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ご使用上の注意

製品仕様

安全上の注意

保証規定

保証書

電話： 050-5833-6177

ホームページ: http://www.styled.co.jp
〒141-0022 東京都品川区東五反田4-7-32

STYLED株式会社

型番 HLBDシリーズ 保証期間：ご購入より１年間

※ご購入店、ご購入日がわかるレシート等と合わせて保管してください

取扱説明書

スマートLED電球 40W/60W相当

型番：HLBDR40AG/HLBDR60AG

●取り付け・取外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。

（感電の原因）

●断熱材施工器具、調光機能付き器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯

などのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。

（破損・発煙の原因）

●直流電流では絶対に使用しないでください。（破損・発熱の原因）

●点灯中や消灯後しばらく電球が熱いので、触れないでください。（ヤケドの原因）

●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。

（火災・器具過熱の原因）

●ぶつけたりして傷つけないでください。（破損・ケガの原因）

●水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。

（破損・絶縁不良の原因）

●電球はソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）

●点灯中の電球を直視しないでください。（目を傷める原因）

●交流100V周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。

●電球の周囲温度が0℃～40℃の範囲で使用してください。

●ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。

（雑音が入るときは、電球を1m以上離してご使用ください。

●赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動

することがあります。

●分解や改造はしないでください。LED素子などの交換はできません。

●水洗いは絶対にしないでください。

●LED素子にバラツキがあるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

●低温・防水仕様ではないでので、結露が起こる場所では使用しないでください。

●ホタルスイッチとの組み合わせ使用において、LED電球を点灯させたときに、スイッチ側の

ランプが暗くなったり、点灯しないことがあります。

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したもの

です。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束

するものであり、お客様の法律上の権利を制限するも

のではありません。

1. ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常

な使用状態で万一故障が発生した場合は同一

または同等品と交換いたします。

2. 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時の

レシートを添えて、お買い上げ店へご持参または

ご送付ください。

3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費

など、またご送付される場合の送料

およびその他の費用はお客様のご負担となります。

4. 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障

その他による逸失利益、その他、製品の使用上で

生じた直接または間接の損害については、その

責任範囲に含まれません。

5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。

（ア） レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名が

ない場合。

（イ） ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障

及び損傷。

（ウ） 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、

虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外

の使用電源による故障及び損傷。

（エ） 故障の原因が本製品以外（外部要因）による場

合。

（オ） お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故

障及び損傷。

（カ） 特定の機器との組み合わせによって生じる不

具合（相性）・故障の場合。

（キ） 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手

された商品。

このたびは、お買い上げいただきありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前

に「安全上の注意」、「ご使用上の注意」を必ずお読みください。

この製品は日本国内用です。この保証は日本国内においてのみ有効です。

This appliance is designed for Japan only and can not be used in any other country.  No service is 

available outside of Japan.

本製品は工事設計認証を受けています。

製品向上のため、仕様および外観は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

018-180229

型番
口金

サイズ
光色

明るさ
目安

全光束
定格
電流

定格
消費電力

質量 寸法

HLBDR40AG 40W相当 485lm 0.10A 6.0W 65g

HLBDR60AG 60W相当 810lm 0.14A 9.0W 90g
E26

調光調色
（RGBW)

φ60 x 110mm

●アプリは常にアップデートされます。ダウンロードしたアプリが、本説明書の画面表記と異なる

ことがありますので、ご了承ください。最新情報については弊社ホームページをご覧ください。

HLBDR40AG

018-180230HLBDR60AG
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Wifiアプリの設定

