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＜ガス・ＣＯ警報器全般＞
●	ガス・CO警報器「スマぴこ」をお取り付けいただきありがとうございました。
●	この取扱説明書はガス・CO警報器「スマぴこ」の取扱方法を説明します。
●	お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読んで、内容をご理解した上で

取り扱ってください。
●	本書は、保証書とサーバに接続する際に使用する設定URLシールがついて

います。取扱説明書はお手元に保管し、いつでもご覧いただけるようにして
おいてください。

●	本書を紛失され、内容に不明な点があった場合は、販売店（リース取扱店）ま
たは、最寄りの大阪ガスにお問い合わせください。

●	本警報器は、ガスやCOを検知して警報を発するものです。ガスもれや不完
全燃焼によるCOの発生を未然に防止する装置ではなく、また、ガスもれや
COによる損害を防止することを保障するものではありません。ガスもれや
COなどによる損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

●	本警報器は、取付場所近くでのガスやCOを検知して警報を発するもので
す。他の部屋でガスやCOが発生した場合や、ガス検知部にガスやCOが到
達しない場合は、ガス警報機能やCO警報機能が働きません。

＜警報器のネットワーク機能について＞
●	全てのルータとの接続や、いかなる通信環境での使用を保証するものでは

なく、お客さまがお使いのルータによっては、警報器との接続・通信ができ
なかったり、接続・通信に時間がかかったり、ご使用時の一時的な通信断が
発生する場合がございます。ご了承ください。

●	本警報器は、スマートフォンまたはタブレット、PCを用いて警報器をサー
バに登録することができます。インターネットにアクセスすることが可能
な情報端末をご準備ください。

●	本警報器は、ネットワーク機能に関するソフトウェアを大阪ガスサーバか
ら自動的にダウンロードし更新する場合があります。

●	警報器がサーバと通信するため、インターネットの通信費がかかります。イ
ンターネットなどの通信環境、スマートフォンなどの情報端末のご利用に
関わる料金は、お客さまのご負担となりますのでご了承ください。

●	本警報器は、警報器周辺の人の動きを感知するセンサ（以下、人感センサ）
が搭載されています。サーバと接続するとセンサが感知した情報に応じて
サービス情報が配信されます。人感センサは、周囲温度と動いている人・物
の温度の差を感知しています。警報器周辺の温度が高い（３０℃を超える）
場合は、人の動きを感知しづらくなることがありますのでご了承ください。

●	本警報器は、警報器周辺の温湿度を検知するセンサが搭載されています。
サーバと接続するとセンサが検知した情報に応じてサービス情報が配信
されます。

●	本警報器は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わ
る医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通信機器や
電算機システムなど）では使用しないでください。

●	本警報器のサーバ通信に関わるソフトウェアは日本国内仕様です。日本国
外で使用された場合の責任は負いかねます。

＜サーバからの各種情報の提供（以下、サービス）について＞
●	本警報器は、サービスの確実な提供を保証するものではありません。
●	お客さま宅の通信環境などにより、サービスの一部または全部が提供でき

ない場合があります。
●	サービスの制約事項については、別紙「ご利用ガイド」をご参照ください。
●	予告なくサービスの一部、または全部が変更されることがあります。

＜無線LAN通信に関する注意＞
●	本警報器の使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジなどの産業・科学・

医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用
の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免許を要しない
無線局）、アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
・	本警報器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力

無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
・	万一、本警報器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉

が発生した場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪ガスにお
問い合わせください。

・	その他、本警報器から移動体識別用の特定小電力無線局かアマチュア無
線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、お買い上げの販
売店または、最寄りの大阪ガスにお問い合わせください。

＜電波法に関する注意＞
●	本警報器は、電波法に基づく特定小電力無線機器

として技術基準適合証明を受けています。
従って、本警報器を使用するときに無線局の許可
は必要ありません。

●	本警報器は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、
工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。

●	本警報器は、日本国外での電波法には準じていません。日本国内でお使いく
ださい。

＜警報器と接続するルータについて＞
●	ルータはお客さまでご準備ください。

※モバイルルータやテザリングではご使用いただけません。
●	ルータのセキュリティに関する設定を「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」

の暗号化方式に設定してください（「WEP」の暗号化方式にも対応しており
ますが、情報セキュリティの観点から推奨いたしません）。これら以外のセ
キュリティ設定を行うと、警報器とルータが接続できません。また、ルータ
のセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のようなセキュリ
ティ問題が発生する可能性があります。
悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークにアクセスし、
・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
・傍受した通信内容を書き替えて発信する（改ざん）
・コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう。

本件のために生じた損害について、当社に責めのある場合を除き、当社は一
切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

W733OT_(02)_

機器設定情報（設定ＵＲＬシール）

安全上のご注意
ご使用前に必ずお読みいただき、お客さまや他の人々への危害や損害
を未然に防止するために、必ずお守りください。

注意事項は、誤った取り扱いによる危害や損害の程度を、以下の表示
で区分しています。

誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う危険が	
切迫して生じる場合が想定される｣内容を示します。

	 誤った取り扱いをすると｢死亡または重傷を負う可能性が
想定される｣内容を示します。

誤った取り扱いをすると｢傷害を負う可能性および物的	
損害のみが発生する可能性が想定される｣内容を示します。

絵表示の内容

｢必ず行う｣事項を
示しています。

｢火気厳禁｣事項を
示しています。

｢ぬれ手禁止｣事項を
示しています。

ガス警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

必ず行う

ガス警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、
使用中のガス機器を止めてください。

火気厳禁

マッチやライターなど、火気を使わないでください。

禁　止

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気製品のスイッチを入・切しない
でください。

禁　止

電源プラグを抜かないでください。

禁　止

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

CO警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。

CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険な状態になる恐れがあります。

必ず行う

CO警報音が鳴っている部屋にいるときは、すぐに換気をし、使
用中のガス機器を止めてください。

禁　止

部屋の外にいるときは、すぐに入室しないでください。

必ず行う

常に電源が入っていること（電源ランプ(緑)点灯）を確認してくだ
さい。
電源が入っていないとガスもれ、COが発生しても、警報を発しま
せん。

必ず行う

設置後、5年（有効期限）を過ぎた警報器は、新しい警報器とお取り
替えください。
誤動作または正常に作動しない恐れがあります。有効期限は、警報
器本体に示しています。

必ず行う

殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは、以下の内容を
必ず守ってください。（P.7・8参照）
●	警報器をポリ袋などで覆う。
●殺虫剤の使用が終わったら、換気した後、ポリ袋を取り除く。
誤作動または不作動の原因となります。

水ぬれ禁止

警報器や電源プラグを水につけたり、水をかけたりしないでくだ
さい。
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。

分解禁止

分解や改造はしないでください。
故障の原因となります。また、電波法に基づく特定小電力無線機器
の分解や改造は法律で禁止されています。

禁　止

警報器本体や電源プラグに衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

禁　止

警報器をお手入れするとき以外は、電源プラグを抜かないでくだ
さい。
ガスもれ、COが発生しても、警報を発しません。

禁　止

電源コードにステップルや釘などを打たないでください。
火災の原因となります。

禁　止

ガス検知部は、絶対にふさがないでく
ださい。

ガスもれまたはCOを検知しなくなり
ます。

禁　止

煙感知式住宅用火災警報器に用いられる点検ガスを噴霧しない
でください。
ガスセンサの故障の原因となります。

｢水ぬれ禁止｣事項を
示しています。

｢分解禁止｣事項を
示しています。

｢一般的な禁止｣事項を
示しています。

各部のなまえとはたらき

6 	部屋の外から警報音に気づいた	
ときは

警報音が鳴っている間は、

部屋の外から、すぐに入室しない。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

禁　止

1	部屋に入らない。
室外からドアや窓を開けられるときは、
ドアや窓を開けて換気する。

2	ガスメーター近くの	
メーターガス栓を閉める。
メーターガス栓を開けるときは
大阪ガスにご連絡ください。

3	ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。

4	部屋に入り、ガス警報ランプ(赤)・CO警報ランプ(黄)の消
灯を確認する。

5	ガス栓や器具栓を閉める。

6	ガスもれやCO発生の原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消
えなどが考えられます。

処置をしても、警報音が鳴りやまないときは
最寄りの大阪ガスへ連絡する。
●	たびたび警報音が鳴るときは、ガス機器の点検を受けてください。（有償）

●	ガス機器以外の燃焼機器（石油ファンヒーター、石油ストーブなど）が原因で
鳴ることもありますので、これらの機器についても点検を受けてください。

7	異常がないのに警報音が鳴ったり、
ランプが点滅した
ときの処置のしかた

ガスやCO以外の空気の汚れで、ガス警報ランプ(赤)やCO
警報ランプ(黄)が点滅したり、警報音が鳴ったときは

〈警報音を止めたいとき〉
警報停止スイッチを押すと、
●	ガス警報の警報音は1回だけ5分間止めることができます。
●	CO警報は、CO警報ランプ(黄)が点滅しCO警報音が鳴っ

ている場合のみ、警報音を1回だけ5分間止めることができ
ます。

※	警報器周囲の空気の汚れが十分換気できていない場合、停
止時間経過後に再び警報音を発します。

1	ドアや窓を開け、しばらく換気を	
続ける。

2	警報器周囲の空気の汚れがなくなると、ランプの点滅や警報
音が止まる。

警報音が鳴ったり、ランプが点滅した原因について
以下の原因が考えられますので、調べてください。

●	長い間閉め切られたお部屋や、高気密住宅などの換気回数が少ないお部
屋に設置されている場合、ガスセンサの感度に影響をおよぼす室内の滞
留成分（シリコーンや溶剤に含まれる揮発性成分、フロンガス[エアコン
の冷媒ガスなど]）の作用により警報が鳴りやすくなることがあります。
また、まれに鳴り続けることがあります。

●	建材などから発生する揮発性成分の作用により警報が鳴りやすくなるこ
とがあります。また、まれに鳴り続けることがあります。

●	スプレー式殺虫剤やヘアスプレーなどを、警報器にかけていませんか。
●	タバコの煙を警報器に吹きかけていませんか。
●	芳香剤・香油（アロマオイル）などの濃いガスが警報器にかかっていませんか。
●	線香の煙が警報器にかかっていませんか。
●	溶剤、シンナー、ベンジンなどを大量に使用していませんか。
●	アルコール類やくん煙式、くん蒸式の殺虫剤が高濃度になっていませんか。
●	フローリングのワックス、溶剤を含む接着剤を使用していませんか。
●	焼き魚の煙などが警報器にかかっていませんか。
●	みりんや酢などの調味料成分を含んだ蒸気が、警報器に大量にかかっていませんか。
●	可燃性のガスなどを使用していませんか。
●	警報器の通常の電圧範囲はAC100V±10Vです。それ以外で使用していませんか。
●	換気が十分でない状態で、湯沸器を使用していませんか。
●	ガスコンロの着火ミスがありませんか。
●	自動車の排気ガスが室内にこもっていませんか。
●	炭火や練炭を使用していませんか。
●	換気扇を回さずに大鍋（業務用）で湯を沸かしていませんか。点火初期時に

COが発生し、CO警報を発することがあります。
●	警報器を設置した状態で、十分な換気をせずに内装工事（リフォーム含む）

を行っていませんか。揮発成分がセンサに影響を与え、誤報を誘発します。
また、内装工事（リフォーム含む）を終えた段階でも、十分な換気が行われ
なかった場合、同様に事象が発生します。

お ね が い

ガスもれやCO発生ではなく、空気の汚れなどにより、ガス警報ランプ(赤)・
CO警報ランプ(黄)が点滅・点灯したり、警報音声が鳴る場合がありますが、
すぐに鳴りやみますのでドアや窓を開け、しばらく換気を続けてください。
その際、警報器の電源プラグを抜かないでください。

