
　

① 本体　　　 ③ ACアダプタ

取扱説明書
赤外線リモコン 02 （URA02A） 【無線LAN接続できない場合】

【無線LAN接続をリセットする】

①

③ ④ ⑤

② ⑦
⑥

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、専用のスマートフォンアプリ（以下、「専用アプリ」と表記します）をインストールした
スマートフォンで、赤外線リモコンに対応した家庭用電気機器を操作することができます。
本書は、本製品を正しく安全にお使いいただくための取り扱い方法、使用上の注意等につい
て説明するものです。ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。またお読み
になった後は大切に保管してください。

④ 取扱説明書(本紙)　 ⑤ 保証書　

②  USB接続ケーブル
    

・スマートフォンに専用アプリをインストールする必要があります。
・専用アプリのインストール、リモコンの登録方法などについては本製品と併せてお送  
  りする『接続ガイド』  をご参照ください。

2019年８月　第1版
提供元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
製造元：ラトックシステム株式会社

上／側面 底面

【ご注意】

●同梱のACアダプタを必ずご使用ください。

●本製品は日本国内専用です。海外に持ち出しての使用はできません。

　(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)

●本製品は屋内専用です｡屋外では使用できません｡

●本製品は許可されていない第三者に接続されることのないホームネットワーク上での利用を前提として
おります。

●赤外線を使用したカメラやセンサー類など、赤外線を送信し続けるような機器の近くでは、正しく稼働し
ない可能性があります。

●地震、雷、風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の
故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負
いません。

●本製品は屋内専用です。屋外では使用できません。

●本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業
の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

●『取扱説明書』（本書）の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して当社は一切責任
を負いません。

※本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

　提供元：KDDI 株式会社・沖縄セルラー電話株式会社

　製造元:ラトックシステム株式会社

上から見た図

水平方向：360度

横から見た図
垂直方向：180度（上方）
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【設置イメージ】

赤外線が届く位置に設置

有効範囲 半径
30m

設定後の設置OK
本製品の電源を切っても、パソコン
やスマートフォンなどの機器の無線
LAN設定は保持されます。
作業のしやすい位置で無線LAN接
続やリモコンの学習※を行ってから、
運用する場所に移動できます。
※学習機能についてはアプリ参照。

※ネットワーク分離機能について メーカーや機種により、プライバシーセパレーター、セパレート機能などの呼び方があり
ます。 この設定はルーターに接続している機器同士の通信を禁止するため、PC間のファイル共有や、無線LAN対応プリ
ンタを使用したい場合は、無効にする必要があります。 本製品も上記と同様に、ルーターに接続したスマートフォンと通
信するため、 無効にする必要があります。

こんな時は

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

LEDについて
主な仕様

インターネットへの接続

各部名称／機能

同梱物一覧

赤外線の有効範囲

ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。
• 本書に記載されているイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

※距離は家電製品(受信側)の性能
により異なります。

本製品の設定
専用アプリから、本製品の登録・追加を行う前に本体の電源を入れ、本体のLEDがゆっくり点滅するか  
（本製品がアクセスポイントモードになっているか）ご確認ください。LEDが消灯している場合は無線
LAN情報が残っていますので、本製品のリセットを行ってください。

スマートフォンの設定
● スマートフォンの無線LAN設定で、ご使用の無線LANルーター（2.4GHz帯のSSID）を選択した状態で、

本製品の接続設定を行ってください。※1

● Android 6 以上の場合、 位置情報をオンにしてください。
● スマートフォンでは次の設定をオフにしてください。

「スマートネットワーク切り替え」「ネットワーク自動切り替え」「接続できない電波を無視する」「接続
不良のとき無効にする」、等。

● 本製品のLEDが速く点滅する状態（リセットされた状態）でスマートフォンの無線LAN設定を確認し、
　　「WFIREX４_xxxxxx」(xは半角英数字)が表示されている場合は、いったん無線LAN設定から削除※2

