
設定ガイド
ホームネットワークシステム

車載リモコン

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、車載リモコンの設置・接続について説明しています。
Rゲート用通信ユニットについては、ゲート用通信ユニットの設定ガ
イドをご確認ください。

Rカーゲートは、車載リモコンだけでなく、スマートフォン・タブ
レットなどにインストールした「ホームシステム」アプリケーショ
ンで操作することもできます。 （22ページ）

 保証書
付　き

R説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いくだ
さい。

Rご使用前に「安全上のご注意」（6～11ページ）
を必ずお読みください。

R保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確
かめ、説明書とともに大切に保管してください。
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本システムについて
R使用方法を誤ると扉に挟まれてケガをしたり、車両を傷つけたり、
その他重大な事故につながるおそれがありますので、必ず以下の点
を遵守してください。
R本システムでカーゲートを操作する場合は、必ず扉を目視確認で
きる位置で行ってください。操作の際は、障害物がないことその
他周囲の安全を目視で確認してください。特に小さいお子様がい
ないことを確認してください。

R扉の開閉操作が完全に終わるまで目視で確認してください。
R車両及び人の出入りは扉の動きが完全に止まってから行ってくだ
さい。

R本システムはお子様に操作させないでください。
R火災や地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、
お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用により故障
および損害が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただ
きます。

R本機の使用や使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、
記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いか
ねます。

R本機を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した
場合の補償はできません。

R誤使用や、静電気などの電気的なノイズを受けたことにより本機が
正常に動作しなくなった場合は補償はできません。

R本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉によ
り意図どおりに機能を使用できないことがあります。
これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
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付属品について

番号 品名
数量

車載リモコン
（追加用）

A USBケーブル 1

B 両面テープ 2

A B

お知らせ
R不備な点がございましたら、お買い上げの販売店（工事店）へお申
し付けください。

その他
Rデザインや仕様は予告なく変更になることがあります。
R本書に記載のイラストはイメージです。実際とは異なる場合があり
ます。

R本書ではスマートフォン・タブレットを総称して「スマートフォ
ン」と表記しています。
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商標について
R iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標
です。

R Androidは、Google Inc.の商標です。
R Microsoft、WindowsおよびInternet Explorerは、米国Microsoft

Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標
です。

R本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の
商標または登録商標です。
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安全上のご注意
必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを
説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説
明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそ
れがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。
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取り付け・配線するとき

警告
事故などを防ぐために

禁止

R車両メーカーが指定する禁止エリアに、取り付け
や配線をしない
(カメラ装置などの動作を妨げ、交通事故の原因)
車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認
してから作業を行ってください。

Rエアバッグの動作を妨げる場所には、取り付けや
配線をしない
（エアバッグが動作しなかったり、動作したエア
バッグで本機や部品が飛ばされ、死亡事故の原
因）
車両メーカー・車をお買い上げの販売店に作業上
の注意事項を確認してから作業を行ってくださ
い。

R取り付けに車の保安部品※1を使わない
（制御不能や発火、交通事故の原因）
※1 ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどの
ボルトやナット

R USBポートまたはアクセサリーソケットから複
数の電源を取らない
（複数の機器を接続して車両の定格を超えると、
火災や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの
原因）

R分解・修理・改造しない
特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取
るのは、絶対におやめください。
修理は販売店にご相談ください。
（交通事故や火災、感電、故障の原因）

Rぬれた手で、USBケーブルの抜き差しはしない
（感電の原因）
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警告

禁止

R視界や運転を妨げる場所※1、同乗者に危険をお
よぼす場所には取り付けない
（交通事故やけがの原因）
※1 ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダ
ル付近など

R保安基準に従って取り付ける
（視界不良による事故の原因）

R説明書に従って、正しく取り付けや配線をする
（火災や故障の原因）

R USBケーブルは確実に差し込む
（発熱による火災などの原因）

Rアクセサリーソケットは、定期的に点検・清掃す
る
（ソケットの中にタバコの灰などの異物が入る
と、接触不良により発熱し、火災の原因）

Rコード類は、運転を妨げないように引き回す
（ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル
などに巻きつくと、交通事故の原因）

R作業後は、車の電装品※1の動作確認をする
（正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の
原因）
※1 ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィ
ンカーなど