ガスコンセント接続の場合、
ガスコンセントからソケット
を外してください。

■ランプのつきかたについて
取扱説明書中のランプの点灯、点滅は次のように動作します。

点灯 連続して点灯

点滅
0.5秒ごとに	
1回点滅

点滅周期
0.5秒

高速点滅
0.25秒ごとに	

1回点滅
点滅周期

0.25秒

ゆっくり点滅
3秒ごとに	
2秒点灯

点滅周期
3秒

リング点滅
段階的に点灯と
消灯を繰り返す

1秒 1秒
点灯
消灯

空気より軽い12Ａ・13Ａガス用

型番（4）101-1001型

保証書付取扱説明書 XW-733	型	

警報器のお知らせ機能について
ガスがもれたときは
警報器周囲のガスが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。

注意報 警報
ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ガス警報ランプ(赤)が	
点滅する

電源ランプ
(緑)点灯

ガス警報ランプ
(赤)点滅

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源ランプ
(緑)点灯

ガス警報ランプ
(赤)点灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

ガス機器の不完全燃焼によるCOが発生したときは
警報器周囲のCOが規定濃度以上になると作動します。
低濃度のときは注意報が作動し、高濃度になると警報が作動します。（低濃度
が約5分間継続した場合も警報が作動します。）

電源ランプ
(緑)点灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)点滅

電源ランプ
(緑)点灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)点滅

注意報 警報

警報

約5分後

電源ランプ
(緑)点灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)点灯

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

ＣＯ警報ランプ(黄)が
点滅する

ガスのもれとガス機器の不完全燃焼によるCOが同時に発生し
たときは
警報器周囲のガスとCOが規定濃度以上になると作動します。

ウーウーピッピッピッピッ
ガスがもれていませんか

ウーウーピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください交互に鳴る

電源ランプ
(緑)点灯

ガス警報ランプ
(赤)点灯

CO警報ランプ
(黄)点滅
または点灯

故障しているときは
故障が発生すると、「故障です」が1回鳴り、
電源ランプ(緑)が高速点滅します。
その後に「ピッピッピッ」と約1分ごとに繰
り返し鳴り、約10分ごとに「故障です」が
鳴ります。
それ以降も同じ警報を繰り返します。

ただし、警報停止スイッチを押すと、警報
音は約36時間停止します。
電源ランプ(緑)の高速点滅は止まりません。
※	販売店までご連絡ください。
※	ガスおよびCOを検知した場合は、

警報が可能であれば警報音を発し
ます。

※	約36時間を経過すると、再度故障
警報音が鳴ります。

故障です　
その後、約１分ごとに　ピッピッピッ
約１0分ごとに　故障です

電源ランプ
(緑)
高速点滅

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源ランプ
(緑)
高速点滅

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源プラグは、以下の内容を必ず守ってください。
火災・感電・電源プラグ破損の恐れがあります。

必ず行う

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭いてくだ
さい。
火災の原因となります。

必ず行う

電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでくださ
い。
感電・ショート・発煙・発火や、電源プラグ部分の過熱による
焼損の恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電する恐れがあります。

禁　止

警報器の電源プラグに大きな力をかけないでください。

必ず行う

警報器をお手入れするときは、必ず電源プラグを抜いてください。
感電やけがの原因となります。

必ず行う

警報器の取り外し・取り付けを行うときや、警報器をポリ袋で覆う
ときは、安定した踏み台を使い、十分注意してください。
転落・転倒・落下によるけがの恐れがあります。

禁　止

取付位置を移動させないでください。
警報の遅れの原因となります。
取付位置を変える必要が生じたときは、販売店にご相談ください。

禁　止

警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしないでください。
警報の遅れの原因となります。

禁　止

警報器の近くでラジオなどを使用しないでください。
ラジオなどにノイズ（雑音）が入ることがあります。警報器から	
距離を離してお使いください。

対象ガス

●この警報器は都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）および燃焼排ガス
中のCOを検知します。

●都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）供給区域外ではお使いにならない
でください。

有効期限が過ぎたときは
有効期限を半年以上過ぎると、電源ランプ
(緑)がゆっくり点滅します。

※	販売店までご連絡ください。

サーバのサービス情報が配信されるときは
情報が配信されると、お知らせランプ(橙)
がリング点滅します。
配信されるサービス情報の内容と配信頻
度については、別紙「ご利用ガイド」をご参
照ください。

※	サービス情報の配信中に、ガス警報・ＣＯ
警報・故障・有効期限切れが起こった
場合は、配信が中断されます。

使用方法

1	電源プラグをコンセントに	
差し込む。
電源ランプ(緑)が点滅し、警報器が監視
状態に入る準備状態になります。

2	電源が入ってから約30秒後、ランプが	
全点灯した後、全消灯します。
※	過去約10日以内に警報が作動した

場合は、最後に作動した警報の原因
に伴ったランプが、約1秒間点灯しま
す。（鳴動原因表示機能によるもの
です。）

3	「正常です」と鳴って電源ランプ(緑)が	
点灯し、監視状態に入ります。
※警報器が故障している場合は、「正

常です」とは鳴らずにP.3に記載して
いる故障発生時の動作となります。
販売店までご連絡ください。

警報器が作動したら

1	ガス警報ランプ(赤)
	 が点滅しているときの処置のしかた

〈ガス注意報〉

1	ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、ガス警報ランプ
(赤)は消灯します。

2	原因を確認する。
ガス濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。
（P.6参照）

2	『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』
と鳴ったときの処置のしかた
【ガス警報ランプ(赤)が点灯】

〈ガス警報〉

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気	
製品のスイッチを入・切しない。

禁　止

電源プラグを抜かない。

禁　止

1	ドアや窓を開けて換気する。

2	ガス栓や器具栓を閉める。

電源ランプ
(緑)点灯

お知らせランプ
(橙)リング点滅

通信
ランプ
(青)消灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源ランプ
(緑)点滅

通信
ランプ
(青)消灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源ランプ
(緑)点灯

通信
ランプ
(青)点灯

ガス警報ランプ
(赤)点灯

CO警報
ランプ
(黄)点灯

正常です

電源ランプ
(緑)点灯

サーバ・ルータとの
接続状況による表示

（P.3の事象一覧表を
参照ください）

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

ガスコンセント接続の場合、
ガスコンセントからソケット
を外してください。

3	ガスがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【ガス警報ランプ(赤)消灯】

4	ガスもれの原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消
えなどが考えられます。

3	CO警報ランプ(黄)
が点滅しているときの処置のしかた

〈CO注意報〉

1	ドアや窓を開けて換気する。
しばらく換気を続けると、
CO警報ランプ(黄)は消灯します。

2	原因を確認する。
CO濃度がうすい場合に点滅します。
室内の空気の汚れにも反応することがあります。（P.6参照）

《お断わり》
CO警報ランプ(黄)の点滅が約５分間継続すると、「ウーウー　ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です　窓を開けて換気してください」と鳴り始めます。

4	『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です
　窓を開けて換気してください』
と鳴ったときの処置のしかた
【CO警報ランプ(黄)が点滅または点灯】〈CO警報〉

警報音が鳴ったら、すぐに換気し、使用中のガス機器を止める。
CO濃度が上昇し、短時間で生命に危険をおよぼす恐れがあります。

1	ドアや窓を開けて換気する。

2	ガス機器の使用を中止し、	
ガス栓や器具栓を閉める。

3	COがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【CO警報ランプ(黄)消灯】

5	『ウーウーピッピッピッピッ ガスがもれていませんか』
と『ウーウーピッポッピッポッ 空気が汚れて危険です 
窓を開けて換気してください』
が交互に鳴ったときの処置のしかた

【ガス警報ランプ(赤)が点灯、CO警報ランプ(黄)が点滅または点灯】

〈ガス警報とCO警報の同時警報〉

警報音が鳴っている間は、以下の内容を必ず守ってください。
爆発やCO中毒の恐れがあります。

マッチやライターなど、火気を使わない。

換気扇、電灯、蛍光灯など、電気	
製品のスイッチを入・切しない。

禁　止

電源プラグを抜かない。

禁　止

1	ドアや窓を開けて換気する。

2	ガス機器の使用を中止し、	
ガス栓や器具栓を閉める。

3	ガスやCOがなくなれば、警報音が鳴りやむ。
【ガス警報ランプ(赤)・CO警報ランプ(黄)消灯】

4	ガスもれやCO発生の原因を点検する。
原因としては、煮こぼれ、ゴム管の外れ、ゴム管の亀裂、ガス機器の立ち消
えなどが考えられます。

ガスコンセント接続の場合、
ガスコンセントからソケット
を外してください。

ガスコンセント接続の場合、
ガスコンセントからソケット
を外してください。

ランプ表示・音声出力の事象一覧表
ランプ

音声内容 事象 対応方法電源
（緑）

CO警報
（黄）

ガス警報
（赤）

通信
(青)

お知らせ
(橙)

点灯 消灯 消灯 ※1 消灯 なし 通常動作（監視中） －

点灯 消灯 点滅 ※1 消灯 なし ガス注意報 P.4参照

点灯 消灯 点灯 ※1 消灯
ガス警報音声「ウーウー　
ピッピッピッピッガスがもれ
ていませんか」

ガス警報 P.4・5
参照

点灯 点滅 消灯 ※1 消灯 なし CO注意報 P.5参照

点灯
点滅
または
点灯

消灯 ※1 消灯

CO警報音声「ウーウー　
ピッポッピッポッ空気が汚れ
て危険です　窓を開けて換
気してください」

CO警報 P.5参照

点灯 点滅 点滅 ※1 消灯 なし ガス注意報とCO注意報 P.4・5
参照

点灯 点滅 点灯 ※1 消灯
ガス警報音声「ウーウー　
ピッピッピッピッガスがもれ
ていませんか」

ガス警報とCO注意報 P.4・5
参照

点灯
点滅
または
点灯

点滅 ※1 消灯

CO警報音声「ウーウー　
ピッポッピッポッ空気が汚れ
て危険です　窓を開けて換
気してください」

CO警報とガス注意報	 P.4・5
参照

点灯
点滅
または
点灯

点灯 ※1 消灯

ガス警報音声「ウーウー　
ピッピッピッピッガスがも
れていませんか」と、CO警
報音声「ウーウー　ピッポッ
ピッポッ空気が汚れて危険
です　窓を開けて換気して
ください」の交互音声

ガス警報とCO警報 P.5参照

高速
点滅 消灯 消灯 ※1 消灯

故障警報音声
「故障です」（１0分ごと）
「ピッピッピッ」（１分ごと）

故障警報（警報器が故障
診断機能により故障と判
断した状態）

販売店に
連絡して
ください

ゆっくり
点滅 消灯 消灯 ※1 消灯 なし

有効期限切れ（警報器の
有効期限が半年以上過ぎ
た状態）

販売店に
連絡して
ください

点灯 消灯 消灯 消灯 リング
点滅 サービス情報音声　※2 大阪ガスからのサービス

情報配信 －

※故障したときは、上記以外の表示音声を発する場合があります。この場合、販売店にご連絡ください。
※1	通信ランプ(青)は、警報器の無線通信状況をお知らせしています。

消灯…	大阪ガスのサービス情報が配信できる状態です。
点滅…	大阪ガスのサービス情報が配信できない状態です。ルータとはつながっています。
点灯…	大阪ガスのサービス情報が配信できない状態です。ルータともつながっていません。
通信ランプ(青)の点滅、点灯が続く場合は、ルータとの接続確認や再設定を行ってください。

