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スターターキット
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）

スターターキットでできること
ルームハブを中心とした、mouse スマートホーム5製品をオールインワンにしたスターターキットです。mouse スマートホームの多くの機能を活用し
たい方へ最適です。

mouse スマートホーム「ルームハブ」 …

Watch later

Share

Watch on

mouse スマートホーム製品の連携で広がるシナリオ

外出先からもお手持ちのデバイスでコントロール

ルームハブを介して、テレビやエアコンなどの遠隔操作や、mouse ス
マートホーム製品を連携させた照明、家電機器の電源供給のオン、オフ
のコントロールが可能です。ライフスタイルに合わせて日々の生活を、
より便利に、より快適に変えていきます。

帰宅中の電車の中から、お手元のデバイスでエアコンをコントロールし
て、お部屋を最適な温度にしておいたり、テレビやエアコン、ルームハ
ブを介して繋がった製品の電源は、うっかり消し忘れても、 外出先か
らいつでもオフできるので安心です。

製品紹介
スターターキット

ルームハブ［RH01］
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。
スマートプラグ［SP01］
接続された家電機器の電源のオン、オフ。
電源オン、オフのスケジュール登録。
電気使用量の確認。
電気の消費履歴の確認。
スマートLEDライト［LL01］
点灯、消灯のスケジュール登録。
光量調整。
ドアセンサーやモーションセンサーと連携した点灯や消灯。

型番：SK01

Web販売価格

24,800円（税別）

モーションセンサー［MS01］

製品仕様

始めての方に最適なスターターキット
ルームハブを介して、mouse スマートホームの機器は連携することが
できます。エアコンやテレビなどの遠隔操作（※）、照明やセンサーと
の連携動作など、mouse スマートホームのすべての機能をご使用いた
だけるスターターキットです。
※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。

赤外線で人の動きを検出。
センサー検出履歴の確認。
検出と同時にお手元のデバイスへ通知。
スマートLEDライトと連携し、点灯や消灯。
ドアセンサー［DS01］
窓やドアの開閉を通知。
閉め忘れなどを遠隔地から確認。
スマートLEDライトと連携し、ドアや窓の開閉に合わせた点灯や消
灯。

mouse スマートホーム 連携イメージ図
※mouse スマートホーム スターターキット以外の製品は本製品には含まれません。

※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。

製品詳細
ルームハブ [RH01]

スマートプラグ [SP01]

電源入力

DC5V 1A（micro USB）

電源入力

AC100V 50／60Hz

センサー

温度センサー
湿度センサー

定格電力

1400W

赤外線LED×7

保護回路動作電力

1500W

LED

動作環境：温度

0～40℃

動作環境：湿度

20％～90％RH

無線通信
本体サイズ
重量

Wi-Fi：802.11b／g／n
Bluetooth® 4.0 BLE、赤外線

無線通信

79.2mm（W）×79mm（D）×29.3mm（H）

本体サイズ

68g

重量

ACアダプタ：5V1A USBアダプタ
電源ケーブル：USB-micro USBケーブル（全長：
1m）
壁掛け用両面テープ（フック付）

付属品

電球色

全光束

AC100V 50／60Hz

10W
720lm（電球 60形相当）

口金

E27／E26

無線通信
本体サイズ
重量

78g

モーションセンサー [MS01]

電球色相当

消費電力

63mm（W）×63mm（D）×29mm（H）

※本製品は、ルームハブ［RH01］経由でご使用いただけます。
※定格の1400Wを超えて使用するとLEDが赤色に点灯します。1500W
を超えると出力が停止します。

スマートLEDライト [LL01]
電源入力

Bluetooth® 4.0 BLE

電源（電池）

1/2単三形（ER14250 1／2AA 3.6V Battery）
※電池付属

推奨設置高さ

2～2.4m

定格検出範囲

距離：9m（直線距離）
角度：120°（左右）

無線通信

Bluetooth® 4.0 BLE

本体サイズ

68mm（W）×68mm（D）×127mm（H）

重量

205g

Bluetooth® 4.0 BLE
64mm（W）×72mm（D）×24.5mm（H）
52g（電池含まず）

※本製品は、ルームハブ［RH01］経由でご使用いただけます。
※センサーの検出範囲/検出距離は、使用環境によって異なります。

※本製品は、ルームハブ［RH01］経由でご使用いただけます。

ドアセンサー [DS01]
電源（電池）
センサー検出距離
無線通信

本体サイズ

1/2単三形（ER14250 1／2AA 3.6V Battery）
※電池付属
センサーが約2cm以上離れた時点で検出
Bluetooth® 4.0 BLE
センサーユニット：52.2mm（W）×23.6mm（D）
×20.2mm（H）
マグネットユニット：25.8mm（W）×22.0mm（D）
×19.3mm（H）
センサーユニット：24g（電池含まず）

重量

マグネットユニット：14g

※本製品は、ルームハブ［RH01］経由でご使用いただけます。
※センサーの検出範囲/検出距離は、使用環境によって異なります。

製品写真

←

→
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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

ルームハブ
外出先からお手持ちのデバイスで

ショックセンサー
設置場所の揺れや振動を

5製品のオールインワンキット

かんたんコントロール

感知してお知らせ

スマートLEDライト

スマートプラグ

モーションセンサー

遠隔操作で調光も可能な
LEDライト

消し忘れや、電気使用量も
リアルタイムで確認できる

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

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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