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mouse スマートホーム（IoT製品）

マウスコンピューターTOP > mouse スマートホ－ム（IoT製品）

mouse スマートホーム販売終了のご案内

IoT機器「mouse スマートホーム」は、2019年7月22日に販売終了いたしました。 
これに伴い、クラウドサービスの提供を2022年6月30日に終了させていただく予定です。 

 
サービス終了以降は、スマートフォンにダウンロード済みのアプリケーションがご利用いただけなくなり、
ルームハブに登録したmouse スマートホーム製品や、家電製品などのコントロールが行えなくなります。 

 

■製品販売終了日 ：2019年7月22日 

■サービス終了日 ：2022年6月30日 

■終了対象サービス ：mouse スマートホーム クラウドサービス 

■終了対象アプリ ：EQL Ripple（iOS）/ mouse スマートホーム（Android） 

より快適に、よりスマートに。

毎日の暮らしを、より快適に、よりスマートにコントロール。
“人”と“モノ”がインターネットで繋がり広がっていく。

ルームハブ（RH01）の製品紹介動画

Watch on

mouse スマートホーム「ルームハブ」 mouse スマートホーム「ルームハブ」 ……
Watch laterWatch later ShareShare

新着情報

2019/07/22 mouse スマートホーム（IoT製品）販売終了のご案内

2018/05/28 mouse スマートホーム（IoT製品） 「ショックセンサー」販売開始！

2018/04/19 【お知らせ】ニフティ株式会社の提供するスマートフォンで家電を操作できるスマートリモコンサービス「＠niftyスマリモ」に「mouse スマートホーム」の「ルームハブ」が採
用されました。（nifty）

2018/04/11 mouse スマートホーム（IoT製品） 「スマート空気清浄機」値下げしました！29,800円（税別）～

mouse スマートホーム製品一覧

スターターキット 
mouse スマートホーム 

5製品のオールインワンキット

ルームハブ 
外出先からお手持ちのデバイスで 

かんたんコントロール

ショックセンサー 
設置場所の揺れや振動を 
感知してお知らせ

スマートLEDライト 
遠隔操作で調光も可能な 

LEDライト

スマートプラグ 
消し忘れや、電気使用量も 
リアルタイムで確認できる

モーションセンサー 
赤外線で人の動きを 
キャッチする

ドアセンサー 
ドアや窓の閉め忘れや 
開け放しを感知できる

スマート空気清浄機 
外出先からでも 

コントロールができる

PM2.5センサー 
見えない空気の 
汚れを監視する

mouse スマートホーム 連携イメージ図

※テレビ、エアコンはご自宅設置製品との連携イメージです。

製品紹介

ルームハブ

ルームハブでできること

※すべての家電機器の動作を保証するものではありません。

型番：RH01 Web販売価格 9,980円（税別）

製品仕様

エアコンやテレビなどのコントロール。（赤外線）（※）
温度、湿度を取得。
mouse スマートホーム製品を連携させてコントロール。

ルームハブの詳細はこちら

スターターキット

スターターキットで始める、スマートな生活。

ルームハブを中心とした、mouse スマートホーム製品の5製品をオール
インワンにしたスターターキットです。エアコンやテレビなどの遠隔操
作（※）や、mouse スマートホーム製品を連携させた照明、家電製品
の電源供給のオン、オフのコントロールが可能です。

※すべての家電機器の動作を保証するものではありません。

型番：SK01 Web販売価格 24,800円（税別）

製品仕様

スターターキットの詳細はこちら

対応製品一覧

ショックセンサー 
Web販売価格 

2,980円（税別）

スマートLEDライト 
Web販売価格 

4,980円（税別）

スマートプラグ 
Web販売価格 

4,980円（税別）

モーションセンサー 
Web販売価格 

5,980円（税別）

ドアセンサー 
Web販売価格 

2,980円（税別）

スマート空気清浄機 
Web販売価格 

29,800円（税別）

PM2.5センサー 
Web販売価格 

5,980円（税別）

記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。

当ページの掲載内容および価格は、在庫などの都合により予告無く変更または終了となる場合があります。

画像はイメージです。

すべての製品がルームハブ（RH01）を経由して動作します。

専用アプリが必要です。専用アプリは、Android、iOS用それぞれよりダウンロードが必要です。（Android 6.0以上、iOS 10以上が必要です。）

専用アプリの表示画面は、端末やOS、バージョンにより異なる場合があります。

心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波や赤外線が届かない場合があります。
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ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

店舗情報

仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認
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