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スタートマニュアル 
この度は、ホームウォッチをご利用いただきありがと

うございます。 

ホームウォッチをご利用になると、スマートフォンや

タブレット、パソコンから、遠隔で家電の操作や部屋

の状態確認ができます。 

本書では、ホームウォッチをご利用になるために知っ

ていただきたいことを説明します。ご利用時の注意や

機器については表面（1、2 ページ）、ご利用開始方法

や機器接続時のヒント、困ったときに確認することや

連絡先については裏面（3、4 ページ）をご覧ください。 

ご使用後は、取り出しやすい場所に保管してください。 

 

安全にご使用いただくために  
お客様や他の人々への危害、財産の損害を未然に防ぎ、本

製品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容で

す。内容をよく理解したうえで、記載内容を守ってご使用

ください。 

警告・注意表示と絵文字の意味 

警告 

守らなかった場合、使用者や他の人々が、死亡
または、後遺症が残ったり入院・長期通院が必
要になったりするけがを負う可能性がある内
容です。 

注意 
守らなかった場合、使用者や他の人々がけがを
負う状況や、物的損害※が発生する可能性があ
る内容です。 

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡
大損害を意味します。 

記号の意味 

 
注意して行う必要があることを表します。 
内容をよく確認して行ってください。 

 
してはいけないことを表します。 
内容をよく読み、絶対に行わないでください。 

 
しなくてはいけないことを表します。 
内容をよく読み、必ず行ってください。 

警告 

 

生命、財産に影響があるなど、安全性・信頼性が
重要な機器では使用しないでください。 
人命にかかわる事故の原因となる可能性があります。 

 

誤動作しても問題のない機器だけを、操作対象に
してください。 
赤外線の性質上、確実に操作できる保証はありません。 

 

風呂場など水分や湿気の多い場所、花びんなど液
体の入った容器の近くに置かないでください。 
故障・火災・感電の原因になります。 

 
分解・改造をしないでください。 
火災・感電・けがの原因になります。 

 
上に物を置かないでください。 
故障・火災の原因になります。 

 
濡れた手で触らないでください。 
感電・けがの原因になります。 

 

注意 

 

動作中の PLC アダプターには、長時間触れないよ
うにしてください。 
低温やけどの原因になることがあります。 

 

触れるときは、ドアノブなど身近な金属を触って、
体から静電気を取り除いてください。 
故障の原因になることがあります。 

 

お手入れをする場合は、ベンジンなどの薬品を使用
せず、柔らかい布で乾拭きしてください。 
変色や変形の原因になることがあります。 

 

長期間使用しない場合は 

● 直射日光が当たらない場所で、各機器の仕様を参照し、

環境条件の範囲内で保管してください。 

● 環境センサーと開閉センサーは、電池を取り外した状

態で保管してください。 

廃棄する場合は 

● ホームウォッチ コールセンター（4 ページ）まで、ご

連絡ください。 

その他知っておいていただきたいこと 

● 本書に記載している画面やイラストは一部省略するな

ど、実際の表示とは異なる場合があります。 

 

同梱物            
ホームウォッチには、次の機器が同梱されています。 

不足しているものがないか確認してください。 

不足物があった場合は、ホームウォッチ コールセンター

（4 ページ）へご連絡ください。 

※電池切れの場合は、代替え品（無償）の提供はいたしません。
返品された電池が切れている場合は、代替え品代を請求する
ことがあります。 

ルームマスター 1 台 

 

 

 

 

 
 
 

PLC アダプター 1 台 

 

環境センサー 1 台 

取り付け台 1 台 

乾電池※（単 4 形） 3 本 

ゴムキャップ 2 個 

 

 

 

※動作確認用の電池です。 

開閉センサー 1 組 

両面シール 1 組 

 

 

 

