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お施主様向け取扱説明書

《お願い》 
YKK AP 商品を長く安全にお使いいただくために、

ご使用前によくお読みいただき、大切に保管ください。

受信機設置ガイド



このたびは YKK AP 商品をお買い上げいただきありがとうございます。

本書は、商品の取り扱いに関する必要事項を説明しています。
商品を安全に長くお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。
商品によっては、本書に掲載されていない場合がありますので、
当社ホームページの情報も併せてご利用ください。

■ＹＫＫ ＡＰ 株式会社 ホームページ
http://www.ykkap.co.jp

■お客様 サポート
ＹＫＫ ＡＰへのお問い合わせや商品の使い方、お手入れなどを紹介しています。
http://www.ykkap.co.jp/support/

■安全・安心、快適のポイント
日常生活の中で注意していただきたいポイントを紹介しています。
http://www.ykkap.co.jp/support/safety/

■使い方＆お手入れガイド
ＹＫＫ ＡＰ商品の取り扱い情報を幅広く紹介しています。
http://www.ykkap.co.jp/support/care/

■ＷＥＢ カタログ
当社の商品カタログ、ユーザーマニュアル（ガイドブック）を紹介しています。
http://webcatalog.ykkap.co.jp
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本書の読み方

お願い

警告

注意

本書内の表示
本書内では、下記の表示を用いて、人身事故や損害を未然に防ぐために守っていただきたい
内容を示しています。内容を十分ご理解のうえ、指示を守って商品をご使用ください。

■警告／注意／お願い

表　示 意　味

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが
想定される危害の程度

取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷害を負う
ことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される 
危害・損害の程度

取り扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の
傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が 
想定される危害・損害の程度

■記号

記　号 意　味

［強制］

「必ず行っていただきたいこと」を示します。

［禁止］

「行ってはいけないこと」を示します。
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安全上のご注意

風呂場など水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。
漏電やショートの原因となり感電や火災などの事故につながります。

濡れた手で AC アダプターや受信機に触らないでください。製品の故障
や感電などの事故につながります。

煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐにコンセントから AC アダプター
を抜いてください。そのまま使用し続けると漏電やショートの原因とな
り、感電や火災などの事故につながります。

AC アダプターや LAN ケーブルなどは、お子さまの手が届かないように
配置してください。

AC アダプターは、必ず本製品付属のものを使用し、AC100V（50/60Hz）
以外のコンセントには絶対に差し込まないでください。
本製品付属以外の AC アダプターや指定外の電圧で使用すると、漏電や
ショートの原因となり感電や火災などの事故につながります。

［強制］

［強制］

［強制］

警告

受信機本体や AC アダプターを傷つけたり、分解や改造、修理をしたりし
ないでください。漏電やショートの原因となり、感電や火災などの事故に
つながります。
・設置時に、AC アダプターを壁やラック（棚）などの間にはさみこんだり

しないでください。
・AC アダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
・AC アダプターのコードは、極端に折り曲げないでください。
・AC アダプターを接続したまま、受信機を移動しないでください。
・製品に貼り付けられているシールやカバーを取りはずさないでください。

取りはずした場合、修理をお断りすることがあります。

［禁止］

［禁止］

［禁止］

AC アダプターは、コンセントに完全に差し込んでください。
差し込みが不完全なままで使用すると、漏電やショートの原因となり、
感電や火災などの事故につながります。［強制］

安全にお使いいただくために
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［禁止］

受信機を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因
となることがあります。

次の場所には設置しないでください。製品の故障の原因となることがあります。
・強い磁気が発生する場所
・静電気が発生しやすい場所
・振動が発生する場所
・平らではない場所（製品の転倒、落下につながります）
・直射日光が当たる場所
・火器の周辺、または熱気がこもる場所

注意

［禁止］

安全にお使いいただくために
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・本製品は総務省の技術基準に適合しています。商品に貼り付けられている表示（　　　マーク）
は、その証明マークです。証明マークの貼り付けられている商品は、総務省の許可なしに改造
して使用することはできません。改造すると法律により罰せられることがあります。

・本製品は設置にあたりインターネット環境が必要です。グローバル IP アドレス [IPv4] が付与
されるインターネット環境をご用意ください。（インターネットプロバイダの指定はありません）

