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　　　　 機器を接続して使用の手順機器を接続して使用の手順　　　　　機器を接続して使用の手順

準備

基本設定（器具のセットアップ）基本設定（器具のセットアップ）基本設定（器具のセットアップ）

アプリダウンロードの方法111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①壁スイッチをONにして器具が点灯していることを確認する。
②接続したい機器のBluetooth®機能を有効にして器具に近づける。
　Bluetooth®機器は器具から約10ｍ以内でお使いください。

※端末（スマートフォン、タブレット）の対応機種確認
および専用アプリのダウンロードには別途通信料が発生します。
※スマートフォンタブレットのBluetooth®はBluetooth®  SMART（バージョン4）をご使用ください。
※専用アプリは、iPhone用とAndroidTM用があります。
・iPhoneで使用する場合
ios7.1.2以降のバージョンをご使用ください。

・AndroidTMで使用する場合
AndroidTM4.4以降のバージョンをご使用ください。

※対応しているスマートフォンでもお客様のご使用環境によっては正常に動作しない場合があります。
※新発売のスマートフォンについては、対応確認に時間がかかる場合があります。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
※iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
※AndroidTMはGoogle Inc.の商標、登録商標です。
※Bluetooth®SMARTはBluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

●弊社ホームページ又はQRコードからサイトにアクセスして専用アプリをダウンロードしてください。

http://www.lighting-daiko.co.jp/bluetooth/ 検索

ホームページ QRコード
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壁スイッチをOFF/ON（１秒以内
のプルレス）５回してください。
５回目の点灯が遅くなったらペアリ
ングモードの状態になります。

本器具「DAIKO100A000000」※

が表示されているか確認してください。
※器具ごとにシリアルナンバーが
　あります。
③表示された番号を押してペアリ
ングが完了します。

④「OK」を押すとペアリングが完
了します。

「検索開始 OK」を押してペアリン
グモードの器具を検索します。

アプリの①「設定」を押して②「ペ
アリング実行」を選択します。

リモコン送信機の「白色」「暖
色」「暖色」3ボタンを5秒間同
時に押してください。
器具から「ピピピ｣と音がしたら、ペ
アリングモード状態になります。

ペアリング画面の③「検索」を選
択してください。

注）器具の電源がOFFになっている場合や別のBluetooth®機器と接続している場合、ペアリングが出来ません。

ペアリング（機器への初期登録）を行う222

③②

①

③

④

ダウンライトの場合

シーリングの場合
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ペアリングを解除する場合

①メニューリストの「設定」を選択
して②「ペアリング解除」を選択し
ます。

②ペアリングした器具のリストが画
面に表示されます。

③解除したい器具を選択します。

②

①

③

⑤「戻る」を押してペアリング解除が
完了します。

④削除画面が表示されたら、「は
い」を選択してください。

④

⑤
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メニューリストの①「設定」を選
択して②「グループ設定」に進み
ます。

グループ名を変更することができ
ます。

⑦「戻る」を選択してグループ設
定が完了になります。

③設定したいグループを選択し
ます。

④ペアリングされた器具が表示
されます。グループにしたい器具
を選択します。

注）ペアリングしただけでは、器具の操作はできません。必ずグループ設定が必要です。

●使用する場所の器具を選択し、グループ分けを行います。

●１グループに１０台まで設定可能です。
●複数のグループに同じ器具を設定することはできません。
●別々の回路で接続された器具でも、同じグループに設定することができます。
●同じ回路で接続された器具でも、別のグループに設定することができます。

グループ設定を行う333

〈グループ分け例〉

キッチン ダイニング リビング

選択された器具には、グループ名
が表示されます。選択した器具を
確認する時は、器具番号の右側
にある⑤「○」マークを押してくだ
さい。器具が点滅します。
名称を変更するには画面上の⑥
「名称変更」を押してください。

②

⑥

④

⑦

③

①

⑤

+



グループ設定（基本設定　を参照）した器具を点灯します。
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②グループ名にある　マークを
選択します。メニューリストの「調
光・調色」画面に移動します。

③　マークを選択して保安灯になり
ます。色温度は電球色（2700K）に
なります。シーリングの場合はポイ
ンターを動かすことで明るさ設定が
出来ます。ダウンライトの場合は保
安灯の明るさ設定が出来ません。

