコン内にあります 

 

⑤ メール送信先の設定 

設定した時間帯の間に１度もトイレのドアが開かなけれ

ば、指定したメールアドレスに自動的に通知することがで

きます。 

「連絡先へ送付」で表示された登録済みの連絡先一覧表示

されます。 
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メールを受け取る人を選択します。 

 

※38ページ『5.3.5.メール送信を設定する』参照 

 

⑥ 時間の選択 

登録されたルールが一覧表示されます。  

「有効な時間帯」をタップして編集、変更を行います。 

 

 

 

 

 

今回は、「毎日」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

時間は何時～何時の間に「××しなかったら」という形で設定します。 

「ノンイベント型」で見守るご家族の生活習慣を考えて時間設定すると良いでしょ

う。 

 

たとえば、右図のように、開始時間を 5:00AM・終了時間を

11:55AMに設定しておけば、朝起きてからお昼近くまでの

間に１度もトイレのドアが開かなかった場合、ルールが作

動します。 
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※34ページ『5.3.3.時間の設定方法』参照 

 

１日を数時間ごとに区切ってノンイベント型の設定を登録しておくことも可能で

す。 

 

⑦ 完成→名前をつけましょう 

最後に名前を登録して、 ボタンでルールを登録

します。  

 

これで「ノンイベント型」のルール登録は完成です。 

 

メールで通知が届いたときには、お電話などで「大丈夫？」と安全確認をしてあげ

るのが、見守りの大切なポイントです。 
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5.4.4. （登録例４）徘徊高齢者の外出検知→特定時間帯のドア･窓センサー 

ご高齢者の徘徊の防止や対応には、インテリジェントホームのルールとセンサーを

利用することで、ご家族同居の方へ未然にお知らせして、防止対策に役立てること

ができます。 

 

設定する条件： 

「深夜帯」「外につながるドアのいずれかが開く」「メール送信する」 

 

① ルールの新規登録 

ルール画面にあるボタン をタップします。 

 

② 設定する機器の種類を選択 

今回の例では、ドアの開閉を検知するので、機器の種類は

「ドア」を選択します。 

 

 

 

 

 

③ ドアセンサーの選択 

ドアセンサーを複数台設置されている場合、各ドアセンサ

ーの名前（設置場所）が一覧で表示されます。 

今回の場合は、玄関や勝手口など、外につながるドアに設

置しているドアセンサーを全て対象にしたいので、「いずれ

かのドアセンサー」を指定します 

「いずれかのドアセンサー」を選択すると、家の中のセン

サーがどれか 1つでも動きを検知したら、設定したルールが異常を検知します。 
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④ 動作する条件の選択 

次にセンサーが反応する条件を指定します。  

今回の例では「ドアが開いたとき」に通知を受けたいので「ドアが開いたとき」を

設定します。 

アイコンを指定してください。  

 

⑤ 動作の種類を選択 

今回の場合、指定した時間帯にいずれかのドアが開いた場合に、メールを受け取る

ルールを設定したいので「メール送信」を選択します。 

 

⑥ メール送信先の設定 

表示される連絡先一覧から、メールを受け取るご家族の名前をタップして、送信先

の設定を行います。 

※38ページ『5.3.5.メール送信を設定する』参照 

 

⑦ 時間の選択 

ルールを設定する時間を指定します。 

 

登録した内容の一覧表示画面より「有効な時間」をタップ

します。 

曜日は「毎日」を選ぶと時間の指定画面が表示されます。 

ご高齢者の家族の夜間徘徊が不安な時間帯を指定します。 

今回は、夜の 23時～朝の 6時で設定します。 

※36ページ『5.3.3.時間の設定方法』参照 

 

入力ができたら、保存します。 
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これで、深夜帯にドアが開いたら、同居の家族が通知を受け取る設定が完了しまし

た。 

 

お知らせを受け取るスマートフォンなどを枕元に置いておくと、夜中や明け方にご

高齢者がドアを開けて出ていこうとすると着信音がなるので、ご家族の方がすぐに

駆けつけることができます。 

 

