
インテリジェントホームに関する重要事項説明 

 

① お客さまにてご用意いただくもの 

重 

要 

当社の設置工事はインテリジェントホームゲートウェイ（以下「ホームゲートウェイ」といいます。）と IP カメラ、各種セン

サー、スマートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー)、スマートロック(電子錠)、スマートライト(LED電

球)までとし、スマートフォン、タブレット等、通信機器のご用意はお客さまにお願いをしております。 

 

●インターネット回線  

※本サービスの提供は、当社のインターネットサービスのご契約が必要です。 

※無線 LAN 接続となります。無線 LAN をお客さまでご用意される場合、無線 LAN 対応ブロードバンドルータ(セキュリティ規格

WPA2対応)に加え、接続に関する情報(SSIDやアクセスパスワード等)をご用意ください。 

※セキュリティ規格WPA2-Enterpriseは動作サポート対象外です。 

[お願い]壁コンセントに直挿しできる設置場所を確保してください。 

 

●通信機器 

スマートフォンまたはタブレット等をお客さまにてご用意ください。サービスのご利用には、スマートフォンまたはタブレット等により専用アプリ

をダウンロードしてご利用いただく必要があります。 

※サービスを利用するにあたり、通信機器が必要となります。 

 

●メールアドレス 

メンテナンスによるサービス停止等のお知らせをメールでお知らせする場合があります。メールアドレスのご用意がない場合、お知らせを

受け取ることができないことを予めご了承ください。 

 

●電池 

センサー、スマートロック(電子錠)には、電池が必要となります。初回設置時のみ当社がご用意いたします。 

※初回設置以降の電池は、お客さまご自身にて交換いただけます。なお、当社は有償で交換を承ることができます。 

※電池の寿命は正常利用で 1年となります。スマートロック(電子錠)の場合は正常利用で 10 か月となります。 

※ホームゲートウェイの電源を OFF にした場合には、定期的な通信ができなくなり、急激に電池が消耗いたします。 

※センサー稼動状況、気温、室温等の温度変化により、電池消耗が変わります。 

 

②動作推奨環境について 

通信速度  

サービスの安定性を確保するためにも、接続するインターネット回線の最低速度は、上り下り1Mbps相当とします。IPカメラ・スマート

コントローラ―をご利用の場合、当社のインターネットサービスでは、40M コース以上を推奨します。 

※速度によりライブ映像でコマ落ちすることがございます。 

 

③設置工事にあたって 

１． 当社で設置するもの  

ホームゲートウェイ、IPカメラ、各種センサー、スマートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー)、スマートロック(電

子錠)、スマートライト(LED電球)、ほか当社が認めたもの。 

※ホームゲートウェイにはスターターキット（ドア窓センサー2個、スマートライト 1個）が付属します。 

※IP カメラには広域モーションセンサーが 1個付属します。 

※上記付属品を追加して利用することはできません。 

 



２． 設置工事 

設置する場所によっては、ホームゲートウェイ接続ができない場合もございます。また、扉の形状によっては、スマートロック(電

子錠)を設置できない場合がございます。IP カメラ、各種センサー、スマートロック(電子錠)の設置には、ビス止め、もしくは両

面テープを使用いたします。照明器具によっては、スマートライト(LED電球)を使用できない場合もございます。 

３． 各種設定方法につきましては、別途お渡しする取扱説明書等をご参照ください。 

４． Zigbee中継器を設置する場合 

暖房機などの熱源のそば、直射日光があたる場所や湿気の多い場所には取り付けないでください。Zigbee中継器の 

差し込み口は使用しないでください。万一使用されたことにより生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。 

※電気ストーブ、電熱器など、火災・感電・傷害等の危険を生ずるおそれのある電気器具・機器類への接続は大変危険 

です。 

 

④アプリケーションについて 

１． 本サービスでは、イッツ・コミュニケーションズ株式会社が提供する専用アプリケーションを利用して機器を遠隔操作します。 

※アプリケーションは、ダウンロードとインストールが必要です。 

※端末によりアプリケーションが動作しない場合があります。 

２． スマートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー) のご利用には各メーカーが提供するアプリケーション等での設定