　　　 して再度接続を行ってください。
※1  5GHz帯のSSIDでは接続できません。
※２ 無線LAN設定からの削除方法：Androidでは長押し、iOSではｉマークをタップして「ネットワーク　

　　　設定を削除」または「このネットワークを削除」を選択します。

無線LANルーターの設定
以下の無線LANルーター設定項目をご確認ください。

無線LANルーターと接続すると、SSIDやパスワードなどの情報を本体の内部メモリに記憶します。接続が
うまくいかない場合など、下記の手順でリセットして内部メモリの情報を消去した後、再度接続してください。

① 電源が入った状態で、側面のリセットボタンを約10秒間押します。
② LEDが速く点滅します。
③ LEDが点灯したら、本体からUSB接続ケーブルを抜き差しし、
　電源を入れなおします。

本製品を使用するには、本製品と無線LAN対応ホームゲートウェイ、またはホームゲートウェイに接続さ
れた無線ルーターに無線LANで接続します。
専用アプリのインストール後、アプリ画面より本製品を選択し、案内に沿って無線LANルーターの設定・
本製品の登録を行ってください。

電源を入れる／切る
ACアダプタの電源プラグをご家庭のコンセントに差し込み、本製品にACアダプタを接続すると、自動で
電源が入ります。

■ 電源を入れる
① ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む。
② USB接続ケーブルのUSBプラグの向きを確認して、ACアダプタのUSB接続端子に接続する。
③ USB接続ケーブルのmicroUSBプラグの向きを確認して、本製品のUSBポート(USB Micro-B)に接  
     続する。
※本製品の電源が入り、お買い上げ時は、LEDがすばやく点滅→１秒間隔で点滅します。
　その後は、接続や設定の状態に応じて、LEDが点滅または消灯します。

■ 電源を切る
① 本製品のUSBポート(USB Micro-B)からUSB接続ケーブルのmicroUSBプラグをまっすぐに引き
     抜く。
② ACアダプタのUSB端子からUSB接続ケーブルのUSBプラグをまっすぐに引き抜く。
③ ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く。

②
microUSBプラグ

③
電源プラグ

　

①

LEDの点灯・点滅で、無線LAN接続の状態や赤外線の送信を示します。

項目
2.4GHz帯
暗号化方式
パスワード（暗号化キー）
IPアドレス
動作モード
ネットワーク分離機能
通信可能TCP/IPポート番号

設定値
有効
WPA-Personal/WPA2
半角英数字のみ使用
自動割り当て
ルーターモード
無効
外出先からリモコンを操作する際は、ご使用の無線LANルーターで
以下のポート番号が通信可能となっている必要があります。 
TCP :60031
SNTP:123
SSL/TLS:443/8883

備考
5GHz固定では動作しません
WEPは対応していません
日本語や記号は使用しないでください
ー
上位機器がルーターでない場合
※注釈参照

対 応 リ モ コ ン
フ ォ ー マ ッ ト

赤 外 線
無 線 L A N

セ ン サ ー
定 格
動 作 環 境
外形寸法/重量

各種赤外線リモコン（SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォー
マット、その他メーカー独自フォーマットなど）
・ プリセット（登録済みリモコン）は、サービス事業者ホームページのプリセット一覧でご確認ください。

・ 無線方式リモコンなど赤外線通信以外で制御するリモコンには対応していません。

・ すべてのリモコンでの学習および動作を保証するものではありません。

有効範囲 最大 30m（受信側機器の性能に依存）/ 上方全方向 
対応規格 ： IEEE 802.11 b/g/n 準拠
使用周波数帯域 ： 2.4GHz
セキュリティー ： WPA-Personal/WPA2
温湿度センサー、明暗センサー
DC 5V/1A
温度 ： 10 ～ 40 度、湿度 ： 20 ～ 80％（ただし結露しないこと）
約 45×45×15 mm / 約 16g