・本製品は DHCP サーバーがあるネットワーク環境で使用してください。手動での IP アドレス
設定などはできません。

・本製品は、留守中でも常に電源を入れてインターネット回線に接続された状態でお使いくださ
い。電源が切れているまたは LAN ケーブルがはずれているなど、通信ができない状態になっ
ていると、その間のデータが取得できないなど正常な機器制御が行われません。

・本製品で取り扱っているデータがインターネット経由で第三者からアクセスさせることを防ぐ
ため、受信機のインターネット接続には必ずルーターを経由してください。

・インターネットプロバイダの変更、ルーターの接続・変更などネットワーク環境が変わった場
合は、ルーターが作動をしてから受信機の電源を ON/OFF、または LAN ケーブルの抜き差
しを行ってください。

・受信機と登録された各種センサーの電波到達距離は、屋内の障害物がない場所で水平見通し
距離約 15mです。また、下記のような場所では電波の特性に伴い、電波到達距離が短くなり、
受信機機能が正常に動作しないことがありますのでご注意ください。

　 ‐機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障害がある
　 ‐機器の周辺が金属物で囲まれている
　 ‐電子レンジやパソコンのなどの家庭用電気製品や OA 機器が受信機の近くにある
・本製品は、920MHz 帯を使用する特定小電力無線設備です。医療用電気器をご使用の方は、

電波による影響について、念のため医療用機器メーカーにご相談ください。
・本製品の無線 LAN の使用周波数帯は、電子レンジなどの　　

産業・科学・医療用機器のほか工場などの製造ラインなど　　
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）で運用されています。
※本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
※万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかにコンセントか
　ら受信機の電源アダプターを抜き、有線 LAN 接続によるインターネット接続に切り替えて
　ください。なお、無線 LAN 接続の場合でも使用場所を変更することで改善することもあり
　ます。
※その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合は、「ミモット」専用コール
　センター（　　　　　　　　　　　）にお問い合わせください。

2.4 DS/OF 4

0120-560-720

安全にお使いいただくために
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全体構成全体構成
本説明書は、戸締り安心システム mimott[ ミモット ] 専用受信機の設置方法とインターネットへの
接続方法を記載しています。
本システムのサービスのご利用にあたり、ご契約の申し込みが必要となります。
ご契約がお済みでない方は、契約完了後、受信機の設置およびアプリの初期設定を行ってください。
ご契約方法・アプリのインストール方法および初期設定については、契約申し込み＆製品購入サイ
トをご確認ください。（http://tojimari.ykkap.co.jp/shop）

窓 玄関ドア 勝手口ドア

専用アプリ

受信機

ルーター 終端装置
専用クラウド
サーバー

クレセントセンサー
「ミモット」専用
インターフェースユニット
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全体構成

窓 玄関ドア 勝手口ドア

専用アプリ

受信機

ルーター 終端装置
専用クラウド
サーバー

サムターンセンサー

お手持ちのスマートフォンに、App Store、
Google Play より専用アプリをインストール
してください。
契約申し込み＆製品購入サイトの会員登録時
に設定した、ログイン ID・パスワードでログ
イン後、アプリの画面に沿って初期設定を行
ってください。

※「App Store」は Apple Inc. の登録商標です。
※「Google Play」は Google LLC の登録商標です。
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接続前の確認接続前の確認

受信機

センサー付き部品の確認

1 センサー付き部品を確認する

窓やドアにセンサー付き部品が取り付けられていることを確認します。

同梱物の確認

1 同梱物を確認する

接続前に、下記の同梱物がすべてそろっていることを確認します。

玄関ドア
スマートコントロールキー

窓

クレ セ ント
センサー

勝手口ドア

サムターン
センサー

受信機 AC アダプター LAN ケーブル 取扱説明書（本書）

■ 各部の名称

受信機背面 受信機前面

AC アダプター接続口

スライドスイッチ

RESET ボタン

LAN コネクタ
（LAN ケーブル接続口）

ＷＰＳボタン

「OPEN」ランプ

「LAN] ランプ

「WLAN] ランプ

「WPS] ランプ

「POWER] ランプ

OPEN

LAN

WLAN

WPS

POWER

「ミモット」専用
インターフェース
ユニット
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受信機の設置