※携帯電話やスマートフォンなどの着信設定で、このルールで届くお知らせは気づ

きやすいような着信音を設定しておくことをお奨めします。 
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6. 便利な使い方：ページを使いこなす 

本アプリでは、使用頻度の高い項目をレイアウトした画面を「ページ」

と呼んで機能の整理・分類を行っています。 

6.1. ホームページの編集 

ホームページはお客さまの使いやすいようにレイアウト変更することが

できます。 

たとえば「写真／ビデオ」の位置を変更したり、複数のセンサーを表示

させるなど、お客さまの使用目的やライフスタイルに合わせて見やすく

変更することができます。 

 

6.1.1. 表示位置の変更 

ホームページに表示されている各項目のレイアウト（位置）を、ご自身の用途に合

わせて変更してみましょう。 

 

① ホームページ下の ボタンをタップします。 

 

 

②画面全体が薄暗くなり、設定用のボタンなどが明るく表

示されます。 

 



インテリジェントホーム アプリ説明書
 

 

 

 

- intelligent HOME Apps Manual - 63/81  

 

③移動させたい項目の ボタンを押したままの状態で上下にドラッグし、動か

したい位置でボタンから指を放しま す。 

（機種によってはボタンが表示されない場合もあります。

その場合でも動かしたい項目を押したままドラッグするこ

とでレイアウトの変更が可能です） 

 

 

 

⑥ ご希望のレイアウト編集が完了したら、右上に表示され

ている「完了」ボタンをタップして、編集を完了させま

す。 

 

 

6.1.2. 表示する写真／ビデオの選択 

ホームページに表示されている「写真／ビデオ」を変更してみましょう。 

 

① ホームページ左上 のボタンをタップします。 

 

②画面全体が薄暗くなり、設定用のボタンなどが明るく表

示されます。 

 

② 写真やビデオの上に「画像の変更」が表示されます。 

 

③ 表示を変更したい写真やビデオ上の「画像の変更」マー

クをタップしてください。 

 

④ 選択できる画像の選択メニューが表示されます 
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⑤ ホームページに表示させたい写真／ビデオを選択してく

ださい。 

 

写真／ビデオのエリアには「インテリジェントホーム」と連動した写真／ビデオ以

外にも、お使いのスマートフォンやタブレットに保存した画像、その場で新しく撮

影した画像を設定することも可能です。 

 

※リアルタイムで送信されるビデオ映像は、通信量が過度になるのを防ぐために、

更新頻度を調整して画像を受信しています。 

 

6.1.3. 新しい項目の表示 

ホームページに新しい項目を追加表示してみましょう。 

 

① 「編集」をタップします。 

② ホームページ左上 のボタンをタップしま

す。 

 

 

 

③ 追加可能なメニューが表示されます。※通常は右図のよ

うに、追加可能な「デバイス」が表示されます。（表示

される機器はご契約内容により異なります） 
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表示された機器の中から追加したい項目をタップすると、選

んだ項目がホーム画面上に表示されるようになります。その

項目を削除したい場合は、項目名の左側にある×ボタンをタ

ップすることで削除できます。（ホームページの表示から消

えただけで機能が削除されるわけではありません） 

 

 

「ページの追加」が表示されない場合： 

ひとつのページの中に表示できる項目数は限りがあります。

ページにこれ以上、項目を追加できない場合「ページの追加」は表示されません。 

優先度の低い項目を削除すると、新しい項目が追加できるようになります。 

ホームページから削除する項目がない場合は、新しいページを作成するなどして、

使いやすいページの整理を行ってみてください。 

 

6.2. 新しいページを登録する 

各機器やルールなど整理したい情報の種類が多くなってきたときには、

「ホームページ」とは別に、ご自身で新しい「ページ」をつくることも

可能です。 

オリジナルのカードは最大７枚まで登録することができ、頻繁に参照す

る項目を１枚のカードにレイアウトすることで各機能をより便利に使い

こなすことが可能になります。 

 

6.2.1. 新しいページをつくってみよう 

① ホームページ右下隅の 設定ボタンをタップしま

す。 

あああ 



  Android・iOS モバイルデバイス用アプリ （CardUI バージョン） 

 

 

 66/81 © 2016 intelligent HOME® 

 