R本機に直接、水をかけない
（故障の原因）
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注意

禁止

R振動の多い場所や不安定な場所には、取り付けな
い（走行中に外れ、交通事故やけがのおそれ）

R水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所
に取り付けない（水や油煙などが入ると、発煙や
発火、故障のおそれ）

Rコード・プラグを破損しない
R傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ね
じる、加工する、重いものを載せる、熱器具
へ近づける、車の金属部や高温部に接触させ
るなどしない

R車体やねじ、可動部（シートレールなど）へ
挟み込まない

Rドライバーなどの先で押し込まない
修理は販売店にご相談ください。
（断線やショートによる火災や感電、故障の
原因）

R必ず、付属品や指定の部品を使用する
（機器の損傷や、確実に固定できず、事故や故
障、火災のおそれ）

R必ず、付属のUSBケーブルを使用する
R取り付け場所の汚れ（ごみ・ほこり・油）などを
取り除き､　しっかり取り付ける
（走行中に外れ､交通事故やけがのおそれ）
ときどき取り付け状態（接着など）を点検してく
ださい。

R板金やエッジ、樹脂バリおよび可動部に干渉しな
いように配線する（断線やショートによる火災や
感電、故障のおそれ）

R車種によりUSBケーブルを差しっぱなしにしな
い（エンジンOFF後も通電している車はバッテ
リー上がりのおそれ）
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利用するとき

警告
事故やけがなどを防ぐために

禁止

R運転中に操作したり、表示を注視しない
（交通事故やけがの原因）
必ず安全な場所に停車し､パーキングブレーキを
引いた状態でご使用ください。

R故障や異常な状態のまま使用しない
（そのまま使用すると、事故や火災、感電の原
因）
異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・
異臭がする場合は、USBケーブルを抜いて使用
を中止し、販売店へご相談ください。

R乳幼児の手の届くところに置かない
（誤って、飲み込むおそれ）
万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師
にご相談ください。

R機器内部に水や異物を入れない
（金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不
良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故
障の原因）
金属物が入った場合は、USBケーブルを抜いて
販売店へご相談ください。

R本機を電子レンジに入れたり、電磁調理機器など
に置いたりしない
（火災、感電などの原因）

R医療機器の近くでの設置や使用をしない※1

手術室、集中治療室、CCU(冠状動脈疾患監視病
室の略称)などには持ち込まない
※1 本機からの電波が医療機器や自動制御機器に
影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故
の原因
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警告

禁止

R自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く
で設置や使用をしない※1

※1 本機からの電波が医療機器や自動制御機器に
影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故
の原因

R携帯用ではないのでモバイルバッテリーなどに接
続し使用しない
（誤作動などによる思わぬ事故の原因）

R必ず規定容量のヒューズを使用する
（規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災
や故障の原因）

R本機をダッシュボードに設置しない
（高温による故障の原因）

R心臓ペースメーカーの装着部位から15 cm以上離
す
（本機からの電波により、ペースメーカーの作動
に影響を与える場合があります）

Rカーゲートが目視できる所で周囲の安全を確認
し、操作する（思わぬ事故の原因）

Rスムーズ外出モードを使用するときは、周囲の安
全を確認する
（スムーズ外出モードは車のエンジンONでゲー
ト扉が開くため、思わぬ事故の原因）

注意

禁止

R本機を車載用以外には使用しない
（発煙や発火、感電、けがのおそれ）

R落下させる、たたくなど、強い衝撃を与えない
（発煙や発火、感電、けがのおそれ）
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使用上のお願い

ゲート用通信ユニットにつ
いて
R本機は、ゲート用通信ユニット
と無線通信しています。電波が
届きやすい、次の場所でご使用
ください。
・テレビやラジオ、パソコン、
無線機器、または電話機など
の電子機器から離れた場所