受信機の設置と電源配線

1 設置場所を決定する

2 AC アダプターを接続する

AC アダプターのプラグを受信機背面の AC アダプター接続口に接続し、電源
アダプターをコンセントに差し込みます。

◦ 必ず付属の AC アダプターを
使用してください。

3 電源の接続を確認する

受信機前面の「POWER」ランプが青色に
点灯していることを確認します。

◦ 複数台の受信機を設置する場合
は、手順 1 ～ 3 を繰り返してく
ださい。

AC アダプタープラグ

◦ 受信機は、平らな場所にたて向きで設置してください。
◦ 受信機は、金属物などで囲まれた場所に設置しないでください。
◦ 受信機は、直射日光の当たる場所や熱源に近い場所（暖房器具のそばなど、

高温になる可能性のある場所）には設置しないでください。
◦ 受信機は、他の AC100V 機器やその電源線から離れた場所に設置してく

ださい。

コンセント

受信機背面

受信機前面

「POWER」
ランプ

受信機の設置

電源アダプターAC アダプター接続口

OPEN

LAN

WLAN

WPS

POWER
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受信機のインターネット接続

LAN 接続

1 スライドスイッチの位置を確認する

受信機背面のスライドスイッチが「LAN」
の位置にあることを確認します。

※出荷時は『LAN』の位置にスイッチがあります。

2 受信機とルーターを接続する

受信機背面の LAN コネクタとご家庭のルーターを、付属の LAN ケーブルで接続
します。

3 有線 LAN の接続を確認する

受信機前面の「LAN」ランプが点灯したこと
を確認します。

※通信時は点滅します。

◦ 本製品の利用には、インターネット環境と無線 LAN 機能付ブロードバンドルーター（市販品）
が必要です。

◦ 無線 LAN 接続は、2.4GHz 帯の周波数帯を使用します。（5GHz 帯は使用できません）
◦ お客様のご使用の回線、無線 LAN の環境により、受信機の無線 LAN によるインターネット

接続ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。無線 LAN 接続が正常に動
作しない場合は、有線 LAN 接続をお試しください。