が必要です。 

※スマートスピーカー設定時には、お客さまがお持ちのスマートフォン、タブレットと Bluetooth での接続が必要です。 

また、アプリケーションの一部機能で、スマートスピーカーの位置情報を通知させる必要があります。 

※家電コントローラー、スマートスピーカーは無線 LAN 接続です。スマートスピーカーはセキュリティ規格 WPA2-Enterprise

の動作サポート対象外です。 

※家電コントローラーの設置設定時には、株式会社グラモの提供する専用のアプリケーション(iRemocon専用アプリ)が必要

となります。  

※スマートスピーカーは音声以外での遠隔操作はできません。 

３． ブラウザでの動作は保証できません。モバイルアプリをご利用ください。 

４． アプリケーション一覧 

アプリケーション名 概要 

intelligent HOME 
【専用アプリ】 

インテリジェントホームの設定、操作で使用するアプリ 

iRemocon WiFi 
【設定用アプリ】 

家電コントローラーの初期設定で使用するアプリ 

Google Home 

【設定用アプリ】 

スマートスピーカーGoogle Home の設定で使用す

るアプリ 

LINE 

【操作用アプリ】 

インテリジェントホームの LINE＠アカウントと友だちに

なると、LINE上でデバイスの遠隔操作等ができます 

IFTTT 

【設定用アプリ】 

Googleアシスタントやその他様々なWEBサービスと

インテリジェントホームを連携させる際に使用するアプ

リ 

５． インテリジェントホームアプリは、対応していないOSや端末を利用している場合、サポート対象外となり、全ての機能をお使いい 

ただけない場合があります。 

６． インテリジェントホームアプリのバージョンアップの際は、お客さま自身で OSのバージョンアップもしくは対応機種をご用意いただく 



必要があります。 

 

⑤機器について 

１． 本サービスをご利用いただくには、ホームゲートウェイの設置が必要です。ホームゲートウェイに加え、IP カメラ、各種センサー、ス

マートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー)、スマートロック(電子錠)、スマートライト(LED 電球)を組み合わ

せる必要があります。 

２． 本サービスをご利用いただくには、ホームゲートウェイ、IP カメラ、各種センサー、スマートコントローラー(家電コントローラー、スマ

ートスピーカー)、スマートロック(電子錠)の電源が常時入った状態かつインターネットに常時接続されている必要があります。 

３． スマートライト(LED電球)をご利用いただくには、ホームゲートウェイと連動したのち、取り付ける箇所の電源(壁面のスイッチ等)

が入った状態にしてください。 

４． スマートライト(LED電球)本体上のボタン操作は、電球表面が高温でない場合に行ってください。 

５． 電球の重量により照明器具の自立性が損なわれる場合があります。 

６． スマートライト(LED電球)は、室内用です。また、水気のあるところ、熱を発する器具の近くには取り付けないでください。 

７． インターネット接続関連機器(モデム)も常時電源が入った状態にしてください。 

８． ホームゲートウェイ、IP カメラ、各種センサー、スマートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー)、スマートロック(電

子錠)、スマートライト(LED電球)の機器の転売、譲渡、分解等は、禁止いたします。 

※ホームゲートウェイは壁面コンセントへ直挿し(縦)で設置いただくことを推奨します。 

※ホームゲートウェイ、IP カメラ、各種センサー、スマートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー)、スマートロック

(電子錠)の購入は取り扱っておりません。 

※ホームゲートウェイの USBポートは、メンテナンス用ですのでご利用いただけません。  

※温度変化、ペット、シーリングファン、カーテン、FAX感熱紙、風、電波状況によりセンサーが誤動作する可能性があります。  

※お客さまにて機器のリセットボタンは押さないでください。 

９． 本サービスのご利用には、当社が提供するホームゲートウェイと家電コントローラーが必要です。お客さまが用意した IP カメラ、

各種センサー、 スマートスピーカー、スマートロック(電子錠)、スマートライト(LED 電球)を利用することができますが、当社は

一切保証しないものとします。 

１０．機器の移設および設定については、原則当社が有償で行いますが、IP カメラ、スマートコントローラー(家電コントローラー、 

スマートスピーカー)に限ってはお客さまご自身での移設が可能です。 

１１．機器の移設に伴い取り外した箇所の復旧は当社ではいたしかねます。なお、スマートロック(電子錠)の移設についても、 

取り外した箇所へのシリンダキーの設置、新たな鍵の設置等に関する現状復旧は当社でいたしかねますので、 

お客さまにてご手配ください。 

１２．お客さまご自身での機器の移設に伴う不具合や故障、お客さまが機器の移設をご手配された場合における不具合や 

故障について、当社は一切責任を負えませんのでご了承ください。 

１３．IPカメラで撮影した画像・動画の保存期間は60日間とし、保存可能枚数は、画像500枚/日、動画100枚/日を上限と

します。なお、保存期間および保存可能枚数は、事前の告知なく変更する場合があります。 

１４．ホームゲートウェイ 1台に接続できる家電コントローラーの台数は 1台とします。 

１５．ホームゲートウェイ 1台に接続できる各種センサー、スマートライト(LED電球)の合計の台数は 64台までです。 

１６．ホームゲートウェイ 1台に接続できる IP カメラの台数は、3台までとし、スマートロック(電子錠)の台数は、1台までとします。 

１７．家電コントローラー1 台に対して、原則、家庭用エアコン、照明各 1 台の操作が可能です。(すべての機種、すべての機能の

動作を保証するものではありません。) 