 
※開閉センサーには動作確認用の

電池が取り付けられています。 

LAN ケーブル 1 本 

マニュアル 
スタートマニュアル（本書） 1 部 
操作マニュアル 1 部 
活用例リーフレット 1 部 

各機器について        
同梱されている各機器の概要と各部名称を説明します。 
 

 ルームマスター 

アプリやポータルサイトからの指示により、赤外線通信を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ランプ 色 状態 説明 

PLC 緑 点灯 電源を入れて起動が終了する
まで 

PLC 通信接続中（リンク中） 

- 消灯 未ペアリング状態 

緑 最大 10 秒間点滅 ペアリング待機中 

ステータス 橙 点灯 学習中 

- 消灯 学習完了または学習時間切れ 

橙 1 秒間点灯 制御中 

ルームマスターの機器仕様 

品番 RNU-043 

通信 無線（920MHz 帯）、HD-PLC、赤外線 

環境 
条件 

温度 0℃～50℃ 

湿度 5～80％（結露しないこと） 

電源定格 AC90～240V 45Hz～65Hz 

外形寸法 幅 80×奥行 45×高さ 130（単位：mm） 
 

 PLC アダプター 

インターネットを通じて、アプリやポータルサイトからの

指示をルームマスターに伝えたり、部屋の環境や設定内容

をサーバーに保存したりします。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

！重要！ ● PLC アダプターは、MASTER モードで使用しま
す。モード変更スイッチが MASTER 側になって
いることを確認して使用してください。 

 
ランプ 色 状態 説明 

Wi-Fi 緑 点灯 Wi-Fi（アクセスポイント）が ON 

- 消灯 Wi-Fi（アクセスポイント）が OFF 

PLC 緑 点灯 ペアリング中 

- 消灯 未ペアリング状態 

LAN 緑 点灯 ネットワーク機器接続済み 

- 消灯 ネットワーク機器未接続 
ネットワーク機器の電源未投入 

MASTER 緑 点灯 通常時 

メモ                        

● PLC アダプターに貼られたシールには、SSID とパスワード
（PW）が記載されています。SSID とパスワード（PW）は、
別途同梱のシールにも記載されています。PLC アダプター
とスマートフォンを Wi-Fi 接続するときに確認します。 

 

PLC アダプターの機器仕様 

品番 PW1 

通信 HD-PLC／Wi-Fi 2.4GHz／IEEE802.11b/g/n 

環境 
条件 

温度 0～55℃ 

湿度 5～90％（結露しないこと） 

電源定格 AC100V 50／60Hz 

外形寸法 幅 62.5×奥行 102×高さ 31（単位：mm） 
（突起部を含まない） 

 

環境センサー 

設置した部屋の温度、湿度、明るさ、部屋に人がいるかど

うかを感知します。 

 表面 裏面 

 

 

 

 

 
 
 

ランプ 色 状態 説明 

ステータス 橙 点滅 ペアリング中 

点灯 通信中 

- 消灯 通常時 

環境センサーの機器仕様 

品番 WS1 

通信 無線（920MHz 帯） 

搭載センサー 温度、湿度、照度、人感 

人感範囲 距離：中心部 6m、端部 2.5m 
水平方向：設置面に対し 120° 

環境 
条件 

温度 0℃～50℃ 

湿度 5～80％（結露しないこと） 

電源 単４形電池(1.5V) 3 本 

外形寸法 幅 80×奥行 80×高さ 25.2（単位：mm） 
 

開閉センサー 

2 つの部品で 1 組の機器です。 

2 つの部品が離れると通知します。 
 
 

 

 

 

ランプ 色 状態 説明 

ステータス 赤 高速点滅 ペアリング中 

点灯 通信中 

- 消灯 通常時 

開閉センサーの機器仕様 

品番 DS1 

通信 無線（920MHz 帯） 

搭載センサー マグネット式開閉センサー 

環境 
条件 

温度 0℃～50℃ 

湿度 5～80％（結露しないこと） 

電源 3.0VDC リチウムコイン電池 CR2450 

外形寸法 幅 53×奥行 32×高さ 132（単位：mm） 

商標について 
● Google、Google ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Android、Android ロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。 
● iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用され