 

② 「表示の管理」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ これまでに作られたページの一覧が表示されます。新し

いページを作るには、左上の作成ボタンをタップしま

す。 

 

 

 

④ メニュー項目が開きますので、設定したい機器や履歴など

をタップして画面のレイアウトを行います。画面のレイア

ウト方法は、「ホームページ」の編集方法と同じです。 

※63ページの『6.2.ホームページの編集』を参照しなが

ら、ご自身のオリジナルページを編集してみてください。 
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⑤ 最後に上部中央に白い入力ボックスをタップ後、お好きな

名前を入力し、完了をタップします。 

 

 

 

 

6.2.2. 登録したページの名称変更・削除 

ご自身で新しく登録したページは「名称変更」したり、「削除」したりすることが可

能です。 

■新規登録したページの名称変更： 

 

① ホームページ右下隅 メニューボタンをタップし

ます。 

 

② 「表示の管理」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 表示の管理画面が開きます。 
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④ 表示名変更したいページの名前をタップすると編集画面

が表示されます。上部中央のボックス内のカード名をタ

ップしてください。文字入力の画面になり「ページ名の

変更」ができるようになります。 

 

 

⑤ 新しい名前を入力してボタンをタップします。これで名

称変更は完了です。 

 

 

 

 

 

 

■新規登録したカードの削除： 

① ～③までは「新規登録したカードの名称変更」と同じです。 

 

④ 削除したいページの左側にある ボタンをタップする

とページが削除されます。 

 

【ご注意】 

ボタンをタップすると、そのままカードが削除されま

す。誤って削除されないように、くれぐれもご注意くださ

い。 
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6.2.3. 各ページの表示を確認する 

「ページ」が表示されている画面では、画面の上部に「ページ名」が表示されてい

ます。たとえばログイン直後の「ホームページ」では下図のような表示になりま

す。 

 

別のページを表示させるには、画面全体を左右にフリック（表示されているカード

を指で左右に大きくスライドするように）させます。 

画面全体が移動すると同時に、上部の表示も下記のように変化していきます。 

 

 

自分が見ているカードがどのカードがわからなくなったり、別のカードに素早く移

動したい場合は、上部の表示を参考にすると簡単に把握することができます。 
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7. 家電コントローラーの機器登録内容変更 

家電コントローラーは宅内利用ルーターや家電を交換した際に機器登録内容変更が

必要です。登録内容変更操作は「iRemoconWiFi アプリ」で実行します。 

「iRemoconWiFi アプリ」は Android 端末をお持ちのお客さまは、Google Play スト

アから、Apple の iPhone や iPad など iOS 製品をお持ちのお客さまは、App Store

（アップストア）からアプリをダウンロードして、インストールできます。   

 

 

7.1. 宅内利用ルーターの変更 

家電コントローラーが接続されているルーターが変わった場合、利用ル

ーターの情報を更新する必要があります。 

ルーターを変更した場合は、以下の手順に従って宅内利用ルーターの情

報を更新してください。 

  宅内利用ルーターの情報更新は、iRemoconWiFi アプリで実行します。 

 

  宅内利用ルーターの変更は、ルーターを設置している場所で実行して

ください。 

 

  家電コントローラーが接続されている Wi-Fiルーターに、スマートフ

ォンやタブレットが繋がっていることを確認してから実行してくださ

い。 

 

【iRemoconWiFi のアイコン】 
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① iRemoconWiFiアプリのメニューから「iRemocon

を登録・設定する」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 設定メニューから「宅内利用ルーターの変更」

を選択します。 
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③ 「利用ルーターを更新する」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 右記のダイアログが表示されたら、「閉じる」

を選択し、宅内利用ルーターの変更は完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※機器側の登録はこちらをクリックしてご確認ください。⇒『機器側の登録方法』 

