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アプリ操作ガイド  
アプリの紹介

SmartLife Plus アプリについて
AirLive SmartLife Plus アプリは、生活を
楽にするための「スマートルール」を備え
ています。
製品：個別のデバイスをオン/オフする。
部屋：部屋ごとに設定を変える 

シーン：複数の照明を同時で点ける、など様
    々な設定ができます。
レシビ:「IF-> Then」条件を設定します。

例えば、室内照明が一定のレベル
を下回ると、ライトが点灯します。 
メインセキュリティアラームを有効
にします。
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AirLive SmartLife Plus APP
アプリ操作ガイド



スマートフォンの ”AirLive SmartLife 
Plus” アイコンをクリックしてください。

「？」を押してアプリ操作用ユーザー
ガイドをダウンロードすることができま
す。
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アプリ操作ガイド  
アプリの紹介

SmartLife Plus アプリを実行01 アプリユーザーガイドをダウ
ンロードする02
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言語の変更を行うには右下にある
[Setting]アイコンをクリックします。

[App Information]アイコンをクリック
します。

製品のセットアップ
ゲートウェイの使い方

言語を変更する（Androidのみ）03 言語を変更する（Androidのみ）04



グローバルアイコンをクリックすると言
語が選択できます。

ご希望の言語を選んでください。
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製品のセットアップ
ゲートウェイの使い方

言語を変更する（Androidのみ）05 言語を変更する（Androidのみ）06



Page 05

サイレンが「製品」タブに表示されて
いない場合は、「設定」>> 「オプシ
ョン」に進み、「ゲートウェイサイレ
ンを表示」にチェックマークを付けま
す。サイレンが「製品」タブに表示さ
れます。

アプリ操作ガイド  
アプリの紹介

サイレン08
ゲートウェイへログインします。“製品”
をタップすると、接続されているセンサ
ーが全て表示されます。
注意：センサーがリストの中になかった

り、新しいセンサーを追加した
い場合は“センサー追加”の章を
ご参照ください

デバイスの一覧07

1
2
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アプリ操作ガイド  
アプリの紹介/ Device Setting

デバイスの設定

09
1. アイコンをクリックしてデバイス情報

を表示します。 
2. テキストをクリックしてアクチュエー

タを起動します（センサは起動できま
せん）。

制御情報

1 2



ゲートウェイにログイン後、「製品」ペ
ージをクリックします。

センサー名の変更-101

センサーアイコンをクリックしてセンサ
ーページに入ります。
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アプリ操作ガイド  
デバイスの設定

センサー名の変更-202
センサーの名前を変えることができま
す。 そして、センサーのイベントと他
の設定を見ることができます。



「製品」ページに移動し、「+」アイ
コンをクリックして部屋を作成します。
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アプリ操作ガイド  
部屋の設定

新しい部屋を登録01

部屋の設定



「部屋名」のフィールドをクリックして
、部屋の名前を入力します。

部屋の名前を入力02
「+」をクリックしてセンサーを登録し
、「保存」をクリックしてください。

部屋にセンサーを登録03

注意：センサーがすでに部屋に配置さ
れている場合は、別の部屋に登
録することはできません。
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アプリ操作ガイド  
部屋の設定



部屋名のアイコンをクリックして、作成
された部屋のどのセンサーを確認しま
す。
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アプリ操作ガイド  
部屋の設定

部屋内のセンサー05
部屋を作成した後、部屋中で登録され
たデバイスを見えることができます。

部屋の成功登録04



部屋アイコンをクリックして部屋設定
ページに入りしてください。

部屋のアイコンを変更 -106
アイコンをクリックして望むのアイコン
1つを選択し、新しい設定を保存してく
ださい。
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アプリ操作ガイド  
部屋の設定

部屋のアイコンを変更 -207



部屋アイコンをクリックして部屋設定
ページに入りしてください。

部屋からセンサーを削除 -108
「X」をクリックしてセンサーを解除し
、新しい設定を保存してください。
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アプリ操作ガイド  
部屋の設定

部屋からセンサーを削除 -209



部屋を削除 -110
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「削除」アイコンをクリックして部屋を
削除します。

アプリ操作ガイド  
部屋の設定

部屋を削除 -211
部屋アイコンをクリックして部屋設定
ページに入りしてください。
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アプリ操作ガイド  
シーンの設定

