
ご利用前に必ずお読みください
■Wi-Fiの電波強度は十分ですか？

■ご自宅のWi-Fiは2.4GHzに対応していますか？　　　　　
スマートフォンを2.4GHzのWi-Fiに接続してから初期設定して
ください。「ここリモ」は 2.4GHz帯のWi-Fiに対応しており、
5GHz帯ではご利用いただけませんのでご注意ください。

「ここリモ」の電源を入れる
付属のUSBケーブルを別売りのUSBアダプタ（5V1A以上）に接続して電源を入れてください。 
※パソコンの電源やモバイルバッテリーでのご利用は推奨いたしません。

■お使いの家電は対応していますか？
「ここリモ」は、主に国内で普及するメーカーの、赤外線のリモコン
で操作する家庭用のエアコン・テレビ・照明（シーリングライト）
に対応しています。なお、対応メーカーは「ここリモ」公式サイト
でもご確認いただけます。また、稀な機種の場合、「ここリモ」アプ
リのデータベースに情報がないこともありますが、末尾のサポート
までご連絡いただければデータベースへの追加を善処します。

確認方法：ルーターに貼付されているシールや、ルーターの取扱説明書を
ご確認ください。（ルーターメーカーによって異なります）

■対応できない家電

初期設定① 「ここリモ」とWi-Fiを接続する

Wi-Fi
OK!!

STEP

1

「ここリモ」アプリをダウンロードする
iOSの場合はApp Store、Android の場合
は Google Play より「ここリモ」と検索し
てアプリをダウンロードしてください。

STEP

2

ご注意！

ご注意！

【Android 端末の場合】
「CEPCO_XXX」に接続後、右図のようなポップアップが表示
される場合があります。
必ず、スマートフォンのWi -Fi 設定画面で「はい」をタップ
してから「ここリモ」アプリに戻ってください。

事前に会員登録をして「ここリモ」アプリを起動する
「ここリモ」をご利用いただくには会員登録が必要です。右のQRコード
より会員登録をしてIDとパスワードを取得してください。
その後「ここリモ」アプリを起動し、取得したIDとパスワードを使って
ログインしてください。

新規会員登録：https://id.chuden.co.jp/

STEP

3

会員登録サイト

ご自宅のWi-Fiネットワークに接続する
アプリに表示されているSSIDで末尾がb/g/nなど2.4GHzのも
のを選択し、チェックして「次へ」ボタンをタップし
Wi-Fiパスワードを入力してください。

STEP

4

abcd-xxxx-g
abcd-xxxx-a

例：

※5GHz：末尾がaなど（ルーターメーカーによって異なります）

「ここリモ」本体とWi-Fiを接続する
背面にあるボタンを5秒間長押しして離します。前面の    
LEDランプが20秒間早く点滅し、その後ゆっくり点滅
することを確認してください。
スマートフォンの「ここリモ」アプリをバックグラウンド
にします。
スマートフォンのWi-Fi設定画面を開き「CEPCO_XXX」
を選択してWi-Fiに接続してください。

STEP

5

接続完了後、再び「ここリモ」アプリに戻り「次へ」をタップ
します。

裏面に続く

Wi-Fi接続完了
接続中の画面が表示されるため、そのまましばらくお待ちくだ
さい。自動的に接続完了画面が表示され、利用場所名を設定
すればWi-Fi接続が完了します。

STEP

6

ご購入いただいた機種によって「赤外線リモコン」のアップデートが必要になります。
注意事項をご確認の上、表示された画面にしたがって更新してください。

赤外線リモコンのアップデートが表示されたら

[ 背面 ] [ 前面 ]

Wi-Fiの5GHzに自動接続している
場合は、必ず自動接続を解除して
初期設定を完了させてください。

iPhone Android

iPhone Android

・エアコン：業務用エアコン／天井カセット式のエアコン
・照明　　：テーブルライト／ペンダントライト／後付けのリモコンスイッチ／ライコン
※「RFリモコン」や「Bluetoothリモコン」等の「赤外線」以外で操作するタイプの家電には対応できません。

※アップデート中は絶対に「ここリモ」アプリをバックグラウンドにしないでください。

「位置情報の使用を許可しますか？」
という通知が表示されるので、許可
してからご利用ください。
※許可していないと初期設定が完了
    できません。

※お使いの機種によって設定画面は
　若干異なります。

位
置情

報 OK!!