※2	大阪ガスからのサービス音声は、サービス内容により様々な音声が鳴ります。

ガス・CO警報器家庭用

（4
）1
01
-1

00
1（

XW
-7
33
）

J
IA

マ
ー
ク

形式認証
証票

製造番号

製造年月

二次元
コード

型番

●ガス警報ランプ(赤)
ガスを検知すると点滅ま
たは点灯します。
※点滅または点灯時はP.4・

5を参照ください。

●人感センサ部
警報器周辺の人の動きを
感知します。

●警報スピーカー
ガス、COを検知する
と、音声が鳴ります。
また、サーバからサー
ビス情報が配信され
ます。

●電源ランプ(緑)
通常は点灯しています。
故障しているときに
高速点滅します。
※点滅時はP.3を参照

ください。

●警報停止スイッチ
警報音を停止させた
り、定期点検をすると
きに使用します。
※詳細はP.6・11を

参照ください。

●お問い合わせ先・
有効期限表示

●CO警報ランプ
(黄)
COを検知すると点滅
または点灯します。
※点滅または点灯時は

P.5を参照ください。

●ガス検知部点検口

●製造番号シール●電源
コード

●電源プラグ

●ガス検知部
ガスおよびCOを検知し
ます。

●通信ランプ(青)
通常は消灯しています。
無線通信が切断され、大
阪ガスのサービス情報が
配信できないときに点滅
または点灯します。
※点滅または点灯時は

Ｐ.3を参照ください。

●お知らせランプ(橙)
大阪ガスのサービス情
報を配信するときにリン
グ点滅します。

有効期限お問い合わせ先

●設定URLシール
警報器の背面に、警報器をサーバに登録する際の情報
が表示されています。
同じシールが、本書にも貼り付けされています。

二次元コード

製造番号

設定サイトへ
アクセスする
ためのURL

MACアドレス
（機器個体番号）

ネットワーク機能は、以下の内容に同意したうえでご利用ください

本警報器は、お客さま宅の通信環境（常時接続のインターネット環境、お客さま
宅の無線LANルータ（以下、ルータ））を利用することで、大阪ガスからのサービ
ス情報を配信するサーバ（以下、サーバ）と情報のやり取りを行い、各種情報を
提供することができます。
インターネットに接続すると、警報器の動作状況や警報器が検知・感知した
センサのデータを、サーバへ自動的に送信します。これらの情報は警報器の動
作状況の見守りや、商品、サービスの開発、改良などの目的で使用されます。ご
同意していただいたうえで、警報器とルータとの接続設定を行ってください。

ネットワーク機能付き 電源ランプ
(緑)
ゆっくり
点滅 ガス警報ランプ

(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

－75－

－72－

§１４．付属資料

① 取扱説明書
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お手入れのしかた

1	電源プラグをコンセントから抜く。(P.7参照)

2	警報器を取り外す。

3	警報器および取付部付近の壁面の汚れをふき取る。
●警報器表面・壁面

布に水または石けん水を
浸し、よく絞ってからふ
き取ってください。

●電源プラグ
乾いた布でふき取ってく
ださい。

お ね が い

●	お手入れするときは、警報器の内部に水が
入らないように注意してください。

●	お手入れするときは、中性洗剤、アルカリ性
洗剤、塩素系漂白剤、ベンジン、シンナー、ア
ルコールは使わないでください。
アルカリ性洗剤などを使うと、警報器本体
の表面に傷がついたり、しばらくガス警報
ランプ(赤)が点滅したり、警報音が鳴りやま
ないことがあります。

4	警報器を取り付ける。(P.7参照)

5	電源プラグをコンセントに差し込んでから、正常に動作する
ことを確認する。(P.11参照)

警報器の取り外し・取り付けかた

■取付フックの場合

〈取り外しかた〉

1	電源コードをコード振れ止め	
から取り外す。

2	本体を持ち上げて取り外す。

〈取り付けかた〉

1	警報器を取付フックに	
引っ掛ける。
※	警報器が確実に固定されていることを

確認してください。

2	電源コードをコード振れ止めに	
取り付ける。

■木ねじの場合

〈取り外しかた〉

1	電源コードをコード振れ止め	
から取り外す。

2	木ねじをゆるめて	
警報器を取り外す。
※	強く引っ張ると取り付けている木ねじ

が抜けたり、木ねじから警報器が外れ
たりして、落下する恐れがありますの
でご注意ください。

〈取り付けかた〉

1	警報器を木ねじに引っ掛ける。

2	木ねじを締め付けて固定する。

3	電源コードをコード振れ止めに	
取り付ける。
※ 警報器が確実に固定されているこ

とを確認してください。

殺虫剤（くん煙・くん蒸・噴射式）を使用するときは
殺虫剤の噴射ガスに反応して警報器が鳴る場合があります。次の処置を行っ
ていただくと、警報器が鳴り出すのを防ぐ効果があります。

殺虫剤を使用した後は、必ず部屋の換気をし、ポリ袋を外してください。
警報器が作動しません。

電源プラグを抜かないでください。
電源プラグを抜き、警報器をポリ袋で覆わずに殺虫剤を使用すると、使用後に
再び電源プラグを差し込んだときに警報音が鳴ることがあります。

ポリ袋の取り付け・取り外しや警報器の壁面からの取り外し・取り付けは、
高いところでの作業になりますので、しっかりした踏み台を使って、十分に注
意して行ってください。
転落、転倒、落下の原因になります。

1.警報器をポリ袋で覆う

警報器を取り付けている部屋で殺虫剤を使用するときは、警報器が噴射ガス
に反応して警報音が鳴る恐れがありますので、必ず警報器に次の処置をして
ください。

よく絞る

水または石けん水

外すコード
振れ止め

電源コード

取付フック

持ち上げて
取り外す

取付フック

はめ込む

電源コード

コード
振れ止め

木ねじを	
ゆるめる

持ち上げて
取り外す

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けるとき

〈準備するもの〉

●	ポリ袋（30㎝×30㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）

※	ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●	ひも(1本)
●	粘着テープ

〈処置のしかた〉

①	警報器を取り外してください。
②警報器にポリ袋を被せ、袋の口を電源

コードの上からひもで縛ってください。
③ポリ袋と電源コードの間にすき間がで

きないように、ポリ袋の開口部分に粘着
テープを巻き付けてください。

④ポリ袋を傷めないように、警報器を安定
するところに置いてください。

警報器を壁面から取り外して安定した場所に置けないとき

〈準備するもの〉

●	ポリ袋（30㎝×30㎝・1枚）
ポリプロピレン製（ または＞PP＜表示）

※	ポリエチレン製でも一定の効果があります。
●	輪ゴム（3本）
●	粘着テープ

養生テープやメンディングテープなど、接
着しやすく、またはがすときに壁面を傷め
ないテープを選んでください。

〈処置のしかた〉

①	ポリ袋を警報器の前面から覆い被
せ、コード巻き取り部分を輪ゴム

（3本）でしっかり止めてください。

②ポリ袋の端を粘着テープで壁面に貼り付けてください。
ポリ袋と壁面の間にすき間ができないように、
粘着テープを貼ってください。
特に、ポリ袋がしわになっている部分や電源
コードが通っている部分に注意してください。
※	壁面などの状況により、粘着テープでの貼

り付けができない場合、①のみの処置でも
一定の効果はあります。

2.殺虫剤を使用する

以下のようなときは、ポリ袋で覆っていても警報音が鳴ることがあります。
殺虫剤を使用するときは、事前に住宅管理者やご近所の方に、連絡しておい
てください。
●	部屋の広さに比べて、極端に大きな容量の殺虫

剤を使用したとき。
必ず、部屋の広さに応じた容量の殺虫剤をご使
用ください。

●	殺虫剤を警報器の真下で使用したとき。
警報器の真下は避けてください。

●	ポリ袋と壁面の間にすき間があったり、ポリ袋
に破れや穴があるとき。

●	警報器をポリ袋で覆う前に、石油系溶剤やアル
コール類などを使用していたとき。
ガス検知部に影響を与える成分が封じ込められ
ます。

●	経年変化によって、ガス検知部が敏感になっているとき。

3.ポリ袋を取り外す

殺虫剤の使用が終わったら、ポリ袋を外してください。
警報器を取り外した場合は、元の位置に取り付けてください。

お ね が い

粘着テープを外すときは、壁面などを傷めないように慎重に行ってください。

取付位置の確認

正しい取付位置に取り付けられていることを確認してください。

・	取り付けてはいけない場所に取り付けられていると、警報の遅れ、誤報、故
障の原因となります。

・	無線通信や人の動きを感知できない場所に取り付けられていると、適切な
サービス配信が行えない原因となります。

〈正しい取付場所について〉

●	ガス、COを検知しようとするガス機器を設置している場所と、同一の室
内に取り付けてください。

●	ガスやCOが滞留しやすい位置で、電源ランプ(緑)の確認しやすい位置、点
検が容易にできる場所へ取り付けてください。

●	ガス、COを検知しようとするガス機器（一定位置に固定しないで使用さ
れるガス機器の場合はガス栓）から、水平距離で8ｍ以内、警報器の底面か
ら天井面までの距離が30cm以内の位置に取り付けてください。

●	天井面が60cm以上の突出したた
れ壁などによって区画される場合
は、たれ壁より燃焼器具側に取り
付けてください。

〈無線通信について〉

●	ルータと適切な通信を行うために、警報器とルータとの距離を近づけたり
アンテナの角度を調整するなど、通信環境を良くしてください。

●	ルータには接続台数の制限がありますので、ルータの取扱説明書などをご確
認いただき、接続数の上限を超えていないことを確認してください。

●	周囲に、電子レンジなど電波干渉を起こしやすい家電製品などの障害物が
ある場合は、障害物を移動するなど見通しを良くしてください。

30cm

30cm

ポリ袋（1枚）

ひも（1本） 粘着
テープ

ひもで縛る

開口部分を
粘着テープで巻く

30cm

30cm

ポリ袋（1枚）

輪ゴム（3本） 粘着
テープ

ポリ袋を前面から
覆い被せる

輪ゴム（3本）
で止める

コード巻き取り部分

電源コード部分
にすき間ができ
ないようにする

粘着テープで
周囲を貼る

天井

60cm
以上

8m以内

燃焼
器具

※燃焼器具側に警報器を
取り付けてください

〈人感センサについて〉
●	人感センサは、周囲温度と動いている人・物の温度の差を感知しています。

警報器周辺の温度が高い（30℃を超える）場合は、人の動きを感知しづら
くなります。また、立ち止まっていたり、動きが小さいと人の動きを感知し
ない場合があります。

●	人感センサの感知エリアを考慮して警報器を設置してください。
人感センサの感知エリアは、警報器の直下の地面から水平距離で約1 ～
5m、左右約60°です。
詳細は取付例のイラストをご参照ください。

●	高さ3m以下に設置してください。
●	警報器の前方に障害物があると検知しないた

め、人の動きを感知したいエリアには障害物
を置かないようにください。

●	人感センサの特性上、感知エリアを人が横切
る位置に設置しますと、人感センサの感知信
頼性がより向上します。

●	警報器に向かって人が近づくような位置に設
置すると、警報器のごく近くまで人が近づか
ないと感知しない場合があります。

取付例

設置に不適当な
範囲

天井面

50㎝

ガス栓

8m以内

たれ壁
60cm以上

30cm以内

高さ３ｍ以下

床面

ガスコンロ

50㎝

※警報器の取り付けや取付位置の移動は、販売店におまかせください。

※天井面に接近して取り付けると、天井面が黒ずむ場合があります。

警報器の直下の地面から
水平距離で約1m

約60°

出来る限り
近づける

ルータ

警報器の直下の地面から
水平距離で約5m 人感センサの感知エリア

〈取り付けてはいけない場所について〉
以下の場所には、絶対に警報器を取り付けないでください。

●	レンジフード内やレンジフード本体への取り付け。
アルコール等で警報することがあります。

●	換気扇、給気口、ドア付近など風通しの良い場所。
●	すき間風の入る場所。
●	30cm以上（警報器含）のたれ壁などの下。

警報が遅れたり、検知できないことがあります。

●	たれ壁60cm以上で区切られている場所。
●	エアコンなどの吹出口に近い場所。

警報が遅れたり、検知できないことがあります。

●	燃焼器具などの排気、湯気、油煙および調理用アルコールの蒸気が直接か
かる場所。
センサ寿命が短くなったり、誤報の原因になります。

●ビルの給湯室など夜間電源を切る場所。
●	使用時でないと電源を入れない場所。

警報器としての機能を果たしません。

●	カーテンウォールなどで仕切られた場所。
警報が遅れます。

●	振動、衝撃の激しい場所。
センサの故障の原因になります。

●	浴室内、水のかかる場所、水滴がつく場所。
感電や電気的故障の原因になります。

●	温度が0～ +50℃の範囲をこえる場所。
警報器としての機能を果たしません。また、誤作動の原因になります。

●	ガス検知口に他の機器などを密着させないでください。
警報が遅れることがあります。

●	業務用・工業用。
家庭用です。業務用・工業用ではありません。

●	屋外。
屋外では使用できません。

設定の手順（人感確認、ルータ接続、自動初期点検）
この警報器は、警報器の警報停止スイッチを押しながら、電源プラグを差し
込むことで、人感センサの感知範囲確認と、ルータとの接続（異なるルータ
への再接続を含む）、自動初期点検を行うことができます。