◦ 有線 LAN 接続の際は、必ず付属の LAN ケーブルを使用してください。

有線 LAN 接続の場合（推奨）

受信機背面

受信機背面

スライド
スイッチ

LAN コネクタ
（LAN ケーブル接続口）

ルーター

受信機前面

「LAN] ランプ

受信機のインターネット接続

LAN MODE

WLAN
  STA
WLAN
   AP

LAN

OPEN

LAN

WLAN

WPS

POWER

LAN ケーブル
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受信機のインターネット接続

1 スライドスイッチを切り替える

受信機背面のスライドスイッチを
「WLAN STA」の位置に切り替えます。

2 無線 LAN ルーターの接続準備を
する

ご家庭で使用している無線ルーターに 
搭載の「WPS」ボタンを押します。

3 受信機とルーターを接続する

受信機背面の「WPS」ボタンを押します。

※受信機前面の「WPS」ランプが点滅したら　
　ボタンから指を離します。

4 無線 LAN の接続を確認する

受信機前面の「WLAN」ランプが点灯してい
ることを確認します。

※無線ルーターとの接続が完了すると「WPS」
ランプが消灯し、「WLAN」ランプが点灯しま
す。

無線 LAN 接続の場合

受信機前面

受信機背面

LAN MODE

WLAN
 STA
WLAN
  AP

スライド
スイッチ

受信機背面

WPS
ボタン

受信機前面

OPEN

LAN

WLAN

WPS

POWER

「WPS]
  ランプ

OPEN

LAN

WLAN

WPS

POWER

「WLAN]  
  ランプ

「WPS]
  ランプ
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受信機のインターネット接続

バージョンアップについて
受信機のファームウェアに重要な更新があった場合、インターネットを経由して自動で
ファームウェアのバージョンアップを行います。

リセットについて
◦ 受信機の譲渡・廃棄、故障による交換を行う場合は、事前に登録データを削除してください。

1 登録データを削除する

受信機背面のリセットボタンを、先端の細いペン先等で、１秒以上長押し
します。

※「OPEN」「WPS」「POWER」ランプが、３回点滅後消灯したら、　　　　　　　
　ボタンからペン等を離します。

受信機背面

リセット（RESET）
ボタン

LAN MODE

WLAN
  STA
WLAN
   AP

RESET

ペン等

◦ ファームウェアのアップデートは、受信機起動時、または定刻（日本時間深夜３時前後）
に行います。

◦ ファームウェアのアップデート中は、センサーの開閉記録が通知できません。再起動
後に通知を行います。

◦ ファームウェアのアップデート後、受信機は自動で再起動し、最新のファームウェアで
動作します。

受信機前面

「OPEN] ランプ

「WPS] ランプ

「POWER] ランプ

OPEN

LAN

WLAN

WPS

POWER
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お手入れ

お手入れ時の注意事項

お手入れ方法
■通常のお手入れ

1 表面のホコリ・汚れをふき取る

乾いた布で、受信機や AC アダプターの表
面についたホコリ・汚れをふき取ります。

商品を長く使うために、商品に応じたこまめなお手入れと不具合が生じた時の調整が大切です。
お手入れせずに放置すると、表面に付着した汚れは、しみ、腐食やさびの原因となり、他の不具合
が発生します。

【薬品への配慮】

• 有機溶剤（シンナー、ベンジン、アセトンなど）が表面に付着
すると､ ひび割れやはがれなどが生じますので､ お手入れには
有機溶剤を使用しないでください。

• 塩素系薬品（次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤 ･カビ取り剤
など ) が表面に付着したまま放置された場合､ 表面が変色する
ことがあります。

　付着した場合はすみやかに洗い落としてください。

【キズヘの配慮】

• 金属たわしやカメノコタワシなどは傷つきやすいので、絶対に使用しないでください。表
面にキズがつくおそれがあります。

• 砂などがついたままふき掃除をすると､ 表面にキズがつくおそれがあります。

【電動商品の場合】

• お手入れの時、電装部品に水がかからないようにご注意ください。故障するおそれがあり
ます。

　電装部品に不具合が生じた場合は、まずお取り扱いの建築会社、工務店、販売店、　　　
「ミモット」専用コールセンター（　　　　　　　　　　　）にお問い合わせください。

◦ 汚れがついたら早めにお手入れしてください。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿い
は、塩分や排気ガスの影響により、しみ、腐食やさびが進みやすいのでさらにこまめ
にお手入れしてください。

0120-560-720
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困った時には
ご自分で分解や修理をせず、不具合・故障の時は、まずお取り扱いの建築会社、工務店、販売店、

「ミモット」専用コールセンター（　　　　　　　　　　　）にお問い合わせください。

現象・兆候 考えられる原因 対処方法 参照先
電源が入らない。

『POWER』ランプが
点灯しない。

停電している。 他の家電等を確認してください。

ACアダプターのプラグがはずれ
ている。

受信機裏側のACアダプター接続
口にプラグを差し込んでください。

P.9 

ACアダプターがコンセントから
はずれている。

ACアダプターをコンセントに差し
込んでください。

P.9  

LAN接続ができない。
『LAN」ランプ、
『WLAN」ランプが　
点灯していない。

スライドスイッチの位置が違う。 有 線LAN接 続 の 場 合 は『LAN』
の位置に、無線LAN接続の場合
は『WLAN STA]の位置にスライ
ドスイッチを移動してください。

P.10   
P.11  

インターネットプロバイダやルー
ターなど、ネットワーク環 境を
変更した。

ルーターが作動してから受信機の
電 源 をON/OFF、また はLANケ
ーブルの抜き差しを行ってくださ
い。

P.9 
P.10    

ルーターの電源が切れている。 ルーターのACアダプターの接続
状態を確認してください。

ルーターが故障している。 他のネットワーク機器の接続状態
を確認してください。

その他ペアリング方法などの Q&A については、契約申し込み＆製品購入サイトをご確認ください。
（http://tojimari.ykkap.co.jp/shop）

0120-560-720
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保守点検項目
長期間、商品を使用していると、いろいろな不具合が発生します。
そのまま使い続けると、人身事故や家財の損害などの原因になるため、
お掃除の際など、日常的に保守点検を行ってください。
下記は、点検していただきたい項目です。

点検項目 点検箇所 参照先

ACアダプターのコンセント差し込み
口付近や、受信機のACアダプター接
続口等にホコリが積もっていないか？

受信機本体
ACアダプター

P.13 「お手入れ方法」

※点検で不具合が見つかり、P.14「困った時には」を確認しても問題が
解決しない場合は、お取り扱いの建築会社、工務店、販売店、

「ミモット」専用コールセンター（　　　　　　　　　　　　）に
お問い合わせください。

0120-560-720
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商品の保証について
商品保証とは当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことを
お約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場
合には、まずお取り扱いの建築会社、工務店、販売店、または当社お客様相談室に修理をご依頼ください。