１．スマートフォンのWifiをONにします。App Store

またはGoogle Playで検索するか、左のQRコードを

読み込んで、Wifiアプリ iO.eをダウンロードしてくだ

さい。2.4GHz帯のWifiをご使用ください。

注意：iPad, iPodには対応していません。

４．携帯のSMSメールに確認コードが送

付されます。送付されるまでに少し時間

がかかりますので、しばらくお待ちくださ

い。

５．受信した確認コードを確認して入力し

ます。パスワードを設定して「確認」をタッ

プします。

３．電球が素早く点滅していることを確認し

てから「確認」をタップしてください。

電球が点滅していない場合は、

１）電源をONにして、約10秒後にOFF、再

度ONにする。

２）ステップ２：3～5回電源のON/OFFを繰

り返す。

電球が素早く点滅（1秒に2回）するように

なったら、「確認」をタップしてください。

２．ダウンロードしたiO.eを開き、画面の一番

下の「登録」をタップします。

既にiO.eアカウントがある場合は、「ログイン」

をタップして、次の画面で携帯番号とパス

ワードを入力して、ログインします。

３．次の画面でプライバシーポリシーに「同

意」します。

３．メールアドレスまたは携帯電話番号の入力画面に切り換えてを

入力します。入力したら「確認コードを取得する」をタップします。

１．「デバイスの追加」または右上の「＋」を

タップしてください。

２．本製品の電源をONにして、「SMART 

BULB」をタップします。

４．Wifiのパスワードを入力して

「OK」をタップしてください。

注意：スマートフォンのWifiを

ONにしておいてください。

2.4GHz帯のWifiをご使用くださ

い。

デバイスの追加

５．接続中の画面が表示されます。

６．ペンマークをタップすると、デバイス

名変更画面が表示されます。デバイス

名を入力して「保存」をタップします。

７．デバイスの置かれた位置を選択しま

す。 例：リビング
注意：パスワードは6～12桁の英数字の

組み合わせを使用してください。

８．「完了」をタップします。

xxxxx@xxxxx.com xxxxxxxxxxx

６．「ファミリー共有グルー

プを追加」をタップします。

ファミリーグループの名前

を入力します。例えば「会

社」「自宅」など、複数の所

属グループを設定すること

ができます。

７．「位置」をタップすると、位置情報によって自動的に現在位置の地

図が表示されます。右上の「OK」をタップすると住所が入力されます。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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デバイスの追加に失敗した場合