1. 設定モードの立ち上げ
①	警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込

んでください。
②	そのまま3秒以上警報停止スイッチを押し続けると、「ピッ」

とお知らせした後、電源ランプ(緑)と通信ランプ(青)が高速
点滅します。スイッチから手を離してください。
※	以降の動作は一連の動作となります。一つの機能だけを選択して設定

することはできません。

2. 人感センサの感知範囲確認
①	電源ランプ(緑)と通信ランプ(青)が約30秒高速点滅した後、人感確認モー

ドに入ります。
人感確認モードでは、人の動きを感知した場合、通信ランプ(青)が点灯
し、人の動きを感知していない場合、通信ランプ(青)が消灯します。
室内を移動するなどして、感知範囲が適切かどうか確認してください。

②	警報停止スイッチを約1秒間押すか約3分30秒経過すると、「ピー」と終
了音が鳴り、「3.	ルータとの接続」へ移行します。
※	人感センサの感知範囲確認を行った結果、警報器の取付位置の移動を

希望される場合は、販売店にご相談ください。
警報停止スイッチを
押しながら電源プラグを
差し込む

電源
ランプ(緑)
高速点滅

警報停止
スイッチ

（側面）

通信ランプ
(青)
高速点滅

ガス警報
ランプ(赤)
消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

ピッ

警報停止スイッチを押すか
約3分30秒経過

電源
ランプ(緑)
消灯

通信ランプ
(青)消灯

ガス警報
ランプ(赤)
消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

ピー

差し込みから約３０秒後
人感確認モード

電源
ランプ(緑)
高速点滅

通信ランプ(青)
人感あり：点灯
人感なし：消灯

ガス警報
ランプ(赤)
消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

人感センサの確認を開始します

感知エリア

感知エリア

30cm
以上

3. ルータとの接続

【ルータの無線LAN設定ボタンを使用して自動で設定する場合】

本警報器は2.4GHzの周波数帯の無線を使用しています。デュアルバンド
（5GHzと2.4GHz）対応のルータで自動設定を行う場合、本警報器がルータ
側からのWPS信号を受信するタイミングによって、目的のSSIDとWPS接
続できない場合があります。

※	ルータの無線LAN設定ボタンによる自動設定ができない場合は、情報端末を
使用した手動設定を行ってください。

①	電源ランプ(緑)が高速点滅、通信ランプ(青)が点滅し「登録を開始します自動設
定モードです」が鳴ります。

②	ルータの無線LAN設定ボタンを押してください。
③	警報器とルータの接続が確立すると、通信ランプ(青)が点灯し「登録が完了し

ました」と鳴り、ルータとの通信強度が５秒間表示されます。ルータの通信強
度が「強」となる場所に設置するようにしてください。
※	登録に失敗した場合は「登録できません」と鳴ります。電源プラグを抜い

て、再度、人感センサの感知範囲確認からやり直してください。

電源
ランプ(緑)
高速点滅

通信ランプ
(青)点滅

通信ランプ
(青)点滅

ガス警報ランプ
(赤)消灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源
ランプ(緑)
高速点滅

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源
ランプ(緑)
高速点滅

CO警報
ランプ
(黄)消灯

登録が
完了しました

登録を開始します
自動設定モードです

ルータの
無線LAN
設定ボタン
を押す

通信
強度

音声内容
通信ランプ
(青)

強
通信強度
強です

点灯

弱
通信強度
弱です

高速点滅

不適
通信でき
ません

消灯

※	通信強度「強」が表示される場所に
設置してください。

【情報端末を使用して手動で設定する場合】

警報器を一時的にネットワークのアクセスポイントにして情報端末と接続
し、情報端末からルータ情報を警報器に入力することで、警報器とルータを
接続することができます。
①	電源ランプ(緑)が高速点滅、通信ランプ(青)が点滅し「登録を開始します

自動設定モードです」が鳴ります。
②	警報器の警報停止スイッチを約３秒間押すと「手動設定モードです」と鳴

ります。

警報停止スイッチを
約３秒間押す

登録を開始します
自動設定モードです

手動設定モードです

電源
ランプ(緑)
高速点滅

警報停止
スイッチ

（側面）

通信ランプ
(青)
高速点滅

ガス警報
ランプ(赤)
消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

③	お手持ちの情報端末で『https://smapiko.jp/』にアクセスしてください。
接続先のページで「Wi-Fi設定」→「手動で設定する場合」を選択すると、
設定画面が表示されます。

④	情報端末の設定画面に表示された内容に従って、情報端末からWi-Fiで警
報器を検索し、警報器と接続してください。
警報器の操作が終了したら、情報端末で「次へ」を選択してください。

スマートフォンのネットワーク設定から
「Wi-Fi」を選択し、周辺機器を検索
→「smapikoAP」を選択する	

タブレット、PCのタスクバーから
ネットワークアイコンを選択し、周辺機器を検索
→「smapikoAP」を選択する	

※	お使いの情報端末の仕様によっては、周辺機器の検索方法が異なる場合があります。

⑤	情報端末の設定画面に表示された内容に従って、情報端末の操作画面で
ルータの情報（SSIDやパスワードなど）を入力してください。
入力が完了したら、情報端末で「次へ」を選択してください。

⑥	警報器とルータの接続が確立すると、通信ランプ(青)が点灯し「登録が完
了しました」と鳴り、ルータとの通信強度が５秒間表示されます。ルータの
通信強度が「強」となる場所に設置するようにしてください。
※	登録に失敗した場合は「登録できません」と鳴ります。電源プラグを抜

いて、再度、人感センサの感知範囲確認からやり直してください。

電源
ランプ(緑)
高速点滅

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

通信ランプ
(青)点滅

ガス警報ランプ
(赤)消灯

電源
ランプ(緑)
高速点滅

CO警報
ランプ
(黄)消灯

登録が
完了しました

通信
強度

音声内容
通信ランプ
(青)

強
通信強度
強です

点灯

弱
通信強度
弱です

高速点滅

不適
通信でき
ません

消灯

※	通信強度「強」が表示される場所に
設置してください。

4.	自動初期点検機能

電源ランプ(緑)が点滅し、約30秒後にランプが全点灯した後、正常であれ
ば、「正常です」と鳴って電源ランプ(緑)が点灯に変わり、警報器は監視状態
に入ります。
万一、異常があれば、「故障です」と鳴りますので、警報器の交換をお願いします。

電源ランプ
(緑)点滅

通信ランプ
(青)消灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

電源ランプ
(緑)点灯

通信ランプ
(青)点灯

ガス警報ランプ
(赤)点灯

CO警報
ランプ
(黄)点灯

正常です

電源ランプ
(緑)点灯

サーバ・ルータとの接続状況による
表示（P.3の事象一覧表を参照ください）

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

約30秒後

お ね が い

「1.」～「4.」の確認が終了し、警報器が監視状態になったら、P.11「点検」の
「サーバとの通信点検」〈定期点検〉を行い、大阪ガスサービス情報を発話する
ことを確認してください。

ネットワーク情報の初期化について
本操作を行うと、警報器に記憶されたルータ情報の初期化が行われます。
同じ警報器を別のルータに接続したい場合は、情報の初期化ではなく	
P.9・10「設定の手順（人感確認、ルータ接続、自動初期点検）」の操作を行って
ください。
①警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセン

トに差し込んでください。
②そのまま３秒以上警報停止スイッチを押し続けると
「ピッ」とお知らせした後、電源ランプ(緑)と通信ラン
プ(青)が高速点滅します。スイッチから手を離してく
ださい。

③警報停止スイッチを再度、約
３秒間押し続けると「ピッ
ピッピッ　ピーピー」と鳴り、
初期化が完了します。

点検
本体機能の点検

〈日常点検〉
日常、警報器の電源ランプ(緑)が点灯している
ことを確認してください。
※	電源ランプ(緑)が消灯もしくは高速点滅して

いる場合は、販売店に連絡してください。
（P.11「故障かな？と思ったら」を参照ください。）

〈定期点検〉
●動作点検
警報器が正常に動作していることを確認するために、警報停止スイッチによる点
検を行ってください。
①	警報停止スイッチを約１秒間押すと「ピッ」

と鳴り電源ランプ(緑)が点滅しますので、手
を離してください。	

②	全ランプが１秒間点灯し、「正常です」が鳴
ります。
※ 過去約10日以内に警報が作動した場合

は、全ランプが点灯、1秒消灯のあと、最
後に作動した警報の原因に伴ったランプ
が、約1秒間点灯します。（鳴動原因表示機能によるものです。）

●警報音の確認	
警報停止スイッチを約３秒間押すと、警報音を確認することができます。
①	警報停止スイッチを約３秒間押すと「ピッ　ピッピッ」と鳴り、電源ランプ
（緑）が点滅しますので、手を離してください。	

②	以下のように作動します。	

動
作
順

音声内容
ランプ

電源
(緑)

CO警報
(黄)

ガス警報
(赤)

1
ウーウーピッピッピッピッ　
ガスがもれていませんか

点滅 消灯 点灯

2
ウーウーピッポッピッポッ　空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください

点滅 点灯 消灯

3 ピー 点灯 消灯 消灯

サーバとの通信点検

〈日常点検〉
日常、警報器の通信ランプ(青)が消灯していること
を確認してください。
※	通信ランプ(青)が点灯もしくは点滅している

場合は、P.11「故障かな？と思ったら」を参
照ください。

〈定期点検〉
警報器が大阪ガスサービス情報を発話することを
確認するために、警報停止スイッチによる点検を
行ってください。
①	警報停止スイッチを約６秒間押すと「ピッ

ピッピッ　ピッピッピッ」と鳴り、電源ランプ
(緑)が点滅しますので、手を離してください。

②	一定時間後、お知らせランプ(橙)がリング点
滅し、サーバからのテスト音声が鳴ります。

故障かな？と思ったら
こんなときは ここを確認して こう処置してください

電源ランプ(緑)が
消灯している。

電源プラグが抜けて
いませんか。

電源プラグをコンセントに差し込んでく
ださい。

電源ブレーカーが
切れていませんか。

ブレーカーを入れてください。

停電していませんか。 停電でなければ、警報器の故障が考えられ
ますので、販売店に連絡してください。

警報器が
温かくなっている。 － 通電により、センサ部を加熱しています。

異常ではありません。

電源ランプ(緑)が
高速点滅している。

警報器の故障を知
らせています。

販売店に連絡してください。（機器故障音
声機能）

ガスもれ、COの
発生ではないのに、
赤ランプや黄ランプ
が点滅・点灯したり、
警報音が鳴る。

原因を調べてくださ
い。（P.6参照）

ドアや窓を開け、しばらく換気を続けてく
ださい。ランプの点滅・点灯や警報音が止
まります。
鳴りやまない場合は最寄りの大阪ガスへ
連絡してください。

ガス機器の異常が
考えられます。

ガス機器の点検を受けてください。（有償）

ガス機器以外の燃
焼機器の異常が考
えられます。

それらの機器も点検を受けてください。

電源を入れたときに、
赤ランプや黄ランプ
が長く点灯する。

10日以内に警報を
発していませんか。

鳴動原因表示機能によるもので、故障では
ありません。（P.4参照）

電源ランプ(緑)が
ゆっくり点滅して
いる。

警報器の本体に記
載の有効期限が切
れていませんか。

有効期限が切れていれば、販売店に連絡し
てください。（P.4参照）

通信ランプ(青)が点
灯している。

ルータとの通信を確
認してください。

通信が弱い場合は、ルータの位置を移動す
るなど通信環境を改善してください。

通信ランプ(青)が点
滅している。

サーバとの通信不良
が考えられます。

一時、サービスが中断されている可能性が
あります。ランプの点滅が続くようであれ
ば、コールセンター（0120-220-633）に
連絡してください。

通信ランプ
(青)高速点滅

電源
ランプ(緑)
高速点滅

警報停止
スイッチ

（側面）

ガス警報
ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

ピッ

ピッ　ピッピッ　
ピーピー

再度、
警報停止スイッチを
約３秒間押す

電源ランプ
(緑)点灯

電源ランプ
(緑)点灯

ガス警報ランプ
(赤)点灯

CO警報
ランプ
(黄)点灯

正常です

通信
ランプ
(青)消灯

電源
ランプ
(緑)点灯

お知らせ
ランプ
(橙)
リング
点滅

通信
ランプ
(青)消灯

ガス警報ランプ
(赤)消灯

CO警報
ランプ
(黄)消灯

はじめまして　スマぴこです
これは通信の確認テストです

アフターサービスについて
■	この警報器は、5年間の無償保証付です。この取扱説明書に書かれている内

容を守っていただいた上で警報器が正しく作動しないことが判明した場
合には無償でお取り替えいたします。ただし、保証書「5」の項目に該当する
場合は、この限りではありません。保証書をご参照ください。