・外部アンテナや携帯電話の基
地局などの無線送信機に向き
合わない場所

R詳しくは、ゲート用通信ユニッ
トの設定ガイドをご確認くださ
い。

こんなところには設置しな
い
R本機に、過度の煙、ほこり、高
温や振動を与えない

R本機の上に重たいものを置かな
い

R推奨動作温度（－10 °C～＋
50 °C）の範囲外で使用する
と、正常に動作しないことがあ
りますので、推奨動作温度の範
囲でご使用ください。

R電気機器の近くで本機を操作さ
れると干渉を起す恐れがありま
す。電気機器から離してくださ
い。

Rダッシュボードに設置しないで
ください。

電源について
R車のUSBポートまたはアクセサ
リーソケットから接続してくだ
さい。アクセサリーソケットか
らの接続する場合は、USB用変
換プラグ（市販品）を使用して
ください。
他の携帯用モバイルバッテリー
などに接続して使用しないでく
ださい。

R本機は、エンジンをかけると自
動的に電源が入り、エンジンを
停止すると自動的に電源が切れ
ます。

R電源の入り方は車種によって異
なります。車の説明書をご確認
ください。

R車種により、エンジンOFF後も
通電しているものがあります。
車のバッテリー上がりの原因と
なりますので、降車時は本機の
USBケーブルを抜いてくださ
い。

傍受について
本機は通信にデジタル信号を利用
した傍受されにくい商品ですが、
電波を使うため、第三者が故意に
傍受するケースも考えられます。
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電波について
R本機は、1,895.616～

1,902.528 MHzの帯域を使用す
る無線設備です。
本機には、1.9 GHz帯を使用す
るデジタルコードレス電話の無
線局の無線設備で、時分割多元
接続方式広帯域デジタルコード
レス電話を示す下記のマークが
表示されています。（一般社団
法人　電波産業会　標準規格
「ARIB STD-T101」準拠）

R J-DECT ロゴは、DECT Forum
の商標です。J-DECT のロゴは
ARIB STD-T101 に準拠した
1.9 GHz帯の無線通信方式を採
用した機器であることを示して
います。同一ロゴを搭載する機
器間での接続可否を示すもので
はありません。

R本機の使用周波数に関わるご注
意
本機の使用周波数帯では、PHS
の無線局のほか異なる種類のデ
ジタルコードレス電話の無線局
が運用されています。
1. 本機は同一周波数帯を使用
する他の無線局と電波干渉
が発生しないように考慮さ
れていますが、万一、本機

から他の無線局に対して有
害な電波干渉の事例が発生
した場合には、本機のUSB
ケーブルを抜いて、お客さ
ま相談センター（31ペー
ジ）にご連絡いただき、混
信回避のための処置などに
ついてご相談ください。

2. その他、何かお困りのこと
が起きたときは、お客さま
相談センター（31ペー
ジ）へお問い合わせくださ
い。

スマートフォンでの操作に
ついて
R電波環境によってアプリケー
ションへの接続やリモコン操作
のレスポンスに時間がかかる場
合があります。

R車の運転中はスマートフォンで
の操作はしないでください。必
ず車を停止させて操作してくだ
さい。

修理・譲渡・廃棄・返却す
るとき
＜本機の修理を依頼するとき＞
本機の修理を依頼される場合、設
定内容が変化またはお買い上げの
状態に戻ることがありますので、
あらかじめご了承ください。
＜本機を譲渡・廃棄・返却すると
き＞
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本機を登録したゲート用通信ユ
ニットから解除してください。解
除方法は、「車載リモコンの登録
を解除する」（20ページ）をご
確認ください。

その他
R分解・改造することは法律で禁
じられています。（故障の際
は、お買い上げの販売店に修理
をご依頼ください）

R設定ガイドに従わず、正しく設
置されなかった場合などの故障
および事故について当社はその
責任を負えない場合もございま
すので、あらかじめご了承くだ
さい。

R使用を中止するとき
R本機を登録したゲート用通信
ユニットから解除してくださ
い。解除方法は、「車載リモ
コンの登録を解除する」
（20ページ）をご確認くだ
さい。解除後は、誤動作防止
のため、本機のUSBケーブ
ルを抜いてください。

R車のエンジンが停止していると
使えません。

お手入れについて
Rお手入れ時は、誤動作防止のた
め、USBケーブルを抜いてか
ら、柔らかい布でから拭きして
ください。

お願い
Rお手入れに、アルコール類・み
がき粉・粉せっけん・ベンジ
ン・シンナー・ワックス・石
油・熱湯などは使用しないでく
ださい。また、殺虫剤・ガラス
クリーナー・ヘアスプレーなど
をかけないでください。（変
色、変質の原因）