デバイスの追加に失敗した場合は、以下を確認してください。

＊デバイスの電源がONになっていますか？

＊デバイスがネットワークに接続可能な状態ですか？

＊スマートフォンのWifiをONにしていますか？

＊2.4GHz帯のWifiネットワークを使用していますか？

＊Wifiのパスワードが間違っていませんか？

＊デバイス、スマートフォン、ルーターが近くにありますか？

＊ルーターとスマートフォンのネットワーク機能はロックされてい

ませんか？

１．上記を確認の上、もう一度試す場合

は「再実行する」をタップしてください。

または「ヘルプを表示します」をタップしま

す。

２．「ヘルプを表示します」をタップすると、

「よくある質問」の画面が表示されます。

内容をよく確認してください。

３．一番下の「通常モード使い方」をタッ

プすると、通常モードの手順が表示され

るので、確認してください。

「APモード使い方」をタップすると、AP

モードの手順が表示されるので、確認し

てください。

４．「戻る」をタップすると、前の画面に戻

ります。前の画面で「再実行する」をタッ

プします。

５．スマートフォンの設定画面を閉じて、

iO.eを開きます。

接続中の画面が表示されます。

APモードでの追加

Wifiネットワークが不安定でつながりにくい

場合はAPモードを使用します。

１．右上の「APモード」をタップすると。AP

モードに切換ります。

２．電球がゆっくり点滅していない場合、

１）電源をONにして約10秒後にOFF、再度

ONにする。

２）3～5回電源のON/OFFを繰り返す。

３）電球が素早く点滅することを確認する。

４）3～5回電源のON/OFFを繰り返す。

３．電球がゆっくり（3秒に1回）点滅したら、

「確認」をタップしてください。

２．パスワードを入力して「OK」をタップしま

す。

３．「接続します」をタップします。

４．スマートフォンの設定画面が表示され

るので、Wifiを開いて「SmartLife-XXXX」を

選択します。

６．ペンマークをタップをタップすると、デ

バイス名変更画面が表示されます。デバ

イス名を入力して「保存」をタップします。

７．「完了」をタップします。
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A．ホワイト

明るさのバーを指で左右に動かすことで、

ホワイトで明るさの調整ができます。

中央の電球をタップするとON/OFFできま

す。

１．以下の画面が表示されます。

電球のアイコンをタップするとON/OFFができます。

中央の電球をタップするとON/OFFできます。

A B C D

B．カラー

円周のゲージを指で動かすと、お好みカ

ラーを選択することができます。

明るさ: 明るさを調整できます。

濃淡： 色の濃淡を調整できます。

中央の電球をタップするとON/OFFできます。

C．モード

８つのモードがあります。

①ナイト/読書パ-ティー/レジャー

色と明るさが予め設定されていて、変更は

できません。

次のモードは色の指定ができます。

電球の右下のペンマークをタップすると、色

選択画面に切り替わります。

②ソフト

1色を指定することができます。約5秒ごとに

明るさが自動的に変動します。

③レインボー

指定した6色でゆっくりと色が変わります。

④シャイン

指定した1色がついたり、消えたりします。

⑤ゴージャス

指定した6色で素早く色が変わります。

D．タイマー

タイマーを設定することができます。

①「タイマー設定追加」をタップします。

②時間、リピートの有無、OnかOffを設定

して、右上の「保存」をタップします。

③登録したタイマー設定が表示されます。

電球の設定

デバイス登録後、iO.eのトップ画面から

入った場合は、左の画面が表示されます。

右のスイッチマークをタップすると

ON/OFFができます。

左の電球マークをタップすると上記１の

画面が表示されます。

④別のタイマーを設定する場合は、「タイ

マー設定追加」をタップして、同様の手順

で追加します。

X

明るさ

明るさ

濃淡
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シーンの自動化設定

ステップ１ 条件の設定

右端の＋マークをタップすると、条件を選

択する画面が表示されます。

ステップ２ 実行動作の設定

右側の＋マークをタップするとデバイス

選択画面が表示されます。

気象データから条件とタスクの動作を登録することができます。

１．トップ画面から下中央の「スマートシーン」をタップします。

２．次の画面で右上の「＋」または「シーンの追加」をタップします。

３．「自動化」を選択します。

外出や帰宅などの生活シーンに合わせて、複数のデバイスを一括

操作することができます。

１．トップ画面から下中央の「スマートシーン」をタップします。

２．右上の「＋」をタップします。

３．シーンの追加で「スマートシーン」をタップします。

４．動作の実行の「＋」をタップします。

４．スイッチ→オンと選択し、「保存」をタップ