■	この警報器の有効期限は、ご使用開始後5年間です。
有効期限とは警報器の性能を保証できる期間であり、5年を経過したもの
は、規定のガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ
新しい警報器とお取り替えください。

■	「リース契約書」もしくは「警報器登録票」に販売店（リース取扱店）名の記
入のないものは保証内容が無効となることがありますので、お取り付け時
にご確認ください。

■	アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、販売店（リース取
扱店）または、最寄りの大阪ガスまでご連絡ください。

■	警報器の有効期限を過ぎたときは、販売店（リース取扱店）または、最寄り
の大阪ガスまでご連絡ください。

■	作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。
■	引越しやお部屋の模様替えなどで警報器を移動される場合は、販売店
（リース取扱店）または、最寄りの大阪ガスまでご連絡ください。

登録
この警報器は、コンピューターに登録して管理させていただきます。登録は、
取り付け時もしくは開栓時に行い、登録済みの警報器の有効期限ラベルには
有効期限が記入されていますので、ご確認ください。
また、有効期限の記入がないラベルは未登録の場合がありますので、販売店
（リース取扱店）または、最寄りの大阪ガスまでご確認ください。
（保証書と有効期限ラベルの期日が異なる場合は、有効期限ラベルの期日が、
この警報器の有効期限です。）
有効期限の約１ヵ月前に、登録されているものについては、当社よりお知らせし
ます。有効期限を過ぎた場合は、新しいものとお取り替えください。

廃棄について

必ず行う

警報器のネットワーク情報を初期化して廃棄してください。初期
化の方法はP.11「ネットワーク情報の初期化について」をご参照く
ださい。
警報器はルータ情報（SSIDやパスワード）を記憶しており、情報を
残したまま廃棄されると、お客さま宅のネットワーク機器情報が
不正に取得されるおそれがあります。

〈リース契約の警報器の廃棄〉
有効期限が過ぎた警報器は、販売店(リース取扱店)にて回収いたします。

〈お買い上げいただいた警報器の廃棄〉
お住まいの市町村の廃棄物の処理方法にしたがってください。

仕様
項　　　目 仕 様

ガ
ス
警
報
機
能
・
Ｃ
Ｏ
警
報
機
能

対 象 ガ ス
都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス用）
燃焼排ガス中のCO

警　 報　 音　 量 70dB（A）/m以上

都
市
ガ
ス

検　 知　 方　式 半導体式

ガ ス
注意報

作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報

表 示・
発報方式

ガス警報ランプ(赤)点滅

発報音無し

ガ ス
警 報

作動条件 	*	爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報

表 示・
発報方式

ガス警報ランプ(赤)点灯

音声合成警報音

燃
焼
排
ガ
ス
中
の
Ｃ
Ｏ

検　 知　 方　式 電気化学式

CO
注意報

作動条件 300ppmのCOに対し　5分以内に注意報

表 示・
発報方式

CO警報ランプ(黄)点滅

発報音無し

CO
警	 報

作動条件
550ppmのCOに対し　5分以内に警報

300ppmのCOに対し　10分以内に警報

表 示・
発報方式

CO警報ランプ(黄)点灯または点滅

音声合成警報音

一般財団法人	日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ）都市ガス用ガス警報器検査規程　
認証合格品

共

通

仕

様

電　　 源 AC100V±10V　50/60Hz

消　 費　 電　 力 監視時　約0.7W、警報時　約0.9W

無 線 部
準拠規格：IEEE	802.11	b/g/n、使用周波数帯域：2.4GHz、
セキュリティ：WPA2/WPA-Personal/WEP※１、
Wi-Fi設定方式：WPS、手動

検 知 方 式
温度：バンドギャップ式、湿度：静電容量式、
人感：焦電型赤外線式

付 属 機 能
通電初期警報防止タイマー付、故障診断機能、
有効期限お知らせ機能

使 用 温 度 範 囲 0℃～＋50℃（結露しないこと）

寸	 法	・	 質	 量
幅98×高さ98×奥行き30.5ｍｍ（突起部を除く）
約240ｇ

電 源 コ ー ド
長さ2.5ｍ

（約2.2ｍは警報器背面に巻取可能）

付　 属　 品 取扱説明書（保証書付）〔本書〕×1、リースシール×1

＊	爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。その範囲を爆発限
界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

※１	 警報器と接続するルータのセキュリティに関する設定は「WPA/WPA2」「WPA2」
「WPA」の暗号化方式としてください（「WEP」の暗号化方式にも対応しておりますが、
情報セキュリティの観点から推奨いたしません）。

著作権について
●	このソフトウェアは、	Apache	2.0ライセンスで配布されている製作物が

含まれています。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
詳細は以下をご確認ください。
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
COPYRIGHT.html

●	Wi-FiはWi-Fi	Allianceの登録商標です。

●	ガス機器をご使用のときは、換気にご注意ください。

●	お使いになった後は、器具栓だけではなくガス栓も必ず閉めてください。
●	ゴム管は、良質の大阪ガス製 マーク入りのものをお使いください。

そして、ガス栓についている赤線のところまで深くさし込み、必ずゴム
管止めでとめてください。

●	お使いにならないガス栓にはゴムキャップをはめてください。

●	古くなったゴム管はお取り替えください。

ガスもれ、CO発生の通報は…
大阪導管部	 ＜行くよ24時間＞

550－ 0023	大阪市西区千代崎3丁目南2－ 37	 0120（0）19424
南部導管部

590－ 0973	堺市堺区住吉橋町2－ 2－ 19	 0120（3）19424
北東部導管部

578－ 8502東大阪市稲葉 2－ 3－ 17	 0120（5）19424
兵庫導管部

650－ 0046	神戸市中央区港島中町4－ 5－ 3	 0120（7）19424
京滋導管部

600－ 8815	京都市下京区中堂寺粟田町93	 0120（8）19424
インターネットでのお問い合わせやお手続き

http://www.osakagas.co.jp /

大阪ガスのサービス配信内容に関するお問い合わせ先
0120（220）633

お電話・ＦＡＸでのお問い合わせやお手続き
■大阪事務所	 ＜お客さまセンター＞

550－ 0023	大阪市西区千代崎3丁目南2－ 37	 0120（0）94817
■南部事務所

590－ 0973	堺市堺区住吉橋町2－ 2－ 19	 0120（3）94817
■北部事務所

569－ 8569	高槻市藤の里町39－ 6	 0120（5）94817
■兵庫事務所

650－ 0044	神戸市中央区東川崎町1丁目8－2	 0120（7）94817
■京都事務所

600－ 8815	京都市下京区中堂寺粟田町93 0120（8）94817
□ＦＡＸによるお問い合わせ

550－ 0023	大阪市西区千代崎３丁目南2－37	 FAX 0120（6）94817
※	受付時間は、月曜～土曜9:00～19:00、日祝日9:00～17:00となっております。
※	お電話のおかけ間違いのないようお願いいたします。
※	所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容

赦願います。
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取扱説明書・契約書または登録票と一緒に大切に保管いただきますようよろしくお願いいたします。

～スマぴこを活用していただくために～

ご利用ガイドブック

スマぴこ契約重要事項

□ご契約前に、ガス警報器・火災警報器・消火器リース契約内容（以下契約書）または登録票、本書記載内
容および取扱説明書（保証書の内容）をよくご確認ください。

□お客さま宅の通信環境などにより、諸情報の一部または全部が提供できない場合があります。
□お客さま宅の通信環境などにより、音声が途切れる場合があります。
□大阪ガス株式会社は、スマぴこがお知らせする諸情報の正確性を保証するものではなく、 

スマぴこのお知らせによって生じた損害について一切の責任を負いません。 
災害発生時等は、必ずテレビ、ラジオなどの他の手段でも情報をご確認ください。

□スマぴこの設置位置により、人感センサが働かない場合がございます。 
人感センサの検知範囲をご確認の上、ご契約、設置をお願いいたします。

□スマぴこをスマホ等で設定いただくには、マイ大阪ガスの会員登録が必要です。
□提供サービスは、変更する場合がございます。 

変更の2週間前までには、HPやメール等にてお客さまに通知いたします。
□提供サービスの設定は、原則お客さまにて実施いただきますが、スマぴこ事務局にご依頼いただいた場合、

依頼内容を受付してから約１週間程度で登録されます。ご依頼内容の受付から登録までの間はサービス
をご利用になれません。

□スマぴこを解約・転宅等される場合は必ず、スマぴこ本体の初期化と登録解除を実施してください。元
使用者や元契約者等が解約や転宅の際にスマぴこの初期化や登録解除を実施しなかったことにともなう
一切の不利益は当社は負いません。

□取扱説明書・契約書または登録票・本書は大切に保管ください。

お問い合わせ先

スマぴこ事務局  TEL.0120-220-633
【受付時間】月～土　午前９時～午後7時、日・祝　午前９時～午後5時
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INDEX

スマぴこの特徴 … …………………………………………………………………………………………………………… ……P2
機器の名称とスマぴこ設定画面の表示 … ………………………………………………………………………………… ……P3

スマぴこについて

スマぴことお客さまのマイ大阪ガス登録情報との紐づけ … …………………………………………………………… ……P4
初めて使うときの設定

発話設定について … ………………………………………………………………………………………………………… ……P5
通知設定について … ………………………………………………………………………………………………………… ……P8
発話履歴について … ………………………………………………………………………………………………………… ……P9
設定メニューついて … ……………………………………………………………………………………………………… ……P9
マイ大阪ガスの会員登録方法 … …………………………………………………………………………………………………P10
転宅の際の注意事項 … ……………………………………………………………………………………………………………P10

提供サービスの設定

よくあるご質問 … …………………………………………………………………………………………………………………P11
よくあるご質問

スマぴこと無線 LAN ルータとの接続（自動接続の場合） ……………………………………………………………………P12
スマぴこと無線 LAN ルータとの接続（手動接続の場合） ……………………………………………………………………P13

初期設定（担当者が実施）

注意事項 … …………………………………………………………………………………………………………………………P14
注意事項

〜ごあいさつ〜
このたびは､ ツナガル de 警報器スマぴこ（以下スマぴこ）をご購入いただき､ 誠にありがとうございます。

スマぴこは従来のガス漏れ・CO 検知機能に加え､ 生活に便利な情報・気象・防災情報（以下諸情報）を

音声やメールでお知らせするサービスです。

ご利用になる前に､ ご利用ガイドブック（以下本書）をよくお読みのうえ､ 正しく安全にご利用ください。

お困りの際のお問い合わせ先も記載しておりますので､

取扱説明書・契約書または登録票と一緒に大切に保管いただけますようお願いいたします。

★お客さま宅の通信環境などにより､ 諸情報の一部または全部が提供できない場合があります。
★大阪ガス株式会社は、スマぴこがお知らせする情報の正確性を保証するものではなく、また、スマぴこのお知