「シーン」ページに移動して「+」を
クリックしてください。

新しいシーンを登録01

複数のアクションを作成
シーンの設定



「シーン名」のフィールドをクリックし
て、シーンの名前を入力してください
。「アイコン」をクリックして、使用し
たいアイコンを1つ選択してください。

シーンに名前を付け02
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アプリ操作ガイド  
シーンの設定

「+」をクリックしてセンサーを登録し
ます。シーンを非表示にするには、右
上隅にあるスライダを右にスライドさせ
てください。

シーンにセンサーを登録03



Page 16

アプリ操作ガイド  
シーンの設定

シーンを作成した後、シーンページ中
に見えます。

シーンの成功登録05
センサーを登録した後、ユーザーはセ
ンサーの作動を設定し、シーンを保存
することを忘れないでください。

センサー作動を設定04
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アプリ操作ガイド  
シーンの設定 / レシビの設定

シーンをクリックすると、センサーは設
定したとおりに作動します。

シーンを実行06

レシビの設定
”もしｰそれで”条件を作成
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アプリ操作ガイド  
レシビの設定

• ゲートウェイにログインしたら、「
レシピ」のタブをタップします。

• 南京錠マークを閉じるようにタップ
すると、セキュリティーモードになり
ます。

注意：ドアや窓が開いたり、モーショ
ンセンサーが反応すると、通知
がきてサイレンが鳴ります。

1. レシビページでは、 初の赤いバー
はメインホームセキュリティアラーム
です。これが有効になっているとサ
イレンがオンになり、家の中のいず
れかのセンサーがトリガーされると
メッセージが送信されます。

2. レシビ設定、これは自分望むのマク
ロを作ることができるということです
。 レシビを作り始めるために 「+」
アイコンを押してください。 例：PIR
センサーがトリガされた場合、スマ
ートプラグをオンする。

侵入者警報をすぐに設定01レシピ00
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アプリ操作ガイド  
レシビの設定

「レシピ」ページに移動し「+」をク
リックしてください。

レシピを登録01
•「ホームセキュリティーアラーム」を

タップします。
• 検知条件：設定した条件でアラーム

が作動する設定をする。
• サイレン音：サイレン音を6種類か

ら選べます。
• 期間：アラームの繰り返し設定をし

ます。

侵入者警報の設定02
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アプリ操作ガイド  
レシビの設定

「レシピ名」のフィールドをクリッ
クして、レシピの名前を入力してく
ださい。

レシピに名前を付け02
「+」をクリックして、センサーをもし
条件に追加します。
「または」は、レシピにセンサーを追
加するオプションを提供します。
「または」オプションは、「もし」設
定した後に自動的に表示されます。
例えば、PIRセンサー「または」ドア/
窓センサーがトリガーされ、アクション
が起動します。

「もし」の条件を設定03
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アプリ操作ガイド  
レシビの設定

レシピスケジュールを設定 -205
望む時間を設定するために「  」アイ
コンをクリックしてください。

スケジュールを設定するには、日付を
クリックしてください。

レシピスケジュールを設定 -104
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アプリ操作ガイド  
レシビの設定

「+」をクリックしてデバイスを「それ
で」アクションに登録してください。

「それで」アクションを設定06
ユーザーはアクション期間を指定でき
ます。
レシピが起動されたときに警告を受け
取るには、「通知」のスライダースイ
ッチをタップして作動中状態に設定して
ください。.

オプション基準を設定 -107

注意：「それで」を設定する場合、ユ
ーザーは「デバイス」または「
シーン」を選択できます。
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アプリ操作ガイド  
レシビの設定

オプション基準を設定 -208
レシピを作成したら、携帯アプリでレ
シピのオン/オフを切り替えることがで
きます。

レシビの成功登録09
 デバイスがトリガーされている前にオン
になっていたときに設定した時間が経過
した後にデバイスをオフにするには、オ
フモードを有効にします。 
レシピを非表示にするには、非表示の
のスライダースイッチをタップして作動
中状態に設定してください。
設定が終わったら、レシピを必ず保存し
てください。
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アプリ操作ガイド  
アドバンス設定

設定ページでは、各オプションをクリ
ックしてアプリとゲートウェイの詳細情
報を閲覧することができます。

アドバンス情報01

アドバンス設定
ゲートウェイ＆アプリの

アドバンス設定
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アプリ操作ガイド  
アドバンス設定

ユーザー名、メールアドレス、パスワ
ードを入力してください。

ユーザー情報02
Googleアカウントでログインして
ください。

Googleのセキュリティ
設定を変更 -103

注意：Googleメールのみをサポートし
ています。パスワードが正しい
ことを確認してください。
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アプリ操作ガイド  
アドバンス設定