専用スマートフォンアプリへの誘
導は不要？

■アプリでの登録ができない、接続先を変更する場合

　無線LAN接続がうまくできない場合や無線LAN接続先を変更する場合は、本紙  こんな時は  の
　【無線LAN接続をリセットする】を参照し、リセットしてください。

専用アプリに本製品を登録する
本製品を使用するために、インターネットに接続された本製品を専用アプリに登録します。
アプリ画面の「赤外線リモコン登録」を選択して、アプリ画面に表示される案内に従い登録してください。

　

①
③

②

　                          状態 説明

点灯 　  リモコン赤外線データの学習時
速い点滅 赤外線送信時
ゆっくり点滅 アクセスポイントモード動作時
消灯 無線LAN接続時

　

お問い合わせ先

お問い合わせ先番号については、本製品と併せてお送りする『接続ガイド』をご参照ください。
※接続ガイドが同梱されていない場合はサービス事業者までお問い合わせください。

①明暗センサー 光の明暗を感知して、専用アプリで表示  

②温湿度センサー 温度と湿度を感知して、専用アプリで表示 

③リセットボタン 【10秒 長押し】 
  工場出荷時の状態に初期化（本体のSSID情報などを削除）

④USBポート(USB Micro-B)   USB接続ケーブルを接続（電源供給用）　　

⑤LED（白色）   　　　 本書の『LEDについて』を参照

⑥ストラップホール ストラップを装着することが可能

⑦吊り下げ用ホール フックなどに引っ掛けて壁掛け可能

機能名称



●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後
　は大切に保管してください。
●この「安全上のご注意」は、本製品をお使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため
　の内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

安全上のご注意（必ずお守りください） 材質一覧 無線LAN機能について

赤外線リモコンについて

商標について

取り扱い上のご注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う危険が切迫して生じること
が想定される」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を負う可能性が想定される」内容
です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性が想定される場合および物的
損害※3の発生が想定される」内容です。

※1 重傷： 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するもの
　　を指します。
※2 軽傷： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

■ 禁止・強制の絵表示の説明

禁止 濡れ手禁止 分解禁止

指示水濡れ禁止 プラグを
コンセント
から抜く

禁止（してはいけないこと）
を示す記号です。

濡れた手で扱ってはいけな
いことを示す記号です。

分解してはいけないことを
示す記号です。

指示に基づく行為の強制（必
ず実行していただくこと）を
示す記号です。

水がかかる場所で使用し
たり、水に濡らしたりしては
いけないことを示す記号
です。

本製品をコンセントから
抜いていただくことを示す
記号です。

■ 本体、ACアダプタ、USB接続ケーブル共通

必ず下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

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、直射日
光の当たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釡などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしな
いでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、使用しないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
分解、改造をしないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
microUSB端子やUSB端子に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）を入れないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
ACアダプタおよびUSB接続ケーブルは、当社が指定したものを使用してください。
指定以外のものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

禁止

禁止

禁止

分解禁止

水濡れ禁止

禁止

指示

必ず下記警告事項をお読みになってからご使用ください。

必ず下記警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
microUSB端子やUSB端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させたり、ほこりが内部
に入ったりしないようにしてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
使用中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
火災、やけどなどの原因となります。
破損したまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
湿気やほこりの多い場所、高温になる場所、極端に低温になる場所での使用、保管はしないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
使用中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は電源プラグをコンセン
トから抜いてください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

禁止

禁止

禁止

指示

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

禁止

禁止

禁止

禁止

指示

指示

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがなどの原因となります。
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
誤飲、けが、感電などの原因となります。
本製品を長時間連続使用される場合は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、
眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようご注意ください。
長時間の使用は、本製品の温度が高くなることがあります。温度の高い部分に直接長時間触れる
とお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。
本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。
お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。
各箇所の材質について⇒「材質一覧」

■ 本体について

■ ACアダプタについて

必ず下記警告事項をお読みになってからご使用ください。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。
使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。
医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による
影響についてご確認の上ご使用ください。
電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。
電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の
自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器
をご使用される方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認
ください。