らせによって生じた損害について一切の責任を負うものではありません。諸情報等はテレビ・ラジオなどの情
報をご確認のうえ､ 落ち着いて行動してください。

★ご家庭の Wi-Fi 機器の電源が入っていないなどにより、５日間スマぴこからの通信がない場合は、スマぴこと
お客さまのマイ大阪ガス登録情報の紐づけが解除されます。通信を確認後再度紐づけ設定を行ってください。 

（P.4 参照）

利用上のご注意 スマぴこのご利用にあたって下記の事項にご注意ください。

スマぴこが音声やメールでお知らせする「提供サービス」

●キッチンに設置したスマぴこが､ 生活に便利な情報・
気象・防災情報などを音声でお知らせします。

●スマぴこが音声やメールでお知らせする情報の種類や
頻度などは､ スマートフォン・タブレット・パソコン等 

（以下スマホ等）からお好みで設定することができます。

雨雲が近づいています
ご注意ください

生活に便利な情報・気象・防災情報を音声やメールでお知らせするサービスです

スマぴこについて

スマぴこの特徴

毎日たすかる もしもに備える

天気予報
お住まいの地域の当日もしくは翌日の天気予報を、設定し
た時間または人感センサが検知した際にお知らせします。
お知らせする曜日も設定が可能です。

雨雲速報
設定している郵便番号エリアに、雨雲が近づいている場合
に、音声でお知らせ。洗濯物の取り入れ等に役立ちます。
※15分先の雨雲情報をお知らせします。

定型文お知らせ
設定した時間・曜日に応じて、様々な定型文をお知らせ。 
ごみの日等を指定しておくと、出し忘れがなく安心です。

見守り通知
人感センサがご家族の帰宅を検知した際に、マイ大阪ガス
に登録されたメールアドレスにお知らせします。

気象警報
お住まいの地域に避難情報や気象警報などが発表された
場合にお知らせします。

防犯情報
大阪府警察の防犯情報「安まちメール」をお知らせします。

ガス漏れ・CO通知
万一のガス漏れ・CO発生時に、警報音とランプだけでなくマ
イ大阪ガスに登録されたメールアドレスにお知らせします。

大阪ガスからのお知らせ
状況に応じて大阪ガスからの情報をお知らせします。

熱中症注意喚起
お部屋の温度・湿度を検知して熱中症の危険が高まった場
合にお知らせします。

乾燥注意喚起
お部屋の温度・湿度を検知して乾燥状態をお知らせ。
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スマぴこについて

機器の名称とスマぴこ設定画面の表示 スマぴことお客さまのマイ大阪ガス登録情報の紐づけ
初めて使うときの設定

STEP ①　ウェブページにアクセス

STEP ②　機器とのペアリング

STEP ③　認証キーを入力

スマぴこと紐づけをするには以下の2つの方法があります。
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各部の名称

スマぴこ設定画面表示

警報スピーカー 設定URLシール

ガス検知部

通信ランプ（青）

お知らせランプ（橙）

人感検知部

電源プラグ

製造番号シール

ガス検知部点検口

CO警報ランプ（黄）

電源ランプ（緑）

ガス警報ランプ（赤）

お問い合わせ先・有効期限表示

電源コード

警報停止スイッチ

ガス、COを検知する
と、音声合成音が鳴り
ます。また、サーバか
らサービス情報がお知
らせされます。

スマぴこをサーバに登録する際の情報が表示されています。
スマぴこ本体の背面に 
貼付

ガスおよびCOを
検知します。

通常は消灯しています。
無線通信が切断され、大
阪ガスのサービス情報が
配信できないときに点灯
もしくは点滅します。

大阪ガスのサービス情報
をお知らせするときに 
リング点滅します。

スマぴこ周辺の人の動
きを検知します。

COを検知すると点滅
または点灯します。

通常は点灯していま
す。故障しているとき
に高速点滅します。

ガスを検知すると点滅
または点灯します。

警報音を停止させると
きに使用します。

QRコード

製造番号

設定サイトへ
アクセスする
ためのURL
MACアドレス
（機器個体番号）

（4
）1
01
-1

00
1（

XW
- 7
33
）

J
IA

マ
ー
ク

形式認証
証票

製造番号

製造年月

二次元
コード

型番

有効期限お問い合わせ先

0120-220-633

スマぴこの操作や各種設定は、スマホ等から実施いただけます。
下記はスマぴことマイ大阪ガス登録情報との紐づけ（P.4参照）した後の

スマぴこ設定画面の発話設定トップ画面となります。

各種お知らせ内容を
設定いただけます

通知サービスメニューについて各種
の設定を変更できます。（P.8参照）

発話サービスメニューについて各種の
設定を変更できます。（P.5-7参照）

これまでにスマぴこがお知らせした 
内容を確認することができます。

（P.9参照）

通知設定

発話設定

発話履歴

お住まいの郵便番号、お知らせの音
量、おやすみ時間の設定ができます。

（P.9参照）

設定

1. QRコードを読み込みます。

1. 機器とペアリングします。

1. 認証キーを確認します。

2. 認証キーを入力します。

2. ログインします。

スマホ等のカメラを用いて取扱説明書や本体背面に記載さ
れているQRコードを読み込み、各種設定画面にアクセスし
ます。

「スマぴこへようこそ」画面の『スマぴ
ことの紐づけ』ボタンをタップします。

「紐づけ設定」画面の「次へ」ボタン
をタップすると、スマぴこ本体から
「認証キーをお伝えします」と鳴り、
４桁の数字を読み上げます。

読み上げられた４桁の数字を「認証
キー」欄に入力し、「設定完了」ボタ
ンをタップします。
うまく聞き取れなかった場合や再確認
したい場合は、「認証キー発話」ボタン
をタップすると、認証キーを再度読み
上げます。

※一台のスマぴこに複数のマイ大阪ガス登録情報の紐づけができます。
※他のスマぴこに紐づけされたマイ大阪ガス登録情報を登録することはできません。

マイ大阪ガスのログインIDとパスワー
ドを入力し、「利用規約に同意してロ
グイン」ボタンをタップします。
※  ログインするにはマイ大阪ガスの会

員登録を先にしておく必要がありま
す。（P.10参照）

QR コードを読み取る場合

STEP ①　ウェブページにアクセス

1. URLを手入力します。
iOSのスマホ等をお使いの方は「Safari」、Android OSのス
マホ等をお使いの方は「Chrome」から下記URLにアクセス
してください。

https://smapiko.jp/

URL を手入力する場合

取扱説明書

1.  MACアドレスと製造番号を
入力します。

取扱説明書や本体背面に記載されて
いるMACアドレスと製造番号を入力
し、「次へ」ボタンをタップします。

STEP ③　MAC アドレスと製造番号の入力

2. ログインします。
マイ大阪ガスのログインIDとパスワー
ドを入力し、「利用規約に同意してロ
グイン」ボタンをタップします。
※  ログインするにはマイ大阪ガスの

会員登録を先にしておく必要があ
ります。（P.10参照）

STEP ②　機器とのペアリング

1. 機器とペアリングします。
「スマぴこへようこそ」画面の『スマぴ
ことの紐づけ』ボタンをタップします。

2. 認証キーを入力します。
読み上げられた４桁の数字を「認証
キー」欄に入力し、「設定完了」ボタ
ンをタップします。
うまく聞き取れなかった場合や再確認
したい場合は、「認証キー発話」ボタン
をタップすると、認証キーを再度読み
上げます。

STEP ④　認証キーを入力

1. 認証キーを確認します。
「紐づけ設定」画面の「次へ」ボタン
をタップすると、スマぴこ本体から
「認証キーをお伝えします」と鳴り、
４桁の数字を読み上げます。

紐づけにはマイ大阪ガスの会員登録が必要です（新規登録方法はP.10を参照）

－
8
1
－



提供サービスの設定 提供サービスの設定

発話設定について 発話設定について（つづき）

STEP ①
ウェブページにアクセス

1. URLを手入力します。
スマホ等から下記URLにアクセスしてください。

https://smapiko.jp/

2. スマぴこにログインします。
マイ大阪ガスのログインIDとパスワー
ドを入力し、「利用規約に同意してロ
グイン」ボタンをタップします。
※  ログインするにはスマぴことマイ大

阪ガス登録情報の紐づけされている
必要があります。（P.4参照）

※  ログインした後のページをお気に入り
やホーム画面に追加すると便利です。
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発話設定タブから､変更したいお知らせ
を押すと変更画面が開きます。

STEP ②
変更したいお知らせを選択

STEP ③
お知らせの変更・追加・削除

発話設定タブから変更できるお知らせ
提供サービス 内容 設定項目

気象警報

お住まいの地域に避難情報や気象警報などが発表された場合にお知
らせします。
避難情報や特別警報情報など重要な情報が発表された場合は、設定
のON、OFFにかかわらずお知らせします。
※ 緊急地震速報を始めとする地震に関する情報は発話しません。
※ 警報・特別警報のみ発話します。注意報は発話しません。
※ 気象警報は、株式会社レスキューナウと大阪市危機管理室の情報

から構成されています。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

天気予報
お住まいの地域の当日もしくは翌日の天気予報を、設定した時間ま
たは人感センサが検知した際にお知らせします。
お知らせする曜日も設定が可能です。
※ 設定時間によっては、最低気温、または最高気温を発話しない場

合があります。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

・ 発話するタイミング 
時間指定　または　センサ検知

・ 発話する曜日 
月曜日～日曜日

・ 発話する天気予報 
今日の天気　または　明日の天気

※3パターンまで設定可能

雨雲速報
雨雲が接近してきた際にお知らせします。
※約15分先の雨雲情報をお知らせします。
※一度お知らせした後3時間はお知らせしません。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

乾燥注意喚起
お部屋の空気が乾燥した際にお知らせします。
※ 絶対湿度7g/㎥以下、温度30℃未満、相対湿度40%以下が60分

継続したらお知らせします。
※一度お知らせした後3時間はお知らせしません。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

熱中症注意喚起

温度や湿度などから熱中症の危険が高まった際にお知らせします。
※ 暑熱環境下におけるリスクの度合いを判断するために用いられる

指標（WBGT値）を用いて判定します。
※ WBGT値28〜31℃が60分継続したらお知らせします。（厳重警戒）
※ WBGT値31℃以上になったら10分以内にお知らせします。（危険）
※ 厳重警戒後、3時間は再度お知らせしません。但し状態が危険に

変化したら、約10分置きにお知らせします。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

定型文お知らせ

11個の定型文を、設定した時間または人感センサが検知した際に
お知らせします。
お知らせする曜日も設定が可能です。
【11個の定型文】
　・ おはようございます。今日も一日頑張りましょう。
　・ おかえりなさい。今日も一日お疲れ様でした。
　・ 就寝時間になりました。おやすみなさい。
　・ 今日はごみの日です。ごみを集めましょう。
　・ 今日は燃えるごみの日です。ごみを集めましょう。
　・ 今日は燃えないごみの日です。ごみを集めましょう。
　・ そろそろお薬の時間です。
　・ そろそろ出掛ける時間です。
　・ そろそろ習い事の時間です。準備は良いですか？
　・ 宿題の時間です。頑張りましょう。
　・ 今日はスーパーの特売日です。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

・ 発話するタイミング 
時間指定　または　センサ検知

・ 発話する曜日 
月曜日～日曜日

※3パターンまで設定可能

防犯情報
大阪府警察が発信する大阪府下の防犯情報「安まちメール」をお知らせ
します。
※ 防犯情報は「安まちメール」の文面を読み上げます。 

誤記等があった場合も原文の通り読み上げます。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

・ 発話する防犯種別 
安まちメールが配信する情報種別

・ 発話する地区（警察署） 
安まちメールで選択できる地区 
（警察署）

・ 発話するタイミング 
時間指定　または　センサ検知

・ 発話する曜日 
月曜日～日曜日

※3パターンまで設定可能

大阪ガスからの 
お知らせ

大阪ガスが発信する情報をお知らせします。
重大な情報の場合は、設定がOFFであってもお知らせする場合があ
ります。

・ 発話設定 
ON　または　OFF

※設定をOFF、またはおやすみ時間に設定していても、特に緊急性の高い以下の情報はお知らせします。
・特別警報・大津波警報・津波警報・氾濫発生情報・氾濫危険情報・土砂災害警戒情報・避難指示・避難勧告
・大阪ガスからのお知らせ（緊急）・ガス漏れ警報・CO警報
※ 同時刻に多数のお知らせが重なった場合、それらの発生時刻にかかわらず、お知らせの順番が前後する場合があります。最大6件までをお知らせ