①リモコン画面で保安灯にした
いグループを選択します。

器具をダイレクトに操作したい場合器具をダイレクトに操作したい場合器具をダイレクトに操作したい場合

点灯、消灯、保安灯の操作111

333

②点灯したいグループにチェッ
クを　 入れます。
※チェックは前回使用した分が保存
されます。

　 入れます。
③点源 マークを押して器具が
点灯します。消灯させる場合は再
度　マークを押してください。又、
グループ名を押すと点灯・消灯が
できます。

③

①

②

④

②

③

⑤

①

③

①メニューリストの「リモコン」を選
択します。  

点灯と消灯

保安灯

グループで器具を点灯・消灯することができます。

④グループに　マークを入れて
⑤　マークを押すと複数のグ
ループを同時に点灯・消灯がで
きます。  

マークを押してください。又、
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⑤「決定」を選択して調色・調光画
面になります。

④調色・調光したいグループを選択
します。

選択したグループ又は機器をポイ
ンターと調光・調色バーを使って調
色・調光の操作ができます。

調色・調光の設定
選択したグループ機器の調色・調光操作ができます。

222

③操作機器選択画面がでます。
「グループ」または「機器」を選択
します。

②
③

④

⑤

①メニューリストの「調色・調光」を
選択します。 

②調色・調光画面の表示している
グループ又は、機器を押します。 

ポインター お好みの色温度と明るさを調節します。

調光バー 明るさを調節します。調光範囲は5%～100%。

保安灯 主照明が消灯し保安灯になります。
再度「保安灯」を選択すると主照明が点灯します。

電源 ON/OFFで器具が点灯・消灯します。

①

明

暗

電球色昼白色

調色バー 色温度を調節します。電球色（2700K）　   昼白色（5000K）。



④使用するシーンのグループ
を選択します。

③設定したいシーンを選択しま
す。

①

②

⑦
⑨

⑩

⑤

⑧

⑪

メニューリストの①「設定」を選
択して②「シーン設定」にすす
みます。

⑧ポインターを押してお好みの
色温度と明るさに合わせてくだ
さい。決まりましたら⑨「決定」を
選択します。

シーンで選択された各グループ
の色温度と明るさを選択してい
きます。

シーン名を変更することができ
ます。

画面上の⑦「名称変更」を押し
てください。

シーンの設定が終了すると⑩
「設定終了」の画面が出ます。
「終了」を押して明るさの設定
が完了します。

⑪「戻る」を押して設定画面に
戻ります。

シーンの切替をしたい場合シーンの切替をしたい場合シーンの切替をしたい場合

シーンの設定111

9

明るさや色温度を変更し、お好みのシーンを設定する（最大20シーンまで）

③

⑥
④

グループ設定の画面が表示さ
れます。⑤シーン設定したいグ
ループを選択します。選択され
ると　マークがつきます。⑥「戻
る」を押してグループ選択が完
了します。

マークがつきます。
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①　が入ったシーンを押すと器具
が消灯します。

シーン切替222

②

①

①

メニューリストの①「シーン」を選択
します。 

点灯

消灯

②点灯したいシーンを選択すると器
具が点灯します。選択されたシーン
名には　が入ります。 

注）シーンは1シーンのみです。シー
ンを重ねて点灯することはできま
せん。



上から3つまでがON/OFFタイ
マーの設定ができます。

⑩　マークを押してON/Offタ
イマーするグループを選択しま
す。

③で開始時刻を設定し、終わり
ましたら④「完了」を押します。

④

③

①メニューリストの「タイマー」を
選択してください。

タイマー機能を使いたい場合タイマー機能を使いたい場合タイマー機能を使いたい場合

ON/OFFタイマーの設定111
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②時間設定ボタンを押します。

②

①

⑦終了時刻の画面が出ます。
開始時刻と同様に時刻を設定
してください。

⑧　マークを押して消灯画面
にしてください。⑨「決定」を押し
ます。

⑤ポインターを使って色温度と
明るさを合わせます。⑥「決定」
で明るさ設定が終了します。

⑤

⑦

⑥

⑪
⑭

⑫
⑬

⑬　マークでタイマー起動状態
になります。⑭　マークでタイ
マーモードになります。
タイマーを使用しない場合は　
マークを再度押してくださいマー
クが消灯します。最後に　を押
せばタイマーが解除されます。