１８．家電コントローラー1台に対して、スマートスピーカーの貸与は 1台 に限ります。 

１９．Wi-Fi接続先ルータ変更を行う場合 

ホームゲートウェイの Wi-Fi 接続先ルータ変更を行う場合、インテリジェントホームのアプリケーションにてホームゲートウェイの

Wi-Fi接続の再設定が必要です。IP カメラをご利用中のお客さまは、IP カメラの再設定が必要です。 

２０. Zigbee中継器を設置する場合、Zigbee中継器をコンセントから抜いたりご自身で移設したりしないでください。サービスが 



利用できなくなる可能性があります。 

２１．電池交換 

各種センサーに対応する電池は以下の通りです。 

機器 電池種類 推奨メーカー 

スマートロック(電子錠) 
EVOLTA  

単 3形アルカリ乾電池 
Panasonic 

ドア・窓センサーMCT-350 ３V リチウムバッテリーCR2450 タイプ Panasonic 

広域モーションセンサー ３V リチウムバッテリーCR123 タイプ Panasonic 

※お客さまご自身で交換する場合は、機器の基盤への接触をしないようご注意願います。  

※電池残量の低下は、専用 WEB ページまたはアプリケーションからご確認いただけます。 

 

⑥当社サポート内容 

電池交換については、当社にて有償にて行います。 

電池交換費用(出張費と技術費を含む) 5,000円／回[税抜] 

 

⑦故障 

１． 当社から貸与された機器に故障が生じた場合、無償にて修理、交換いたします。お客さまの故意・過失による故障の場合 

は、この限りではありません。 

２． 故障時に IP カメラ、各種センサー、スマートロック(電子錠)を交換する場合、設置工事同様にビス留め、両面テープを利用 

します。 

※設置跡、ビス穴、両面テープ等が残ることがあります。 ※設定箇所の回復はできません。 

 

⑧一時停止・解約について 

１． 本サービスを一時停止またはご解約される場合は、当社にご連絡ください。なお、IP カメラ、各種センサー、スマートコントローラ

ー(家電コントローラー、スマートスピーカー)、スマートロック(電子錠)、スマートライト(LED 電球)のみ一時停止をすることはで

きません。 

２． 本サービスの一部またはすべてをご解約される場合、当社から貸与した機器は、必ずご返却ください。なお、機器の取り外しに

伴う設置箇所の復旧は当社ではいたしかねます。 

３． スマートロック(電子錠)の撤去は当社にて有償で行います。 

    撤去費用は別途見積もるものとします。 

４． 当社へのご申告をせず、お客さまにてホームゲートウェイ、IP カメラ、各種センサー、スマートコントローラー(家電コントローラー、

スマートスピーカー)、スマートロック(電子錠)、スマートライト(LED 電球)の取り外しを行った場合、または、専用のアプリケーシ

ョンから削除を行った場合、月額利用料金は継続して発生します。 

 

⑨免責・その他 

１． IP カメラで撮影した画像・動画の管理について当社は一切責任を負いません。 

２． カメラのライブ映像がコマ落ちする場合があります。 

３． iRemocon 専用アプリのうち、当社のサポート対象となるのは、設置設定時に使用する「外部接続連携操作」機能のみとな

り、その他の操作、登録等に関して当社は一切責任を負いません。 

４． スマートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー) による物品やサービスの購入制限を希望される場合は、お客さ

まご自身で設定をお願いいたします。アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、損害が生じ

た場合、当社は一切の責任を負いません。 

５． 通信環境により、スマートコントローラー(家電コントローラー、スマートスピーカー)が正常に動作しないことがございます。 

６． 当社は、本サービスの運用・管理のため、お客さまご利用の機器に設定されたログ情報等を取得する場合がございます。 



７． 本サービスは一切間断なく継続的に提供できるものではございません。 また、本サービスの正確性、最新性、有用性、 

完全性等によってお客さま が損害を被った場合、当社は、一切その責任を負うことができません。 

８． 当社のシステムメンテナンス時は、一部または全てのサービスがご利用できなくなる可能性がございます。 

９． インターネット回線障害時または停電時は、一部または全てのサービスは利用できません。 

１０．ホームゲートウェイのソフトウェアアップデートは、不定期に実施されます。 

※ソフトウェアインストール中は、サービスがご利用できません。 

※ソフトウェアインストールは情報閲覧等のサービス利用中であっても、発生する場合がございます。 

１１．天災地変時には、ホームゲートウェイ、IP カメラ、各種センサー、スマートコントローラー(家電コントローラー、スマート 

スピーカー)、スマートロック(電子錠)、スマートライト(LED電球)の修理・故障等のサポート対応に時間を有する場合がござい

ます。 

１２．お客さま保有のルータを経由する場合、接続不具合についてはサポート対象外となります。 

１３．すべての無線 LAN対応ブロードバンドルータでの動作を保証するものではありません。 

 

⑩電波補強部材「Zigbee中継器」について 

Zigbee中継器の分解、改造等を行った場合は、当社サービスでの使用を禁止いたします。 

 

⑪提供エリア 

本サービスの提供エリアは、当社サービス提供エリアのみとなります。サービス提供エリア以外の場合、本サービスの提供は致しかねま

すので、ご了承ください。なお、サービス提供エリア内においても、設備の状況により、提供できない場合があります。 

 

以上 

内容現在 2018年 11月 22日 