Googleのセキュリティ
設定を変更 -204
「セキュリティー」をクリックしてくだ
さい。

「安全性の低いアプリのアクセス」に
入り、「安全性の低いアプリの許可」
を「無効」から「有効」に変更して、
「オフ」から「オン」に変更しました
。

Googleのセキュリティ
設定を変更 -305



侵入者警報をすぐに設定06
ドア/窓センサーまたはPIRモーション
センサーの警報は、電話でメッセージ
を受け取ることができます。

電話でメッセージを受け取っだ
のことを確認してください。07

アプリ操作ガイド  
アドバンス設定
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「レシピ」ページに移動して南京錠マ
ークをクリックしてロックになります。
注意：ドア/窓またはPIRがトリガーされ

ると、ユーザーは通知を受け取
り、サイレンが鳴ります。



ドア/窓センサーまたはPIRモーションセ
ンサーの警報は、メールでメッセーを
受け取ることができます。

メールでメッセージを受け取っ
だのことを確認してください。08

言語：地球のアイコン（Android）をク
リックしてアプリの表示言語を
変更します。

App Ver . : アプリの現在のバージョンを
表示します。

マニュアル：アプリガイドをダウンロー
ドする。

App情報09

アプリ操作ガイド  
アドバンス設定
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Ver . ：「↑」アイコンをクリックして、ファームウェア
を更新します。
時間：時計アイコンをクリックして時間帯を変更しま
す。
Wi-Fiネ：無線LANアイコンをクリックして、無線LAN
モードのAP / StationまたはOFFに変更できる。 初
の起動後に変更することをお勧めです。
位置情報：位置アイコンをクリックして、ゲートウェイ
の場所を定義する。
Host Name：これはAirLiveクラウドで使用されるゲー
トウェイの名前です。 ゲートウェイの名前は自分で決
められます。
UID：これは使用中のゲートウェイのUIDです。

ゲートウェイ情報10
詳細設定: ゲートウェイのアドバイス設定ペー

ジに入り。
再起動: ゲートウェイを再起動。
バックアップ: ゲートウェイの設定構成をバック

アップ。

その他の設定 -111

アプリ操作ガイド  
アドバンス設定
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復元:ゲートウェイ設定を復元。
登録/解除: デバイスの登録/解除を実行。
パスワード変更: ゲートウェイと設定をロックす

るのパスワードの変更。
ルートを削除：Z-Waveルートを変更すること

を許可。

クラウドに接続：ゲートウェイをAirLiveクラウ
ドに接続します。

クラウドの切断：AirLiveクラウドからゲートウ
ェイを切断します。

認証番号: ゲートウェイをクラウドサーバーに
バインド。

その他の設定 -212 その他の設定 -313

アプリ操作ガイド  
アドバンス設定
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背景画像を変更します。

背景設定14
「V」をマークして、希望する設定を有効にし
ます。 
自動ログイン：
開発中。
部屋の編集機能をロック：
部屋の設定を変更することはできません。
シーンの編集機能をロック：
シーン設定は変更することはできません。 
レシピの編集機能をロック：
レシピ設定を変更することはできません。

オプション15
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アプリ操作ガイド  
アドバンス設定
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アプリ操作ガイド  
アドバンス設定

オプション16
シーン再確認済み：
シーンページ中のシーンは有効になったとき
に二重チェックされます。
 ゲートウェイサイレンを表示：
サイレンは製品ページに表示されます。 
隠されているレシピとシーンを表示：
隠しレシピとシーンは再びメニューに表示され
ます。 
解除された製品を表示：
製品は接続されませんの場合は、製品ページ
には「！」で表示されます。

設定オプションをパスワードで保護：
”その他の設定”および”オプション”メニューに
パスワードを追加します。 
ゲートウェイロック：
シーン、レシピ、部屋は変更することはでき
ません。 
日の出と日没時間のアイコンを表示：
製品ページに日の出と日の入りオプションが
追加されます。時間と場所が 初に設定され
ていることを確認してください。 
カメラ画面のプレビュー：
カメラ画面はプレビューで表示されます。

オプション17