いたします。発話履歴には全件が記録されます。

設定のON・OFFが選べます。

設定のON・OFFが選べます。

①お知らせさせる時間を入力します。

お知らせさせる曜日を設定します。

お知らせさせる内容を設定します。

② センサが検知した際にお知らせさせる
時間帯を入力します。検知した最初の
1回のみお知らせします。

※①と②どちらかを選びます。

設定のON・OFFが選べます。

設定のON・OFFが選べます。

設定のON・OFFが選べます。

設定を更新します。

設定を削除します。

設定を2つまで追加できます。
（最大3つ設定可能）

次ページを参照ください。P.7
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提供サービスの設定 提供サービスの設定
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「通知設定タブ」から変更できる情報
発話設定タブから､変更したいお知らせ
を押すと変更画面が開きます。

STEP②
変更したいお知らせを選択

STEP①
変更したいお知らせを選択

STEP③
お知らせの変更・追加・削除

STEP②
お知らせの変更・削除

設定のON・OFFが選べます。

提供サービス 内容 設定項目

見守り通知 人感センサがご家族の帰宅を検知した際に、マイ大阪
ガスに登録されたメールアドレスにお知らせします。

・通知設定
　ON または OFF
・通知する曜日
　月曜日～日曜日
※3パターンまで設定可能

ガス漏れ・CO通知
万一のガス漏れ・CO発生時に、警報音とランプだけで
なくマイ大阪ガスに登録されたメールアドレスにお知
らせします。

・通知設定
　ON または OFF

設定のON・OFFが選べます。

通知させる曜日を設定します。

設定を削除します。

設定を2つまで追加できます。
（最大3つ設定可能）

設定を更新します。

通知させる時間を入力します。

設定のON・OFFが選べます。

※通知設定は、マイ大阪ガスの登録情報ごとの個別設定です。

マイ大阪ガスに移動します。

設定のON・OFFが選べます。

①お知らせさせる時間を入力します。

お知らせさせる曜日を設定します。

お知らせさせる内容を設定します。

② センサが検知した際にお知らせさせる
時間帯を入力します。

※①と②どちらかを選びます。

設定を更新します。

情報種別を選択します。

地区を選択します。

お知らせするタイミングを設定します。

設定を削除します。

設定を2つまで追加できます。
（最大3つ設定可能）

※上記の通知はマイ大阪ガスに登録されたメインのメールアドレスに送信されます。

前ページを参照ください。P.6
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提供サービスの設定 提供サービスの設定

発話履歴について

設定メニューついて

転宅の際の注意事項
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発話確認画面

設定メニュー画面

ユーザー情報画面

最新の情報を取得します。

設定、もしくは人感センサが検知した日時です。同時刻に複数の発話内容が重
なった場合や通信環境により実際の時間と多少ずれたり、順番が前後する場合
があります。

※発話履歴の表示には時間がかかる場合があります。

お知らせした提供サービス名です。

スマぴこが発話した内容がこちらに表示されます。

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

お知らせ音量の設定が可能です。

お知らせさせたくない時間帯を入力してください。
※おやすみ時間帯であっても、特に緊急性の高い以下の情報はお知らせします。
　・特別警報、大津波警報、津波警報、
　　氾濫発生情報、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報
　　避難指示、避難勧告 等
　・ガス漏れ警報・CO警報
　・大阪ガスからのお知らせ（緊急）

お知らせ音量の確認が可能です。

設定ボタンを押して変更を完了します。

マイ大阪ガスへ移動します。
ID・パスワードはマイ大阪ガスで変更できます。

ログアウトする時はこちらをタップしてください。

スマぴことお客さまのマイ大阪ガス登録情報の紐づけを解除する時はこちらを
タップしてください。発話履歴・発話設定・通知設定が初期化されます。
※スマぴこを解約・転宅等される場合は必ず登録解除してください。

・転宅の際は警報停止スイッチを３秒間押し、スマぴこを初期化してください。
① 警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセ

ントに差し込んでください。
② そのまま３秒以上警報停止スイッチを押し続ける

と「ピッ」とお知らせした後、電源ランプ（緑）
と通信ランプ（青）が高速点滅します。スイッチ
から手を離してください。

③ 警報停止スイッチを再度、約３秒間押し続けると
「ピッ　ピッピッ　ピーピー」と鳴り、初期化が
完了します。

通信ランプ
（青）高速点滅

電源
ランプ（緑）
高速点滅

警報停止
スイッチ

（側面）

ガス警報
ランプ（赤）
消灯

CO警報
ランプ（黄）
消灯

ピッ

ピッ　ピッピッ
ピーピー　

再度、
警報停止
スイッチを
約３秒間押す

STEP①
ウェブページにアクセス

STEP④
入力内容の確認

STEP⑤
会員登録用URLを受信・登録完了

STEP②
空メールを送信・登録画面のリンクを取得

マイ大阪ガスの上部の「今
すぐ会員登録する」ボタン
をタップします。

スマホ等でご利用ください。

会員登録画面に必要事項を
入力し、「確認画面へ」ボ
タンをタップします。

入力した内容と利用規約を確認し、問題なければ「同意し
て次へ」ボタンをタップすると、「会員登録を受け付けま
した」という内容の画面が表示されます。

※ スマぴこを解約・転宅等される場
合は必ず初期化してください。

※ 5年の有効期限が満了になった場
合など、スマぴこ本体を交換する
場合には、古いスマぴこを初期化
しても、発話・通知設定等は継続
してご利用いただけます。

マイ大阪ガス事務局から会員登録用URLをお知らせする
メールが届きます。メールに記載されたURLをタップする
と会員登録が完了します。

「空メールを送信して登録へ進む」ボタンをタップし、
空メールを送信、その後マイ大阪ガスから会員登録へ
のリンクを記載したメールが送信されるのでリンクを
タップします。

STEP③
必要事項を入力

STEP④
へ

https://www.osakagas.
co.jp/my-page/

マイ大阪ガス
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スマぴこと無線LANルータとの接続　（自動接続の場合※）

初期設定（担当者が実施）

よくあるご質問
よくあるご質問

情報提供元について
●大阪市の防災情報⇒大阪市
● 気象警報、並びに大阪市外の防災情報⇒株式会社レスキューナウ
● 雨雲速報、並びに天気予報⇒日本気象株式会社
●防犯情報（大阪府下の情報）⇒大阪府警察「安まちメール」

分類 ご質問 回答

スマぴこ
設定画面への
アクセスについて

スマホ等でウェブページにアクセ
スできない

スマホ等でインターネットが利用可能かご確認ください。
また、URL に誤りがないかもあわせてご確認ください。

ログインすると「スマぴこがオ
フラインです。ネットワーク環
境をご確認ください」と表示さ
れる

ルータの電源再投入など実施し、インターネットに接続されていることをご確認ください。
初期設定時に登録したインターネット環境が利用可能となればスマぴこも自動的に再接続
し、通常通り使用可能となります。

メールアドレスやパスワードを
変更したい

マイ大阪ガスの会員サイトにログインし、登録されたメインメールアドレス・パスワード
を変更してください。

メールアドレスを忘れた マイ大阪ガスに登録されたメールアドレスになります。お忘れの場合は、大阪ガスホーム
ページの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

設定したログイン ID やパスワー
ドを忘れた マイ大阪ガスのログイン画面の「ログイン ID 確認・パスワード再設定」よりご確認ください。

家族も使いたい 紐づけ画面から、ご家族のメールアドレスを登録されているマイ大阪ガスのログイン ID で
紐づけください。

設定変更に
ついて

音量を変えたい 設定画面の「音量」の項目で変更が可能です。

音を停止したい 発話設定画面から各サービスの「OFF」を設定してください。

寝ている時間などに音がならな
いようにしたい 設定画面から「おやすみ時間」を設定してください（P.9 参照）。

設定した時間に音声が流れない 各サービスの発話設定時間に「おやすみ時間」が設定されていないかをご確認ください。

発話設定に
ついて

聞き逃した発話内容を確認したい 発話履歴画面をご確認ください。「最新取得」をタップすると、最新の情報に更新されます。

お知らせされるサービスを 
増やしたい、減らしたい 発話・通知設定タブから各サービスの「ON」、「OFF」を設定してください。

同じ時間に複数のお知らせを
設定したい 各サービスの設定画面にて、「追加」ボタンを押し、発話時間などを設定してください。

設定していないタイミングで
お知らせが流れた

スマぴこの基本機能であるガス漏れ警報・CO警報や特に緊急性の高い情報はお知らせし
ます。

見守り通知に
ついて

メールアドレスを忘れた マイ大阪ガスに登録されたメールアドレスになります。お忘れの場合は、大阪ガスホーム
ページの「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

複数のメールアドレスで通知を
受け取りたい

紐づけ画面から、通知を受け取りたいメールアドレスを登録しているマイ大阪ガスのログ
イン ID で紐づけてください。その場合、発話設定は共通ですが、通知設定はマイ大阪ガス
登録情報毎の個別の設定になります。

青ランプの挙動に
ついて

通信ランプ（青）が点灯している ルータとの通信を確認してください。
通信が弱い場合は、ルータの位置を移動するなど通信環境を改善してください。

通信ランプ（青）が点滅している
サーバとの通信不良が考えられます。
一時、サービスが中断されている可能性があります。ランプの点滅が続くようであれば、
スマぴこ事務局に連絡してください。

その他のご質問に
ついて

スマートフォン・タブレットを
変更した スマぴこと紐づけしているマイ大阪ガスのログイン ID、パスワードでログインが可能です。

スマぴこ事務局から紐づけ解除
予告のお知らせが届いた

３日間スマぴこからの通信が無い場合にお知らせしております。ご家庭の通信状況をご確
認ください。

スマぴこ事務局から紐づけ解除
のお知らせが届いた

５日間スマぴこからの通信がないため、お客さまとの紐づけが解除されました。再度ご利
用いただく場合は、お客さま宅の通信環境をご確認の上、再度スマぴことマイ大阪ガス登
録情報との紐づけにより、引き続きご利用いただけます。（P.4 参照）

スマぴこの設定を変更したい
が、ウェブページがわからない

https://smapiko.jp/ にアクセスしてください。操作がわからない場合はスマぴこ事務局
までご連絡してください。

音声が途切れる場合がある 短時間の発話の途切れが発生することがありますが、これは Wi-Fi 通信の一時的なノイズ
や通信の混雑により発生するもので、異常ではありません。

個人情報について 設定内容など、セキュリティは
保護されているのか

スマぴこは SSL 通信を採用しております。ご利用時の情報は暗号化して通信し、セキュリ
ティを担保しております。

ス
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て
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スマぴことルータの接続が確立すると、通信ランプ（青）が点灯し「登録が完
了しました。通信強度（強／弱）です。」と鳴り、ルータとの通信強度が５秒間
「ランプ（青）の点滅で表示」されます。
ルータの通信強度が「強」のところに設置するようにしてください。
※  登録に失敗した場合は「登録できません」と鳴ります。電源プラグを抜い

て、再度「STEP①初期点検」からやり直してください。2〜3度繰り返して
もうまく接続できない場合は、次ページの方法（手動接続の場合）で接続し
てください。

通信強度 音声 通信ランプ（青）
強 通信強度 強 です 点灯
弱 通信強度 弱 です 高速点滅

不適 通信できません 消灯
※通信強度「強」が表示されているところに設置してください。

※ ルータの無線LAN設定ボタンを使用

1. 初期点検を行います。
スマぴこの警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。そのまま3秒以上警報
停止スイッチを押し続けると、「ピッ」とお知らせした後、電源ランプ（緑）と通信ランプ（青）が高速点滅しま
す。スイッチから手を離してください。