●対象商品
□一般住宅用建材商品

●保証期間
建築会社よりの引き渡し日（注）から 2 年間（電装部品については 1 年間）。
ただし、商品からの雨水浸入については 10 年間。
（注）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。分譲住宅（建売住宅）の場合は、建築主
様への引き渡し日とします。
保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

●保証内容
取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が
発生した場合には、下記に例示する“免責事項”を除き無料修理いたします｡

なお、強風雨時にサッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合では
ありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠をこえて室内に雨水が流れ出たり、あふれ出した
りすることです。

＊  お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は当
社お客様相談室にお問い合せください。

＊  この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとし、日本国外に納品される商品については適用しない
ものとします。

修理依頼のご連絡にあたっては、次のことをお知らせください。

（1）商品名
（2）商品記号 （商品に貼付している社名ラベルでご確認ください。）
（3）お引き渡し日 （お引き渡し日が不明の場合は、竣工日またはご入居日）
（4）工務店、建築会社名など
（5）破損箇所や不具合状態

●免責事項
保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。

（1）当社の手配によらない第三者の加工、組立、施工、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合
（例：中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食など）

（2）表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
（3）建築躯体の変形など商品以外に起因する商品の不具合

（例：商品を取り付けている建物の柱などが変形すること等により発生する不具合）
（4）商品の日常の使用、機能に影響を及ぼさない部材、部品の経年変化や経年劣化

（例：商品使用期間経過に伴う消耗、磨耗、キズ、褪色、さび、かびなど）
（5）商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合

（例：塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガ
ス給湯器の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温、低温、多湿による不具合など）

（6）商品または部品の材料特性に伴う現象
（7）天災その他の不可抗力またはこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合

（例：暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災、津波、噴火など）
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商品の保証について

（8）通常の生活条件下では予測することが不可能な現象、商品発売時点で実用化されている技術では予測
することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合

（9）小動物や虫などの害による不具合
（例：犬、猫、鳥、ねずみなどの噛みキズ、引掻きキズ等により発生する不具合）

（10）引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例：日常のお手入れを行わないこと等により発生する不具合）

（11）お客様自身の組立、取付、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
（12）本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合

　の不具合
（13）犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

（例：窃盗を目的に家に入るため商品を破壊すること等により発生する不具合）
（14）通信機能を有する商品において、設置環境や通信障害などの外的要因により、通信環境が悪くなったこ
　　　とによる不具合

（15）一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の不具合

●補修用部品の供給期間について
商品の機能を維持するために必要な補修用部品の最低供給期間は、当社における商品販売終了後 10 年
間です。ただし、商品販売終了後 10 年に満たない場合でも補修用部品の供給が難しい場合は代替の商
品を供給させていただくこともありますのでご了承ください。

※補修用部品には、商品の機能維持には問題のない範囲で色やデザインが異なる部品も含まれます。
補修用部品に関してご不明の点がございましたら、「ミモット」専用コールセンター

（　　　　　　　　　　　　　）にお問い合せください。0120-560-720



お客様メモ
■お問い合せなどのために、記入しておくと便利です。

お引き渡し日
（または入居日）

年 月 日

工務店・建築会社
社名

TEL － －

販売店
社名

TEL － －

商品名

発行／2019年1月（1版） Printed in Japan

●お問い合せ、ご用命は……

長期間、商品をご使用になりますと、ネジのゆるみ、ガタつきなどの不具合が発生
することがあります。
そのままにしておきますと人身事故や、家財の損害などの原因になります。
対処方法が本書に掲載されていない不具合が発生した場合は、ご自分で修理せず、
まずお取り扱いの建築会社、工務店、販売店、「ミモット」専用コールセンターに
お問い合わせください。

「ミモット」専用コールセンター
商品に関するご相談、お問い合せは

（日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く）
9:00～17：00受付時間 月～土

●表示内容は 2019 年 1 月現在のものです。
●本紙上で使用する「mimott」「スマートコントロールキー」は、YKK AP（株）の出願・登録商標です。
   

www.ykkap .co . j p /ホームページ

0120-560-720

No.  XAAAG-K18-106A101
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