します。これで気象データの日の出時刻に

なるとLED電球が自動的にONになります。

５．デバイスを選択し、スイッチ→オフを選択

します。

２．「日の出」を選択して、戻った画面で動作の実行をタップします。

３．登録するデバイスを選択します。

「シーン名を入力」の右横のペンマークを

タップすると入力画面になります。

画像右下をタップすると、他の画像を選

択することができます。

条件の設定

１．温度、湿度、天気、大気質、日の出と

日の入り、デバイスの条件から選択しま

す。

アプリを開くと、iO.eが自動的にスマート

フォンの位置情報サービスから位置を特

定し、その地域の気象データが使われま

す。この機能を使用するにはスマートフォ

ンの位置情報をONにしてください。

ここでは日の出電源をONに設定する方

C

C

C

６．複数を登録する場合

は、「＋」マークをタップし

て他のデバイスを登録し

ます。

７．「保存」をタップして登

録を完了します。

８．外出時にホーム画面

で「外出」をタップすると登

録したデバイスが一括で

OFFになります。

スマートシーンの設定

出張や旅行などでしばらく不在になる場合、登録したシーンの自動化

の動作を一時的に停止する設定ができます。例えば、「出張」という

スマートシーンに連動して、「日の出」に電源がONになる動作を停止

する方法を説明します。

１．デバイスの動作を登録後に、グリーンの

「＋」マークをタップします。

２．「自動化にトリガーする」を選択します。

３．連動させたいシーンにチェックを入れて、「ト

リガーした後に停止されます」を選択します。

４．「次へ」をタップして、次の画面で「保存」を

タップします。

C

C

C

５．ホーム画面で「出張」を

タップすると、登録したデ

バイスがOFFになり、日の

出にLEDがONにならなく

なります。

自動化
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会社

XXXXX

XXXXXXXXX

プロフィール

デバイス共有化

トップ画面で右下の「プロフィール」をタップします。

「あなたの名前をタップして･･･」の右をタップすると表示された画面

で、プロフィール画像、ニックネーム、アカウント所在地、温度単位、

タイムゾーン、ジェスチャパターンを設定することもできます。

登録したデバイスを他のユーザーと共有することができます。

１．ホーム画面で共有するデバイスをタップします。

２．次の画面で右上のペンマークをタップします。

３．「デバイス共有化」を選択します。

４．「共有ユーザーの追加」をタップします。

５．共有するユーザ―のID（携帯電話番号ま

たはメールアドレス）を入力し、「完了」をタッ

プします。

６．共有を許可したユーザーのデバイスリス

トに共有デバイスが自動的に表示され、使用

できるようになります。

デバイスの削除

１．削除するデバイスの

画面の右上の「・・・」を

タップします。

２．次の画面の一番下の

「デバイスを削除する」を

タップします。

３．削除する場合は「確認」をタップします。

削除を中止する場合は「キャンセル」をタップしてください。

グループの作成

スマート電球を複数個使用している場合、

グループを作成して、グループを同時に

操作することができます。

１．前の画面で「グループを作成」をタップ

します。

２．グループ化するデバイスにチェックを

入れて、右上の「OK」をタップします。

３．グループ名を入力して、「保存」をタッ

プします。

４．グループ名でデバイス一覧に表示さ

れます。

５．グループを解除する場合は、上記の順で入った画面で「グ

ループ解除」をタップします。

XXXXXXXXXX

XXXXXX

デバイス共有化

XXXXX

XXXXXXXXX

家族などをファミリー共有グループにメンバーとして登録すると、あな

たのデバイスをすべて共有することができて便利です。

１．ホーム画面の右下の「プロフィール」をタップします。

２．「ファミリー共有グループ管理」をタップします。

３．メンバーを追加したい共有グループを選択します。

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

OOOOO

OOOOOOOO

XXXXXX

XXXXXXXXXX

４．「メンバーの追加」をタップします。

５．追加するメンバーのアカウント入力します。管理者だけがデバイ

スの追加、削除、ファミリーグループの削除を操作することできます。

追加するメンバーにその権限与える場合は「管理者に設定する」に

チェックを入れます。

７．追加されたメンバーは、ホーム画面の左上をクリックして、ファミ

リー共有グループを切り替えると、共有されたデバイスが表示され、

操作することができます。管理者がデバイスを追加すると自動的にメ

ンバーに共有されます。

会社
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XXXXXXXX
xxxxxx@gmail.com