指示

指示

指示

指示

指示

指示

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合
は、装着部から本端末を15cm以上離して使用してください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の
医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなど
にご確認ください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。
医療機関内における本端末の使用については、各医療機関の指示に従ってください。
電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご
使用ください。
■ 本体、ACアダプタ、USB接続ケーブル共通
●本製品に無理な力がかからないように使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、中で重

い物の下になったりしないよう、ご注意ください。外部機器をmicroUSB端子に差した状態の場合、コネクタ破
損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

●極端な高温・低温・多湿の場所では使用しないでください。（周囲温度10℃～40℃、湿度20%～80%の範囲
内でご使用ください。）

●ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
●microUSB端子やUSB端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因と

なる場合があります。また、このとき強い力を加えてmicroUSB端子やUSB端子を変形させないでください。
●お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。またアルコール、シンナー、ベンジン、洗

剤、ガラスクリーナーなどで拭くと、外装の印刷が消えたり、故障の原因となります。
●一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく

離れてご使用ください。
●ご使用中に温かくなる場合がありますが異常ではありません。
●腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障の原因となります。
●屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。
●必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、故障の原因となります。
●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。故障の原因となります。
● お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障の原因となります。また、本製品の改造は電波法違

反になります。
●電源プラグやmicroUSB端子、USB端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属

片・鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。故障の原因となります。
●水などの液体をかけないでください。また風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用

は絶対にしないでください。電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。
●使用中に濡れた場合には本製品に触れないでください。
●水濡れや湿気による故障は、保証の対象外となり有償修理となります。
●布団などで覆われた状態での使用は故障の原因となります。
●USB接続ケーブルをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。

正しい方向で抜き差ししないと、故障の原因となります。
●直射日光の当たる場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所

で使用、保管、放置しないでください。故障の原因となる場合があります。
●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、故障などの原因とな

ります。

■ 本体について
●本体底面に貼られている銘板ラベル内に表示された「技適マーク（   ）」は、お客様が使用されている本製

品が電波法に適合したものであることを証明するものですので、はがさないでください。
●改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造され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などを受けており、その証として、「技適マーク
（   ）」が本体底面の銘板ラベルに表示されております。本製品の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。

●寒い場所から急に暖かい場所に移動させた場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度
が急激に変化するような場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります（結露といいま
す）。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。

● 落下させる、投げつける、踏みつけるなどの強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

■ACアダプタについて
●USB接続ケーブルをアダプタ本体に巻きつけないでください。また、ACアダプタのプラグやコネクタとUSB接

続ケーブルの接続部を無理に曲げたりしないでください。ACアダプタやUSB接続ケーブルのコードの上に重
いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしないでください。故障の原因となります。

●ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くときは、アダプタ本体を持って抜いてください。USB接続ケー
ブルなどを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

●ACアダプタの近傍にコンセントがあり、異常時には容易に取り外せるような場所でお使いください。

• 無線LAN機能は日本国内でご使用ください。本製品の無線LAN機能は日本国内での無線規格に準拠し、認
定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

• 無線LAN機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影
響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

• 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります（特に電子レン

ジ使用時には影響を受けることがあります）。
• テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
• 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合

があります。
• 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■ 2.4GHz帯ご使用上の注意
本製品の無線LAN機能は2.4GHz 帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産
業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移
動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「ほかの無線
局」と略す）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに本製品の

使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、本製品と併せてお送りする『接続ガイド』のお問い

合わせ先へご連絡ください。
• 本製品はすべての無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべて  

の無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
• 無線通信時のセキュリティとして、無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しております

が、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。無線LANによ
るデータ通信を行う際はご注意ください。

• 無線LANは、電波を利用して情報のやり取りを行うため、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、悪意ある第三者により不正に
侵入されるなどの行為をさ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。

• 無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、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。本製品の無線LAN機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