ています。AppStore は、Apple Inc.のサービスマークです。 
● Wi-Fi は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。 
● QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 
● ホームウォッチとそのシンボルマークは、大崎電気工業株式会社の登録商標です。 
● その他、本書に記載されている商品の名称は、各社が商標および登録商標として使用している場合があります。 

リセット 
スイッチ 

PLC ランプ 

ステータス 
ランプ 

ペアリング
ボタン 差込プラグ 

コンセント 

溝（アース用） 

差込プラグ 

LAN 
コネクタ RESET 

ボタン 

モード変更スイッチ 

MASTER
ランプ 

LAN 
ランプ 

PLC 
ランプ 

ステータス
ランプ 

スイッチ 

取り付け穴 

電池フタ 

ステータス
ランプ 

電池フタ（裏面） 

照度センサー 

人感センサー 

SET UP 
ボタン 

Wi-Fiランプ シール 

DID と 
QR コード 

DID と QR コード 
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利用を開始するには      
ホームウォッチの利用には、会員登録が必要です。 

会員登録は、ホームウォッチアプリから行います。 

管理会社から渡されたご案内をご用意ください。 
 

メモ                        

● ご利用のスマートフォンに、QR コード読み取りソフトがイ
ンストールされておらず、カメラソフトに QR コード読み取
り機能がない場合は、QR コード読み取りソフトをインス
トールしてください。 

● メールアドレスをお持ちでない方は取得してください。 
● 迷惑メール対策を行っている方は、次のドメインからの

メールを受信できるように、設定してください。 
  @homewatch.jp 

 

 
QRコード読み取りソフトで、

管理会社から渡されたご案内

のSTEP1にあるQRコードの

うちご利用のスマートフォン

用を読み取り、ホームウォッ

チアプリをインストールして

ください。 

ホームウォッチアプリを起動

すると、ログイン画面が表示

されます。 

ログイン画面下側にある［は

じめての方はコチラ］をタッ

プし、以降は画面に従って会

員登録を行ってください。 

 

 

 

 

 

メモ                        

● スマートフォンと PLC アダプターを Wi-Fi 接続する場合に
確認するシールの位置は、「各機器について」の「PLC アダ
プター」（2 ページ）のイラストをご覧ください。 

 

こんなときは         
機器の設置や設置後の動作がうまくいかない場合に、ご確

認ください。 
 

設置について 

PLC アダプターやルームマスターを設置すると、
他のコンセントも塞いでしまう場合 

● 壁のコンセントへの設置をお奨めします。 

● コンセントに逆さまに設置することができます。 

● 壁のコンセントに接続したテーブルタップを利用する

こともできます。 

！重要！  

● 壁に設置する場合は、PLC アダ
プターと同じコンセントに、次
のような大きい電力を消費する
電化製品は接続しないでくださ
い。 
 充電器、ヘアドライヤー、 
 掃除機、AC アダプター、 
 調光機能付き照明 など 

！重要！  

● 大きい電力を消費する電化製品
を、PLC アダプターと同じコン
セントで使用する必要がある場
合は、コンセントと電化製品の
間にテーブルタップを挟んでく
ださい。 

 

 

 
● 雷サージ対応やノイズフィル

ター付きのテーブルタップは使
用しないでください。 

 

 

 

 
 

 

ルームマスターとスマートフォンや家電との 
通信が遮られる場合 

● 周囲に障害物がないコンセントに設置してください。 

● テーブルタップを利用し、 

高い場所に設置してください。 

※落下しないように設置して

ください。 

タップ型コンセントを利用

すると、ネジ止め等の固定

が可能です。 

 

 
 
開閉センサーを、水平に設置できない場合 

● 90°に設置することができ

ます。 

２つの部品が 5mm 以上離

れないように設置してくだ

さい。 

 

 
 