⑪グループを選択すると　
マークが入ります。⑫「決定」で
グループ設定が終了します。

⑧

⑨

マークでタイマー起動状態

を押

お好みの時間に器具を点灯・消灯することが出来ます。

⑩　　



解除する場合は③　マークを押し
て　マークを消灯させてください。
④　を押して繰り返しタイマーが
解除されます。

①　を押すとマークが点灯し繰
り返しタイマーの設定になりま
す。②　を押して繰り返しタ
イマーの設定が完了します。

②

グループ内の器具でタイマーモー
ドに入っているか確認できます。
「タイマーON」又は「タイマー
OFF」と表示されます。
⑭「戻る」でタイマー確認が終了
します。

⑭

④

③
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①

③

繰り返しタイマーを使用する場合

⑫

⑫「確認」を押すとタイマー確認
ができます。

⑬

⑬タイマー状態を確認したいグルー
プを選択します。

ON/OFFタイマーの確認

ON/OFFタイマーはタイマー設定後アプリを
使用していなくてもタイマー機能が働きます。



③

⑫

⑨

⑪
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⑤

⑥

④

⑩

⑧

①

⑦

②

⑬

おめざめ、おやすみタイマーの設定222

おめざめタイマー

①メニューリストの「タイマー」を
選択してください。

②おめざめタイマーの時刻設
定ボタンを押します。　　　　

③タイマー開始時刻を設定す
る。時間を確認したら④「完了」
ボタンを押します。

⑤タイマー終了時刻を設定す
る。時間を選択したら⑥「完了」
ボタンを押します。

⑦　を押しておめざめタイマー
をする。グループを選択します。

⑧グループを選択します。 ⑨選択されたグループはチェッ
クマークが入ります。グループを
選択したら⑩｢決定｣を押しま
す。

⑪「開始」を押します。

⑫おめざめタイマー起動ボタン
を押します。

画面が切り替わりタイマー待機
状態になります。表示内容をお
読みいただきましたら⑬｢閉じる｣
を押してください。

次のページへ続く

おめざめ、おやすみタイマーを使用する場合は下記条件が必要です。
1. 使用するスマートフォンやタブレットを器具の10m以内に置いてください。
2. タイマー中はスマートフォンやタブレットを充電しながらアプリを起動中にしてください。
3. タイマー中は他のアプリを使用できません。



注）おめざめタイマーは明るさを時
間と共に変化させる機能となって
いるため照明器具にブルートゥー
スの信号が届く範囲以内にス
マートフォン、タブレットが無い場
合は動作しません。

おめざめタイマー
設定された開始時間が来ると
白色調光下限で点灯し徐々に
明るくなります。設定された終
了時間で白色全灯になります。
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①

⑦

③

⑭白色

タイマー
終了時間

タイマー
開始時間

②

タイマーモード中

おやすみタイマー

タイマーを途中で解除したい場
合は画面にタッチしてください。
タイマーが解除されます。タイ
マー中は電池を消費しますので
充電を行いながらタイマーを起
動してください。

タイマーが正常に終了しますと
上記の画面になります。⑭｢戻
る｣を押すとタイマー設定の画
面に戻ります。

①メニューリストの「タイマー」を
選択してください。

②おやすみタイマーの時間設
定ボタンを押します。

③タイマー開始時刻を設定す
る。時間を選択したら④｢完了｣
ボタンを押す。

⑤タイマー終了時刻を設定す
る。時間を選択したら⑥｢完了｣
ボタンを押す。

⑧グループを選択します。 ⑨選択されたグループはチェッ
クマークが入ります。グループを
選択したら⑩｢決定｣を押しま
す。

⑦　を押しておやすみタイマー
をするグループを選択します。

を押しておやすみタイマー

⑤

④ ⑥

⑧ ⑨

⑩

※タイマーモードの画面、又はアプリ
を終了するとタイマーが作動しま
せん。必ず、この状態でご使用し
てください。



⑬画面が切り替わりタイマー待機
状態になります。表示内容をお読
みいただきましたら「閉じる」を押し
てください。

⑫おやすみタイマー起動ボタンを
押します。

【おやすみタイマー終了時】
保安球を点灯させたい場合は保安
球ボタンを押し、保安球ボタンを点
灯させてください。

⑪「開始を」押します。

⑪

【おやすみタイマー終了時】
消灯させたい場合は保安球ボタン
を消灯したまま。

タイマーを途中で解除したい場合
は画面にタッチしてください。タイ
マーが解除されます。タイマー中は
電池を消費しますので充電を行い
ながらタイマーを起動してください。
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⑫
⑬