STEP ①　初期点検

STEP ②　人感センサの確認

1. 人感センサを確認します。
電源ランプ（緑）と通信ランプ（青）が約30秒高速点滅した後、人感センサの
検知範囲確認モードに入ります。人の動きを検知した場合、通信ランプ（青）が
点灯し、検知していない場合、通信ランプ（青）が消灯します。室内を移動する
などして、検知範囲が適切か確認してください。
警報停止スイッチを約1秒間押すか、約3分30秒経過すると、「ピー」と終了音
が鳴り、ルータ設定へ移行します。

1. 自動設定モードを起動します。

2. 無線LANルータとの接続を確認します。

電源ランプ（緑）が高速点滅、通信ランプ（青）が点滅し「登録を開始します自
動設定モードです」が鳴ります。
ルータの無線LAN設定ボタンを押してください。

STEP ③　Wi-Fi 接続設定

無線LAN設定ボタンはルータの
側面等にあることが一般的です

WPS

※ 本作業は、スマぴこ設置時には設置担当者にて実施します。無線LANルータを交換するなど、再設定が必要な場合は、この
ページを参考にお客さまにて実施してください。
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スマぴこと無線LANルータとの接続　（手動接続の場合※）

初期設定（担当者が実施）

注意事項
注意事項

※ 本作業は、スマぴこ設置時には設置担当者にて実施します。無線LANルータを交換するなど、再設定が必要な場合は、この
ページを参考にお客さまにて実施してください。

1413

STEP ②　人感センサの確認

1. 人感センサを確認します。
電源ランプ（緑）と通信ランプ（青）が約30秒高速点滅した後、人感センサの
検知範囲確認モードに入ります。人の動きを検知した場合、通信ランプ（青）が
点灯し、検知していない場合、通信ランプ（青）が消灯します。室内を移動する
などして、検知範囲が適切か確認してください。
警報停止スイッチを約1秒間押すか、約3分30秒経過すると、「ピー」と終了音
が鳴り、ルータ設定へ移行します。

※ ルータのSSIDやパスワード等を入力

STEP ①　初期点検

1. 初期点検を行います。
スマぴこの警報停止スイッチを押しながら電源プラグをコンセントに差し込んでください。そのまま3秒以上警報
停止スイッチを押し続けると、「ピッ」とお知らせした後、電源ランプ（緑）と通信ランプ（青）が高速点滅しま
す。スイッチから手を離してください。

● スマぴこは、スマぴこ周辺の温湿度を検知するセンサが搭載されてい
ます。サーバと接続するとセンサが検知した情報に応じてサービス情
報が配信されます。

● スマぴこは家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接
関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム（幹線通
信機器や電算機システムなど）では使用しないでください。

● スマぴこのサーバ通信に関わるソフトウェアは日本国内仕様です。日
本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

＜サーバからの情報の提供（以下、諸情報）について＞
● スマぴこは、諸情報の確実な提供を保証するものではありません。
● お客さま宅の通信環境などにより、諸情報の一部または全部が提供で

きない場合があります。
● お客さま宅の通信環境などにより、音声が途切れる場合があります。
● 諸情報の一部、または全部が変更されることがあります。その場合、

変更の2週間前までにHPおよびメール等にてお客さまに通知いたし
ます。

● スマぴことルータとの接続後、スマホ等やスマぴこ事務局で設定の変
更を行わなかった場合に受けられる諸情報は、「気象警報」と「大阪
ガスからのお知らせ」のみです。

＜無線LAN通信に関する注意＞
● スマぴこの使用周波数帯（2.4GHz）では、電子レンジなどの産業・

科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動
体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免
許を要しない無線局）、アマチュア無線局（免許を要する無線局）が
運用されています。
・ スマぴこを使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定

小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認し
てください。

・ 万一、スマぴこから移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波
干渉が発生した場合は、お買い上げの販売店または、最寄りの大阪
ガスにお問い合わせください。

・ その他、スマぴこから移動体識別用の特定小電力無線局かアマチュ
ア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、お買い
上げの販売店または、最寄りの大阪ガスにお問い合わせください。

＜電波法に関する注意＞
● スマぴこは、電波法に基づく特定小電力無線機器として技術基準適合

証明を受けています。
　 従って、スマぴこを使用するときに無線局の許可は必要ありません。
● スマぴこは、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局とし

て、工事設計認証を受けた無線設備を内蔵しています。
● スマぴこは、日本国外での電波法には準じていません。日本国内でお

使いください。

＜スマぴこと接続するルータについて＞
●ルータはお客さまでご準備ください。
　※モバイルルータやテザリングではご使用いただけません。
● ルータのセキュリティに関する設定を「WPA/WPA2」「WPA2」「WPA」

の暗号化方式に設定してください（「WEP」の暗号化方式にも対応して
おりますが、情報セキュリティの観点から推奨いたしません）。これら
以外のセキュリティ設定を行うと、スマぴことルータが接続できません。
また、ルータのセキュリティに関する設定を行っていない場合、以下の
ようなセキュリティ問題が発生する可能性があります。

　　　悪意ある第三者が、無断で個人のネットワークにアクセスし、
　　　　・個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）
　　　　・  特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す 

（なりすまし）
　　　　・傍受した通信内容を書き替えて発信する（改ざん）
　　　　・ コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊

する（破壊）
　　　などの行為をされてしまう。
　 本件のために生じた損害について、当社に責めのある場合を除き、当

社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

【ご使用上のご注意】
●スマぴこは、以下の内容に同意したうえでご利用ください。

・ スマぴこは、お客さま宅の通信環境（常時接続のインターネット環境、
お客さま宅の無線 LAN ルータ（以下、ルータ））を利用することで、
大阪ガスからの情報を配信するサーバ（以下、サーバ）と情報のや
り取りを行い、諸情報を提供することができます。

・ スマぴこの有効期限は 5 年です。設置後 5 年を経過している場合や、
リース契約が解約になった場合は、諸情報の提供を停止させていた
だくことがあります。

・ 情報配信の対象となる地域は大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和
歌山県、滋賀県です。

・ 提供サービスの設定をスマぴこ事務局にご依頼いただいた場合、ご
依頼内容を受付してから 1 週間程度で登録されます。ご依頼内容の
受付から登録までの間はサービスをご利用になれません。

・ スマぴこの設置位置により、人感センサが働かない場合がございます。
人感センサの検知範囲をご確認の上、ご契約、設置をお願いいたします。

・ 正しい取付位置に取り付けられていない場合、ガス・CO 警報器と
して正しく作動しない場合があります。

・ 元使用者や元契約者等が解約や転宅の際にスマぴこの初期化やマイ
大阪ガス登録情報との紐づけ解除（登録解除）を行わなかったこと
にともなう一切の不利益は当社は負いません。

・ 取扱説明書とスマぴこ本体はセットです。複数台使用される際はお間違
いにならないよう契約書または登録票・本書と共に大切に保管ください。

【サービスご利用のための事前確認事項】
①インターネット環境の確認

●常時接続のインターネット環境がある事。
● ルータを経由してインターネットに接続できる環境がある事。

②ルータの無線機能確認
● 【必須】IEEE802.11b または g,n（n は 2.4GHz 帯のみ）に対応

していること。
　（bgn などと表記されている場合もあります。）

　　※ ルータの本体（側面や底面）に貼り付けされているシールやパッ
ケージの表示で確認できます。詳細はルータの説明書をご確認く
ださい。

● 【必須】モバイルルータやテザリング等の、移動可能なルータは使
用しないこと。（インターネット接続が切断され諸情報が提供でき
ない場合があります。）

● 【推奨】WPA2 もしくは WPA の暗号化方式に対応していること。
● 【推奨】無線 LAN 設定ボタンがあること。（設定が簡単になります。）
★無線 LAN 設定ボタンには以下のような名称があります。
● WPS/AOSS2 または AOSS/ らくらく無線スタート
　※ 自動接続設定用のプッシュボタンがない場合の接続方法について

は、無線 LAN ルータの取扱説明書をご参考ください。

スマぴこをルータに接続する際には、以下の内容を事前にご確認ください。
スマぴこをルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したデー
タなどをサーバへ自動的に送信します。これらの情報はスマぴこの運転
状況の確認や、商品、提供サービスの開発・改良などの目的で使用され
ます。これに同意していただいたうえで、スマぴことルータの接続設定
を行ってください。

＜スマぴこのネットワーク機能について＞
● 全てのルータとの接続や、いかなる通信環境での使用を保証するもの

ではなく、お客さまがお使いのルータによっては、スマぴことの接続・
通信ができなかったり、接続・通信に時間がかかったり、ご使用時の
一時的な通信断が発生する場合がございます。ご了承ください。

● スマぴこは、スマホ等を用いてスマぴこをサーバに登録することがで
きます。インターネットにアクセスすることが可能な情報端末をご準
備ください。

● スマぴこは、ネットワーク機能に関するソフトウェアを大阪ガスサー
バから自動的にダウンロードし更新する場合があります。

● スマぴこがサーバと通信するため、インターネットの通信費がかかり
ます。インターネットなどの通信環境、スマホ等の情報端末のご利用
に関わる料金は、お客さまのご負担となりますのでご了承ください。

● スマぴこは、スマぴこ周辺の人の動きを検知するセンサ（以下、人感
センサ）が搭載されています。サーバと接続するとセンサが検知した
情報に応じてサービス情報が配信されます。人感センサは、周囲温度
と動いている人・物の温度の差を検知しています。スマぴこ周辺の温
度が高い（30℃を超える）場合は、人の動きを検知しづらくなるこ
とがありますのでご了承ください。同じ理由で、ペットやストーブの
点消火などにも反応する場合があります。

STEP ③　Wi-Fi 接続設定

1. スマホ等で下記ウェブページにアクセスします。
『https://smapiko.jp/』
接続先のページで「Wi-Fi設定」→「手動で設定する場合」を選択
すると、設定画面が表示されます。

2. スマぴこを手動設定モードに切りかえます。
スマぴこの警報停止スイッチを約３秒間押すと「手動設定モードです」と鳴ります。
スマホ等で「次へ」を選択してください。

6. Wi-Fi設定を元に戻します。
お手持ちのスマホ等のWi-Fi設定を元の接続先に戻してください。

4. ルータ情報を入力します。
1.の画面に戻り、「次へ」を選択してください。画面表示された内容に従ってSSIDとパスワードを入力
してください。
※  SSIDとパスワードは主にルータ本体に記載されています。複数のSSIDが記載されている場合は、

「2.4GHz」や「-G」、「-g」と記載されている方を入力してください。お客さまで変更されている場合
もあります。入力が完了したら「設定完了」を選択してください。

3. スマホ等のWi-Fi接続先を「smapikoAP」にします。
Wi-Fi接続先の一覧から「smapikoAP」を選択してください。
※  お使いのスマホ等の仕様によっては、周辺機器の検索方法

が異なる場合があります。

5. 無線LANルータとの接続を確認します。
スマぴことルータの接続がされると、通信ランプ（青）が点灯し「登録が完了しました。通信強度（強
／弱）です。」と鳴り、ルータとの通信強度が５秒間「ランプ（青）の点滅で表示」されます。
ルータの通信強度が「強」のところに設置するようにしてください。
※  接続に失敗した場合は「登録できません」と鳴ります。電源プラグを抜いて、再度ステップ①の初期

点検からやり直してください。
※  SSIDとパスワードの間違いによって接続できない

場合があります。
※  正しいSSIDとパスワードを入力しても接続できな

い場合は、ご使用のルータがスマぴこに対応してい
ない場合があります。

通信 
強度 音声 通信ランプ 

（青）
強 通信強度 強 です 点灯
弱 通信強度 弱 です 高速点滅

不適 通信できません 消灯
※ 通信強度「強」が表示されているところに設置

してください。

スマートフォンのネットワーク設定から
「Wi-Fi」を選択し、周辺機器を検索
→「smapikoAP」を選択する

タブレット、PCのタスクバーから
ネットワークアイコンを選択し、周辺機器を検索
→「smapikoAP」を選択する
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