通信状況が悪い 

インターネットにつながらない場合や通信が遅い場合は、

PLC アダプターのランプを確認して対処してください。 

PLC ランプが消灯している場合 
PLC アダプターとルームマスターをペアリングし直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PLC アダプター底面にある RESET ボタンと
ルームマスター左側面にあるリセットスイッチ
を、それぞれ爪楊枝などで 5 秒間長押しする 

PLC アダプターとルームマスターの PLC ランプが消灯し
たら初期化成功です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PLC アダプターの SET UP ボタンを 1 秒以上長
押しする 

PLC アダプターの PLC ランプが緑色に点滅します。 

  

3 手順 2 から 20 秒以内に、ルームマスターのペ
アリングボタンを 1 秒以上長押しする 

PLC アダプターとルームマスターの PLC ランプが緑色に
点灯したらペアリング成功です。 

 

！重要！ ● ペアリングが終わっても、30 秒間はコンセン
トから外さないでください。 

 
LAN ランプまたは Wi-Fi ランプが消灯している場合 

● LAN ケーブルが接続されているか確認し、はずれたり

ゆるんだりしていたら接続し直してください。 

● ネットワーク機器の電源が入っているか確認し、電源

が切れている場合は入れてください。 

● PLC アダプターがコンセントに差し込まれているか確

認し、はずれたりゆるんだりしていたら差し込み直し

てください。 

● ルームマスターとのペアリングが成功しているか確認

し、失敗している場合はペアリングをし直してくださ

い。ペアリングし直す方法は、「PLC アダプターが消灯

している場合」（3 ページ）を参考にしてください。 

センサーが反応しない 

環境センサーや開閉センサーが反応しない場合は、電池が

切れている可能性があります。 

次の「環境センサーの電池交換」または「開閉センサーの

電池交換」を参考に、お客様ご自身で電池を購入し、交換

してください。 

環境センサーの電池交換方法 

単４形乾電池を 3 本使用します。 

1 背面の電池フタをスラ
イドして取り外す 

 
 

  

2 乾電池の向きを確認
し、セットする 

乾電池の向きは、スロットに
描かれています。 
 

  

3 電池フタを取り付ける 

 
 

  

4 スイッチを押してス
テータスランプが点灯
することを確認する 
 

開閉センサーの電池交換方法 
CR2450 のボタン電池を 1 個使用します。 
 

 ● 作業前にドアノブなど金属部品に触れて、静電気を除
去してください。 

● 作業中、基板（内部の緑または青の板）を落下させな
いようにしてください。 

 

1 開閉センサーの大きい
方の部品を、丸みがあ
る方にスライドして、
電池フタから取り外す 
 

  

2 中身を取り出し、電池
を入れ換える 

電池の＋面が手前です。 

  

3 電池を抑える山の形の
部品が手前になるよう
に、大きな部品に戻す 

  

4 電池フタで固定される
ように、スライドして
取り付ける 

 

上記対応を行っても異常が発生する場合は 

ホームウォッチコールセンターへご連絡ください。 
 

！重要！ ● 機器が触れられないほど熱い場合や、機器から
発煙がある場合は、ただちに使用を停止して、
コールセンターへご連絡ください。 

 

詳しくは、ホームウォッチの操作マニュアルをダウンロー

ドし、ご覧ください。 

ホームウォッチアプリのメニュー画面で、［当アプリにつ

いて］→［マニュアル］の順にタップして表示される画面

からダウンロードします。 
 

お問い合わせ先        
ホームウォッチについてのお問い合わせ先は次のとおりです。 
 

ホームウォッチ コールセンター 

電話番号：03-6635-6842（通話料：有料） 
営業時間：年中無休 9 時～19 時 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームウォッチ スタートマニュアル 

 
〒141-8646 東京都品川区東五反田 2-10-2 東五反田スクエア 

電池フタは、強力な両面
テープで固定されているた
め、設置個所に残ります。 

http://www.osaki.co.jp 
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