⑭

タイマーが正常に終了しますと上
記の画面になります。⑭「戻る」を
押すとタイマー設定の画面に戻り
ます。

タイマー
終了時間

タイマー
開始時間

タイマータイマー

白色 暖色

注）おやすみタイマーは調色、明
るさを時間と共に変化させる機能
となっているため照明器具にブ
ルートゥースの信号が届く範囲以
内にスマートフォン、タブレットが
無い場合は動作しません。

おやすみタイマー
設定された開始時間が来ると
暖色に徐々に調色され、その
後に暗くなります。設定された
終了時間で消灯又は保安球
点灯状態になります。

おやすみタイマー終了時の設定

タイマーモード中

※タイマーモードの画面、又はアプリ
を終了するとタイマーが作動しま
せん。必ず、この状態でご使用し
てください。



タイマーが正常に終了しますと上
記の画面になります。④「戻る」を
押すとタイマー設定の画面に戻り
ます。

②おめざめ＆おやすみタイマー起
動ボタンを押します。

③画面が切り替わりタイマー待機
状態になります。表示内容をお読
みいただきましたら「閉じる」を押し
てください。

② ③

①

④

①「開始」を押します。
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注）おめざめタイマー、おやすみタイ
マーは調色、明るさを時間と共に変
化させる機能となっているため照明
器具にブルートゥースの信号が届く
範囲以内にスマートフォン、タブレッ
トが無い場合は動作しません。

おめざめタイマー
設定された開始時間が来ると
白色調光下限で点灯し徐々
に明るくなります。設定された
終了時間で白色全灯になり
ます。

おやすみタイマー
設定された開始時間が来ると
暖色に徐々に調色され、その後
に暗くなります。
設定された終了時間で消灯又
は保安球点灯状態になります。

タイマー
終了時間

タイマー
開始時間

白色

タイマー
終了時間

タイマー
開始時間

暖色白色

タイマーモード中

おめさめタイマーとおやすみタイマーを同時に使用する

タイマーを途中で解除したい場合
は画面にタッチしてください。タイ
マーが解除されます。タイマー中は
電池を消費しますので充電を行い
ながらタイマーを起動してください。

※タイマーモードの画面、又はアプリ
を終了するとタイマーが作動しま
せん。必ず、この状態でご使用し
てください。
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OFFタイマーをキャンセルしたい場合
は⑤「キャンセル」を押してください。
テロップにキャンセルしたグループ名
が表示されます。

④テロップにOFFタイマーが設定さ
れたグループ名が表示されます。

30分OFF、60分OFFタイマーの設定333

③「30分OFF」又は「60分OFF」
を選択します。

①メニューリストの「リモコン」を押し
ます。

②

⑤

④

①

③

器具を点灯した状態で30分後、又は60分後に消灯することができます。

②OFFタイマーをしたいグループを
選択します。

キャンセルしたい場合



通信接続時間の設定ができます。

アプリで照明器具を操作し最後にアプリをさわったあと、照明器具との通信時間です。
時間内にアプリをもう一度操作すると時間が更新されます。
アプリを触らず通信接続時間が経過した場合、再度アプリで照明器具を操作するとアプリ、
照明器具間で通信の再接続を行います。
通信状況により接続に時間が掛る場合があります。
注）通信中は他のスマートフォンやタブレットでの操作はできません。
　又、通信時間を長くすると、使用するスマートフォンやタブレットの電力が消費し、使用時間が短くなります。
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その他その他その他

切断時間の画面より切断したい
時間を選択します。終わりましたら
③完了を押してください。

③

②

①

メニューリスト①「通信切断時間設
定」を選択します。  

通信切断時間設定111

初期設定は30秒
●通信時間について
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⑧機器の設定画面が出ます。「名
称変更」または「調光/調色」の操
作ができます。

②確認したいグループを選択しま
す。

③各グループの機器の状態が表
示されます。変更したい場合は機
器を選択してください。

②
①

⑧

③

メニューリスト①機器確認を押しま
す。

機器確認222