【その1】

【その2】

自
動
接

続解
除 OK!!

（Ver 2.0）

※Amazon, Echo, Alexa および、関連するすべてのロゴおよび商標はAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※Google、Google ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Android、Android ロゴ、YouTube、YouTube ロゴ、Gmail は、Google LLC の商標
または登録商標です。

この度はここリモをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

スタートアップガイド

※本マニュアルは簡易版です。詳しい設定方法は「ここリモ」ホームページ内に
　ある設定マニュアルを参照してください。 ここリモ



OK, Googleエアコンつけて応用編 スマートスピーカーと連携して、手軽にスマートホームを実現！

初期設定② 「ここリモ」に家電リモコンを設定する

メーカー名を選択するSTEP

2

テストボタンでリモコンを登録するSTEP

3

リモコンの設定画面を開く
「ここリモ」アプリ右下の「設定」をタップし、設定画面を開いて
ください。使う場所（初期はリビング）を選択して、エアコン、テレビ、
照明のいずれかをタップしてください。

STEP

1

初期設定が完了しない【トラブルシューティング】

Wi-Fi の接続が完了したら、次はいよいよリモコンの設定です。
以下手順にしたがって、ご自宅の家電リモコンを「ここリモ」アプリに登録してください。

■対応できない家電
・エアコン：業務用エアコン／天井カセット式のエアコン
・照明　　：テーブルライト／ペンダントライト／後付けのリモコンスイッチ／ライコン

登録するリモコンのメーカー名を入力（英字で入力）して、メーカー
を選択してください。
（入力例：パナソニック → PANASONIC）

※「RFリモコン」や「Bluetoothリモコン」等の「赤外線」以外で操作するタイプの家電には対応できません。
※パナソニック、および PANASONIC はパナソニック株式会社の商標または登録商標です。

「1.テストボタンを使って設定する」を選択し、以下の
　 手順に従いリモコンが動作するかご確認ください。
①「テスト」ボタンをタップしてください。
　（エアコンの場合は事前にエアコンの電源をOFFに
　してください）
家電が反応した場合　　　　→　②「YES」をタップ
家電が反応しなかった場合　→　③「NO」をタップ

※登録されたリモコンの挙動がおかしい場合、正しく設定されていない可能性があります。
　この場合は「2. 一覧から選択して設定する」をお試しください。

「ここリモ」の設定方法や操作方法のお問い合わせは、
「ここリモ」公式サイト右下に表示される「チャット」、
もしくは「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせ
ください。

「ここリモ」をご購入いただいた方は、「ここリモ」を使用した感想を
是非商品レビューに投稿いただければ幸いです。

平日10:00～17:00まで

クリック

レビュー投稿のお願い

「ここリモ」をスマートスピーカーと連携させることで、お使いの家電を買い換えることなく、
音声でコントロールすることができます！詳しくはQRコードから設定マニュアルをご覧ください。

対応機種：Google Assitant 及びAmazon Alexa 搭載のスマートスピーカー

リモコンが登録できれば「ここリモ」の初期設定は完了です！

「リモコンの登録が完了しました」と表示されるまで、①～③を何度か繰り返してください。
完了後「登録したリモコンを確認する」をタップして、実際に家電を操作し登録を完了し
てください。

初期設定でエラーが出てしまう場合、以下の問題が起こっている可能性があります。  
ご自身のスマートフォンやWi-Fi機器の設定をご確認の上、解決策を実施してください。

