
取扱説明書

クイックスタートガイド
同梱品の確認 はじめの準備

スターターセット□
※お選びいただいたセットによって内容物が異なります。

※追加機器がある場合は梱包が別々になることがあります。

・ゲートウェイ

　・ゲートウェイ本体

　・ACアダプタ

・カメラ

　・カメラ本体 
　・メモリーカード

　・ACアダプタ

　・電源コード

　・説明書 / 備品

・開閉センサー

　・センサー本体 
　・コイン電池

　・マグネット

　・取付用両面シール

・人感センサー

　・センサー本体

　・ 単３電池 2本

ご自宅のWi-Fi環境をご確認ください。

leafee アプリのインストール・ログイン

無線ルータ

leafee hub(ゲートウェイ)とleafee cam(カメラ)の利用
にはWi-Fi環境が必要です。お使いの無線ルータの仕様
をご確認いただき、適したWi-Fiネットワークの
「ネットワーク名 (SSID) 」

「パスワード (暗号化キー) 」
をご確認ください。

App Store、またはGooglePlayからleafeeのア
プリケーションをダウンロードし、インストー
ルしてください。 有料プランお申し込み時に
ご入力いただいた
「メールアドレス」

「パスワード」
を用いてログインすることができます。

leafee hubとleafee cam
に設定できるWi-Fiネッ
トワークは2.4GHz帯で
す。

サポートページのご案内
https://support.leafee.me/
「機能の使い方を詳しく知りたい」

「セットアップができない」など、

疑問やトラブル対処法をご覧いた

だくことができます。QRコードを読み込んで

アクセスしてください。

ダウンロードURL

https://start.leafee.me/
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クイックスタートガイド□
防犯シール□

ご注文いただいた追加機器□

https://support.leafee.me/


機器の動作確認

1.機器に電源を入れる

leafee hub (ゲートウェイ)

1 ACアダプタが本体背面に接続

していることを確認します。

2 コンセントにACアダプタを接
続してください。

正常に接続すると、本体のLEDがオレ
ンジ色に点灯します。

leafee mag (開閉センサー)

1 絶縁シートを引き抜いてくだ
さい。

電池投入時にセンサー本体のLEDが緑
色に1回点滅します。

leafee move (人感センサー)

1 電池カバーを外してくださ
い。

2 絶縁シートを引き抜いて電池
カバーを装着してください。

電池投入時にセンサー本体のLEDが緑
色に1回点滅します。
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※ leafee cam(カメラ)をお持ちの方は、スターターセットの設置完了後にセットアッ

　プするとスムーズにご利用を開始できます。(p10: カメラの登録方法)

※出荷時に接続済みです。



2.センサー (leafee mag・leafee move) の動作確認
1

スマートフォンのBluetoothをONにしてください。

2 leafee アプリを開いて、スマートフォンが

センサーと接続できるか確認しましょう。
① アプリのホーム画面でセンサーの色が緑または赤色になることを確認する


② センサーの右上に「！」マークが表示されないことを確認する


③ センサーの反応がリアルタイムにアプリ画面に反映されるか確認する

leafee magの確認方法
センサー本体とマグネット
を 近づけたり離したりして
アプリの表示が変化するか
確認してください。

近づけたとき 離したとき

leafee moveの確認方法
レンズに手を近づけてアプリの
表示が赤色になるか確認してく
ださい。1分間反応がないと緑
色の表示に切り替わります。

反応がないとき 反応したとき
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3.leafee hubの動作確認

1
leafee hub本体のLEDが


赤色に点滅するまでお待ち下さい。

LEDが赤色に点滅しないときは

・ LEDがオレンジ色に点灯している、または点灯していないとき


　 leafee hubが起動しています。起動が完了するまでしばらくお待ち下さい。


・ LEDが赤色に点灯しているとき


　 leafee hub本体のボタンを2回クリック+長押しすることで、


　 初期化を行い、赤色に点滅することができます。

leafee hubのLEDが赤色に点滅するまで、電源を入れてから3~5分程度必要です。
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leafee hubのネットワーク設定

1 アプリのホーム画面からleafee hubをタップして、

ネットワーク設定に遷移してください。

2 画面の手順に従って、ネットワークの選択へと進み

設定したいネットワーク名(SSID)を選択してください。

3 Wi-Fiのパスワード(暗号化キー)を入力して、

leafee hubに送信してください。

LEDが緑色になれば設定完了です
「インターネットに接続しました。起動完了です」という音声が
流れ、 leafee hubのLEDが緑色点灯すれば設定完了です。
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leafee hubがセンサーと接続を確立するまで時間がかかることがあります。