XXXXXXXXX
xxxxxx@gmail.com

X

Google Homeの設定

Google Homeのダウンロードおよび設定はGoogle Homeの手順

に従ってください。

④右下の「＋」をタッ

プしてデバイスの追

加を行います。

⑤リストから「iO.e」を

選択します。

⑥iO.eのアプリで登

録した電話番号とパ

スワードを入力します。

⑦「今すぐログイン」

をタップします。

① ② ③

④ ⑤

⑥ ⑦

⑧

⑨ ⑩

⑨デバイスを選択して、

右下の「次へ」をタップし

ます。

⑩デバイスの部屋を選

択して、右下の「次へ」を

タップします。

⑪ ⑫
⑪ホーム画面に戻ります。

左下のアイコンをタップ

するといつでもこの画面

に戻ります。アイコン下

のオン、オフで操作可能

です。

⑫デバイスのアイコンを

タップすると操作画面が

表示されます。オン、オ

フ、明るさを操作できま
⑬

⑬前の画面の右上の設定マークをタップすると

左の画面が表示されます。

「名前」：タップするとデバイス名称を変更するこ

とができます。

「家」：所属するグループを変更することができ

ます。

「部屋」：デバイスのある部屋を変更することが

できます。

⑭Google Homeを音声でコントロールします。

コマンド例：

2回以降、iO.eを使用するデバイスを追加登録する場合は、上記

の追加手順は必要ありません。「OK Google、デバイスを同期し

て」と音声で指示すると、デバイスが追加されます。

XXXXXXXXXXX

色の例：

⑮デバイスに部屋を割り当ててある場合は、部屋とデバイスを指定

して操作することができます。

例：「キッチンのライトをつけて」

「ベッドルームのライトをOFFにして」

⑯デバイスを同期すると、iO.eアプリで登録したシーンも同期されて

デバイスのリストに表示されます。音声指示すると、iO.eのタスクの

追加に登録されたデバイスの操作を実行できます。

⑧「権限付与」をタップすると、デバイスが追

加されます。iO.eアプリで登録したデバイス名

で追加されます。

OK Google、（デバイス名）をつけて

OK Google、（デバイス名）を消して
OK Google、（デバイス名）をONにして
OK Google、（デバイス名）をOFFにして
OK Google、ライトをつけて
OK Google、ライトを消して
OK Google、ライトを明るくして
OK Google、ライトを暗くして
OK Google、（デバイス名）を暗くして
OK Google、（デバイス名）を明るくして
OK Google、（デバイス名）の明るさをXX%にして
OK Google、 ライトをXX%にして
OK Google、（デバイス名）の色を（色）にして
OK Google、（デバイス名）を(色）にして
OK Google、 ライトの色を（色）にして
OK Google、 ライトを（色）にして

赤／青／緑／黄色／オレンジ／紫／赤紫／ピンク／
白／マゼンタ／シアン

①Google Homeを開いた画面の右下をタップする。

②「その他の設定」を選択します。

③画面をスクロールして「スマートホーム」を選択します。

注意：デバイス名ははっきりを言ってください。それでもGoogle

Homeが認識しない場合は、認識しやすい名前に変更してください。

同期されたシーンを確認するには、①②③

の手順に従って、スマートホームを開いてく

ださい。

例：（シーン名）をつけて

（シーン名）をONにして
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Amazon Alexaの設定

Amazon Alexaのダウンロードおよび設定はAmazon Alexaの手

順に従ってください。

①Amaxon Alexaを開

いて、左上のマークを

タップします。

②「スキル」をタップし

ます。

① ②

③ ④

⑤ ⑥

③④検索欄に

「smart life」（smartと

lifeの間に半角スペー

スを入れる）と入力す

るとプルダウンメ

ニューが表示されます

ので、選択します。

⑤「有効にする」をタッ

プします。

⑥iO.eのアプリで登録

した電話番号とパス

ワードを入力して、

「今すぐログイン」を

タップします。

⑦「権限付与」をタップ

します。

⑧Smart Lifeがリンクさ

れたら、「完了」をタップ

します。

⑦ ⑧

⑨

⑩⑪

⑩前の画面でデバイス

を選択してタップすると

左のような画面が表示さ

れます。中央のアイコン

をタップすると、デバイス

をON/OFFできます。

⑪デバイス名を変更す

るには、右上の「編集」

をタップします。

⑫ ⑬

⑪「名前を編集」をタッ

プします。

⑫新しいデバイス名を

入力します。デバイス

名は、Alexaが認識し

やしように、シンプル

で聞き取りやすい名

前を選んでください。

「完了」をタップします。

⑭Amazon Alexaを音声でコントロールします。

コマンド例：

同じiO.eを使用するデバイスを追加する場合は、「デバイスを追加」

をタップするか、音声で「デバイスを探して」と指示すると、追加可

能なデバイスが検索されます。

色の例：

注意：画面上に表示される文字のサイズはスマートフォンの文字サ

イズ設定に依存しています。大き過ぎたり、小さい場合はスマート

フォンの設定を調整してください。

アレクサ、（デバイス名）をつけて

アレクサ、（デバイス名）を消して

アレクサ、（デバイス名）をONつけて

アレクサ、（デバイス名）OFFにして

アレクサ、（デバイス名）を明るくして

アレクサ、（デバイス名）を暗くして

アレクサ、（デバイス名）の明るさをXX％にして

アレクサ、（デバイス名）をXX％にして

アレクサ、（デバイス名）の色を（色）にして

赤／青／緑／黄色／オレンジ／紫／ピンク／白／マゼンタ
／シアン／スカイブルー

⑨デバイスが追加されま

す。

⑩iO.eで使用したデバイ

ス名で追加されます。

⑯デバイスを追加すると同時にiO.eアプリで登録したシーンも追加

されます。個別に追加する場合は、音声で「シーンを検索して」と指

示するか、「シーンを検出」をタップします。

登録されたシーンは音声で操作することができます。

例：（シーン名）をつけて （シーン名）をONにして