R USBケーブルを拭くときは、安
全のため、USBケーブルを抜い
てください。
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使用可能距離について
本機とゲート用通信ユニットの通信可能距離は、約30 mです。 距離が
離れていたり、次のような障害物があると、電波が弱くなり、通信が
できない場合があります。また、車の仕様、車載リモコンの車内設置
環境およびゲート周囲の環境によっては、到達距離が短くなることが
あります。
R金属性のドアや雨戸、シャッター
Rアルミはく入りの断熱材が入った壁
Rコンクリートやトタン製の壁
R複層ガラスの窓
R壁を何枚も隔てたところ
Rホームユニットと別の階や家屋で使うとき

お知らせ
Rゲート用通信ユニットとの通信が不良の場合は、本機のLED表示灯
は赤色点灯します。このような場合は、ゲート用通信ユニットを含
むすべての接続を確認してください。

使用場所の電波状態を確認するには
本機のLED表示灯で確認する

本機がゲート用通信ユニットに登録済みの場合は、本機のLED表示灯
で使用場所の電波状態を確認できます。
青色に点灯する場所で使用してください。

表示 状態
青（点灯） 圏内
赤（点灯） 圏外

15

設置の前に



各部のなまえとはたら
き
正面

A

B

C

D

E

MDN

カーゲートを開けるときに押
します。
LED表示灯
M■N
カーゲートの開閉を止めると
きに押します。
本機をゲート用通信ユニット
に登録するときに使用しま
す。

MCN

カーゲートを閉めるときに押
します。
micro USB挿入口
背面

F

E

G

製造番号
両面テープ貼付位置（2か
所）
付属の両面テープを貼り付
け、車内に取り付けます。
（19ページ）
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LED表示灯の表示
本機の状態を、LED表示灯の表示
色によってお知らせします。

表示 状態
青
（点灯）

圏内

赤
（点灯）

圏外

赤
（点滅）

本機がゲート用通
信ユニットに未登
録

青
（点滅）

本機をゲート用通
信ユニットに登録
中

青・赤
（交互に
速く点
滅）

スムーズ外出モー
ドの無効時間中に
車のエンジンをか
けた

青・赤
（交互に
点滅）

登録解除待機中

設置完了までのステッ
プ
1 USBケーブルの接続
2 車載リモコンをゲート用通信
ユニットに登録
追加登録をする場合に必要な
作業です。

3 車内への取り付け
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接続する
1 micro USB挿入口にUSBケー
ブルをしっかりとつなぐ

2 USBケーブルを車内のUSB
ポートにつなぐ

お知らせ
R必ず付属のUSBケーブルをお使
いください。

R車内にUSBポートがない場合は
USB用変換プラグ（市販品）を
使用してください。

車載リモコンをゲート
用通信ユニットに登録
する
追加用車載リモコンをお求めに
なった場合や車載リモコンのLED
表示灯が赤色点滅している場合
は、ゲート用通信ユニットへの登
録操作が必要です。
1 ゲート用通信ユニットをカー
ゲートから取り出す
R詳しくは、カーゲートの取
扱説明書をご確認くださ
い。

2 ゲート用通信ユニットの操
作：
状態表示ランプが緑色点滅す
るまで、M登録BNボタンを押
す（約3秒間）

3 車載リモコンの操作：
LED表示灯が青色点滅するま
で、M■Nボタンを押す（約5
秒間）
R登録が完了すると、LED表
示灯が青色点灯します。

お知らせ
R車載リモコンの登録を中断する
場合は、ゲート用通信ユニット
のM登録ANまたはM登録BNボタ
ンを押してください。（車載リ
モコンのMDNM■NMCNのいずれか
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のボタンを押しても中断できま
す。

R登録後に電源を切っても、登録
情報は消えません。

Rゲート用通信ユニットには、車
載リモコンを16台まで登録で
きます。

R車載リモコンにはゲート用通信
ユニットを1台しか登録できま
せん。（1台の車載リモコンで
複数のゲート用通信ユニットは
操作できません。）

R登録済の車載リモコンが別の
ゲート用通信ユニットに登録さ
れた場合、登録情報が上書きさ
れます。（前に登録されていた
ゲート用通信ユニットが操作で
きなくなります。）