1
スマートフォンのBluetoothをOFFにしてください。

2 3~5分程度経過後、leafeeアプリで

センサーの接続状態を確認してください。
① センサーの右上に「！」マークが表示されないことを確認する


② センサーの反応がリアルタイムにアプリ画面に反映されるか確認する

leafee hubとセンサーを接続する
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leafee hub (ゲートウェイ)の役割
外出先でもセンサーの反応をリアルタイムに確認するために、

leafee hubはセンサーとBluetooth接続をしてセンサーの反応を検知
し、 設定されたネットワークを通じてアプリに情報を送信します。

leafee hubとセンサーがBluetooth接続しているときは、スマートフォンとセンサーは

Bluetooth接続しません。

機器を設置する



最大範囲を超えてセンサー
を設置したい場合は、

leafee hubを複数台設置して
ください。



機器の追加レンタル、購入
をしたい場合は、アプリ
の「お問い合わせ」からご
連絡ください。

どこに機器を設置するかを決めましょう。

leafee hubとセンサーの最大接続範囲は5~10mです。


最大接続範囲を超えないように考慮して、


leafee hubとセンサーを設置する場所を計画しましょう。

※ 機器同士が壁などを挟まず、互いに見通しの良い位置に配置すること

　 をおすすめしています。

機器を設置する前の準備

1

開閉センサーの設置例

リビングの入り口に人感センサー

ベランダからの不審者の侵入や、施錠
忘れを検知するために設置

玄関扉に開閉センサー

玄関からの不審者の侵入や、家族の出
入りを検知するために設置

人感センサーの設置例

リビングの入り口に人感センサー

外出時の不審者の侵入や、家族の帰宅
を広範囲に検知するために設置

廊下に人感センサー

玄関と部屋をつなぐ箇所で在宅時の侵
入をいち早く検知するために設置
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半径5m以内



必ずご一読ください

機器の設置方法
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leafee mag (開閉センサー)

窓鍵の施錠を確認する設置方法
マグネットを鍵レバーに貼り付
けてください。1

センサー本体をLEDの反応を確認
しながら窓に貼り付けてくださ
い。

2

窓や扉の開閉を確認する設置方法
マグネットをサッシや建具に貼
り付けてください。1

センサー本体をLEDの反応を確認
しながら窓や扉に貼り付けてくだ
さい。

2

必ず付属の両面シールを用いて正しく設
置してください。万が一取り外す際は、
注意点に従って慎重に取り外してくださ
い。



機器の返却時などに破損が認められた場
合、下記の対応をさせていただきますの
で予めご了承ください。



機器購入プランのお客様: 保証の対象外サ
ブスクプランのお客様: 手数料の請求

取り付け時の注意点
両面シールを取り外しの際に接
地面にそって引き伸ばせるよ
う、 よう
にしてください。

先端を少し出して貼る

取り外し時の注意点
開閉センサー・マグネットを軽
く押さえながら、両面シールを

剥がしてください。
慎重に接地面に沿って引き伸ば
して



機器の設置方法
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leafee moveとleafee hubは、左図のよ
うに地面に対して垂直な姿勢となるよ
う設置いただくことをおすすめしてお
ります。



leafee hubがセンサーと接続できる最大
接続範囲は5 ~ 10mであるため、leafee 
hubは、設置したセンサー郡の中心とな
るように設置いただくよう配慮くださ
い。



より広い範囲でセンサーを設置したい
場合は、leafee hubの増設をおすすめし
ております。

leafee move (人感センサー)

1 壁掛けフック(※別途ご購入
ください)を用いて、壁等に
掛けることができます。

leafee hub (ゲートウェイ)

1 壁掛けフック(※別途ご購入
ください)を用いて、壁等に
掛けることができます。



カメラの登録方法

 カメラのセットアップ手順を確認する
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1 ホーム画面右上の「＋」ボタ
ンから登録画面に進みます。 2 leafee cam (セキュリティカメラ)


を選択してください。 3 「動画で手順を確認」

をタップしてください。



カメラの登録方法

  2. カメラに電源を入れる
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1 動画で確認した手順に従って
カメラの電源を入れます。 2 本体のLEDが青色にすばやく点滅

していることを確認します。 3 「青色ライトのすばやい点滅を
確認」をタップしてください。



カメラの登録方法

  3. カメラでQRコード(Wi-Fi情報)を読み込む
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1 Wi-Fi情報から生成されたQR
コードを表示します。 2 「プッ♫」と音が鳴るまで、QRコー

ドをカメラのレンズに向けます。 3 音を確認後「ビープ音が鳴った
ことを確認」をタップします。



カメラの登録方法

  3. カメラの動作確認
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1 「カメラの登録が完了しました」
と表示されれば登録成功です。 2 ホーム画面に戻り、カメラのアイコ

ンをタップしてください。 3 カメラが撮影している映像

が表示されます。

セットアップがうまくいかないときは
https://qrcode.leafee.me/trb/cam