• 無線LAN 機能：2.4DS/OF5

• 遠隔操作により火災・感電・事故・傷害の発生する危険がある機器では使用しないでください。
• 太陽光の当たる場所で使用しないでください。赤外線が太陽光の影響を受け、機器を操作できない場合

があります。
• お客様が本製品により行う家庭用電気機器などの操作の内容につきましては、当社では一切責任を負い

ません。
• すべての赤外線リモコン対応の家庭用電気機器の操作を保証するものではありません。また、家庭用電

気機器の仕様や状況などにより、操作できない機能が発生することがあります。

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
• iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。本製品に搭載されているソフトウェアま

たはその一部につき、複製、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、ソースコード導
出の試行を行ったり、それに関与してはいけません。

この装置は、ＶＣＣＩ協会の基準に基づくクラス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下さい。

ＶＣＣＩ－Ｂ

【電波障害自主規制について】

2.4  … 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 
DS/OF  … 変調方式がDS-SS方式またはOFDM方式であることを表す。 
5  … 想定される与干渉距離が50m以内であることを表す。 
 … 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能で
  あることを意味する。

＜現品表示内容の意味＞
2.4DS/OF5

■ 本体

■ ACアダプタ

■ USB接続ケーブル

使用箇所 使用材質 表面処理
ACアダプタ本体 ABS、ポリカーボネート ー
電源プラグ 銅 ニッケルメッキ 

使用箇所 使用材質 表面処理
 
 
 

使用箇所 使用材質 表面処理
本体（上ケース・中ケース） ポリカーボネート ―
本体（底ケース）、簡単接続ボタン ポリカーボネート、ABS ―
microUSB端子 TPE、SS 錫メッキ　　
銘板ラベル（本体底面） PET PP 
滑り止め ゴム ー 

ケーブル、
USBプラグ/microUSBプラグ（樹脂部）
USBプラグ/microUSBプラグ（金属部）

PPE ー

LCP、SS ニッケルメッキ

必ず下記警告事項をお読みになってからご使用ください。

USB接続ケーブルのコードが傷んだら使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタやUSB接続ケーブルは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
雷が鳴り出したら、ACアダプタやUSB接続ケーブルには触れないでください。
感電などの原因となります。
コンセントにつないだ状態でUSB端子をショートさせないでください。
また、USB端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
USB接続ケーブルのコードの上に重いものをのせたり、引っ張るなど無理な力を加えたりしない
でください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させない
でください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタに海外旅行用の変圧器（トラベルコンバーター）を使用しないでください。
発火、発熱、感電などの原因となります。
本製品にUSB接続ケーブルを接続した状態で、接続部に無理な力を加えないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
濡れた手でUSB接続ケーブルやUSB端子、電源プラグに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電源、電圧で使用すると火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタ：AC100V～240V （家庭用交流コンセントのみ接続すること）
電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
ほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電などの原因となります。
ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
確実に差し込まないと、火災、やけど、感電などの原因となります。
電源プラグをコンセントから抜く場合は、USB接続ケーブルのコードを引っ張るなど無理な力を
加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。
USB接続ケーブルのコードを引っ張るとコードが傷つき、火災、やけど、感電などの原因となります。
本製品にUSB接続ケーブルを抜き差しする場合は、コードを引っ張るなど無理な力を加えず、接
続する端子に対してまっすぐ抜き差ししてください。
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用をやめてください。また、変形を元に戻しての使用
もやめてください。
端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
ペットなどが噛みつかないようご注意ください。
発熱により、火災、やけど、けがなどの原因となります。
使用しない場合は、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。
差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）が付着した場合は、直ちにコンセントから電源
プラグを抜いてください。
付着物などによるショートにより、火災、やけど、感電などの原因となります。
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
抜かずに行うと、火災、やけど、感電などの原因となります。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

濡れ手禁止

指示

指示

指示

指示

指示

指示

プラグを
コンセント
から抜く

プラグを
コンセント
から抜く

プラグを
コンセント
から抜く

必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

コンセントにつないだ状態でACアダプタに長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。禁止

指示