一旦全ての機器を再起動したのちに、初期設定を最初から実施してください。

スマートフォンを再起動する
ここリモ本体をコンセントから外す
30秒ほど待ってから再度コンセントに繋げる
Wi-Fi機器を再起動する

Wi-Fi 接続がうまくできない、初期設定が完了しないなど技術的なお問い合わせは、
以下テクニカルサポートでも対応しております。お困りの際はご利用ください。

0120-223-920 対応時間 9：00 ～ 20：00（平日・土日祝とも）

「位置情報の使用を許可しますか？」
という通知が表示されましたが、
「許可しない」を選択した可能性があります。

スマートフォンの設定でここリモアプリを選択して、アプリ使用中の位置情報の使用を許可
してください。  

初期設定中は5GHｚのWi-Fiの自動接続をOFFにしてください。       
スマートフォンのWi-Fi 設定で2.4GHzのWi-Fi機器との接続を実施してください。 

※お使いの機種によって設定画面は若干異なります。

iPhone の例 Android の例

スマートフォンに「ここリモがローカルネットワーク上のデバイスの検
索および接続を求めています。」という通知が表示されましたが、「許可
しない」を選択した可能性があります。

スマートフォンの設定でここリモアプリを選択して、権限を許可して
ください。 
※お使いの機種によって設定画面は若干異なります。

iPhone の例

ここリモ本体とWi -Fi 接続する際、「このネットワークはインター
ネットに接続していません。接続を維持しますか？」という通知を
そのままにしており、ここリモとスマートフォンが Wi-Fi できちん
と接続されていない可能性があります。

Wi-Fi 機器のパスワードが間違っている可能性があります。

アプリ上のパスワード入力画面で入力したパスワードが正しいか確認してください。

「このネットワークはインターネットに接続していません。接続を維持しますか？」 
という通知で「はい」を選択してください。

スマートフォンが5GHzのWi-Fi機器に接続されている可能性があります。原因

原因

原因

原因

原因

対策

対策

対策

対策

対策

対策

対策

対策

スマートフォンに多くのWi-Fi機器の設定が保存されていて、うまく接続できていない可能
性があります。

スマートフォンのWi-Fi 機器リストから使っていないWi-Fi機器を削除してください。 
 

Wi-Fiの暗号化形式がここリモが非対応のWEP,WPA3Pになっている可能性があります。

Wi-Fi機器の取扱説明書をご参照いただき、対応しているWPA,WPA2に変更してください。 
 

「MACアドレスフィルタリング」機能がONになっている可能性があります。

Wi-Fi 機器の取扱説明書をご参照いただき、「MACアドレスフィルタリング」機能をOFFにして
ください。 

「ゲストSSID」になっている可能性があります。

Wi-Fi機器の取扱説明書をご参照いただき、「オーナーSSID」へ変更してください。

「SSIDステルス」機能がONになっている可能性があります。 

Wi-Fi 機器の取扱説明書をご参照いただき、「SSID ステルス」機能をOFFにしてください。

「高速ローミング（IEEE802.11r)」等の機能がONになっている可能性があります。

Wi-Fi機器の取扱説明書をご参照いただき、「高速ローミング（IEEE802.11r)」等の機能をOFFに
してください。

「Wi-Fi 暗号化強化（PMF)」がONになっています。

Wi-Fi機器の取扱説明書をご参照いただき、「Wi-Fi暗号化強化（PMF)」をOFFにしてください。

Wi-Fi機器に繋がっている機器が多いと接続がうまくいかない場合があります。　　　　

Wi-Fiに繋がっている他の機器の接続を一旦解除してください。

スマートフォンのOSのバージョンが古い可能性があります。 

スマートフォンのOSを最新のものにアップデートしてください。

スマートフォンやWi-Fi 機器、ここリモ本体に不具合があり、うまく接続できない場合が
あります。

ここリモとWi-Fi 機器、スマートフォンの距離が離れていて、電波が弱い場合があります。

1～2mぐらいの距離で初期設定を実施してください。
初期設定完了後、任意の位置にここリモ本体を設置して、  動作確認を行ってください。

「プライバシーセパレータ」「AP隔離」「SSIDセパレータ」「APアイソレーション」
「ネットワーク分離」等の機能がONになっている可能性があります。 

Wi-Fi機器の取扱説明書をご参照いただき、「プライバシーセパレータ」「AP隔離」「SSIDセパレータ」 
「APアイソレーション」「ネットワーク分離」等の機能をOFFにしてください。 

カテエネコネクト　テクニカルサポート
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「ここリモ」
サポート窓口