または【よくあるご質問】（http://faq.itscom.net/its/web1247/faq/）を開き、 

左側の【カテゴリ選択】から【iTSOM Smart】を選択⇒【intelligent HOME】を選択

⇒【家電コントローラーについて】を選択⇒【インテリジェントホームの家電コン

トローラーに接続している無線ルーターを替えた場合の接続設定方法を教えてくだ

さい】を選択して、そこに記載されている内容をご確認ください。 

http://faq.itscom.net/its/web1247/faq/Detail.aspx?id=e2f79764a384357504a4561506f50646e6b784a6a535a6577714d493142632f372b4a6f3841767a43786c733d&kindId=-7&category=1243&categoryNot=0&word=&listNo=3&cntPerPage=10&page=1&totalCount=9&type=0&search=7&sort=0&order=2&attributeSearch=
http://faq.itscom.net/its/web1247/faq/
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7.2. リモコンデータの自動登録（変更） 

家電コントローラーで操作可能な主要メーカー機器のリモコンコードの

データを家電コントローラーへ自動的に登録（変更）保存する機能で

す。エアコンや照明を交換した時に必要な設定作業です。 

 リモコンデータの自動登録（変更）は、iRemoconWiFi アプリで実行し

ます。 

 

 リモコンコードをダウンロードすると、これまでに家電コントローラー

が記憶しているリモコンコードは上書きされます。 

 

 リモコンデータ自動登録(変更)は、全てのメーカー及び機器の登録を保

証するものではなく、登録が無い機器の場合は手動で学習作業をする

必要があります。  

 

① iRemoconWiFi アプリのメニューから「iRemocon を登

録・設定する」を選択します。 
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② 設定メニューから「リモコン画面変更」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 表示されたリストから、任意のデザインを選択してく

ださい。 

※「インテリジェントホーム アプリ」のデザインには反

映されません。 

 

 

 

 

 

④ リモコンデータを登録したい機器を選択します。 
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⑤ 対象機器のメーカーを選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ リモコンコードのパターンを選択します。（通常は一

番上のパターンから順に選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ お手持ちの機器との動作確認を行うために、[テスト

送信]を選択します。 
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⑧ 機器が反応した場合は、「登録」を選択します。しな

かった場合は別のパターンで再度テスト送信してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

⑨ リモコンコードの選択が終了したら、「完了」を選択

します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ ダウンロードします。 

｢処理中｣のダイアログが表示され、データの登録が完

了したら、リモコンデータの自動登録は完了です。 
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7.3. リモコンコードの個別学習 

ここでは、リモコンコードを手動で学習作業をする方法をご紹介しま

す。 

 リモコンコードの学習は、iRemoconWiFi アプリで実行します。 

 

 リモコンデータの自動登録にて、登録できなかった場合、この操作にて

ひとつずつ、リモコンコードの学習が可能です。 

 

 リモコンの学習は、宅内でローカル接続時に限り実行可能です。 

 

 うまく学習できない場合は、照明や日光が直接当たらない場所でお試し

ください。 
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① iRemoconWiFi アプリのメニューから「リモコンを学習

する」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学習モードを「オン」に切り替えます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 表示されたダイアログの「閉じる」をタップします。 
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④ 「外部サービス連携操作」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ リモコン画面から学習させたいボタンをタップしま

す。 
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⑥ ボタンをタップすると右記のダイアログが表示され、本

機器の「Learn」ランプが点灯します。この状態で、本体

機器の「Learn」ランプに向けて学習させるリモコンのキ

ーを 5cm 程度の距離から短く１度押してください。機器

側の「Learn」ランプが消灯すれば学習完了です。（消灯

しても学習ができていない場合があります。スマートフ

ォン・タブレットから操作した際、機器が反応しなけれ

ば、再度、学習が必要になります。）他に学習させるボタ

ンがある場合は、この操作を繰り返してください。 

 

リモコン学習時受光部 

 

 

 

⑦  学習が終わったら学習モードを「オフ」にして、終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glamo、iRemocon は、株式会社グラモの商標です。 
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特記：画面はハメコミ合成です。実際の画面キャプチャとは異なりますので予めご了承ください。 

https://www.google.co.jp/search?client=firefox-b&biw=1708&bih=789&q=%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AF%E3%83%8F%E3%83%A1%E3%82%B3%E3%83%9F%E5%90%88%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%99&sa=X&ved=0ahUKEwjm9eXB8ZDPAhVD9WMKHf3hBKwQ1QIIXCgA