車載リモコンを取り付
ける
付属の両面テープで車内に貼り付
けます。
1 両面テープのはくり紙（白
色）をはがす

2 車載リモコンの背面に貼り付
ける（2か所）

3 両面テープのはくり紙（透
明）をはがす

4 車内に貼り付ける
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車載リモコンの登録を
解除する
ゲート用通信ユニットで登録を解
除する
1 状態表示ランプが緑・赤色点
滅するまで、M登録ANM登録BN
ボタンを同時に押す（約10秒
間）

2 M登録BNボタンを押す
R登録が解除されると、状態
表示ランプが赤色に2秒間
点灯します。

車載リモコンで登録を解除する
1 MCNM■Nボタンを同時に押し
ながら、車内のUSBポートに
USBケーブルをつなぐ
R LED表示灯が青・赤色で交
互に点滅します。

2 LED表示灯が赤点灯するまで
MDNボタンを押す（約3秒間）
R登録が解除されると、LED
表示灯が青色点灯します。
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車載リモコンでカー
ゲートを開閉する
1 カーゲートを開けるときは
MDNボタンを押す
R閉めるときはMCNボタン、
止めるときはM■Nボタンを
押してください。

スムーズ外出モードで
カーゲートを開く
「ホームシステム」アプリケー
ションを使って、スムーズ外出
モードを設定すると、車のエンジ
ンをかけると自動でゲートが開き
ます。
「ホームシステム」アプリケー
ションの使用方法については、
「ホームシステム」アプリケー
ションの取扱説明書にアクセスし
てご確認ください。（22ペー
ジ）

スムーズ外出モードを設定する
1 「ホームシステム」アプリ
ケーションのホーム画面で[設
定]をタップする

2 [接続機器の詳細設定]をタッ
プする

3 [カーゲート]をタップする

4 目的のカーゲートをタップす
る

5 [スムーズ外出モード]をタッ
プして有効にする

6 スムーズ外出モードの無効時
間欄をタップし、[30分]また
は[60分]を選択し、[OK]を
タップする

7 [OK]をタップする

カーゲートを開く
1 車のエンジンをかける
Rカーゲートが開きます。

お知らせ
Rエンジンがかかっている状態で

USBポートに車載リモコンをつ
なぐとスムーズ外出モードが作
動します。必ずエンジンをかけ
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る前にUSBポートに車載リモコ
ンをつないでください。（例：
スマートフォンで開閉後、エン
ジンがかかった状態で車載リモ
コンをUSBポートにつなぐと、
思わぬタイミングでカーゲート
が開くおそれがあります。）

R車種によってはエンジンON以
外にドアのロック解除等でアク
セサリーが通電する車種があり
ます。通電するタイミングは車
の仕様書をご確認ください。

「ホームシステム」ア
プリケーションの取扱
説明書にアクセスする
「ホームシステム」アプリケー
ションでの本機の使いかたについ
ては、取扱説明書をご確認くださ
い。
1 iPhone/iPad
「ホームシステム」アプリ
ケーションのホーム画面で、
をタップする

Android機器
「ホームシステム」アプリ
ケーションのホーム画面が表
示されているときに、お使い
のスマートフォンなどのメ
ニューボタンまたは をタッ
プする

2 [取扱説明書]をタップする

お知らせ
R取扱説明書を正しく表示するた
めの推奨環境は以下のとおりで
す。
R iOS 6.0以降
R Android 4.1以降
R Microsoft® Windows®

Internet Explorer® 9以降
R取扱説明書 は、下記リンクか
らでもアクセスできます。

http://www.lixil.co.jp/lineup/
gate_fence/homenetwork/manual/

仕様
R使用環境
温度：－10 °C ～ 50 °C

本体
R電源
入力電圧：＋5.0 V
周波数：直流

R消費電力
待機時：約0.2 W
最大時：約0.5 W

R外形寸法（高さ ´ 幅 ´ 奥行）
約65 mm ´ 33 mm ´ 13 mm

R質量
約23 g

R無線通信方式
1.9 GHz  TDMA-WB

22

必要なとき



R使用可能距離
約30 m／見通し距離

その他
Rコード長さ

USBコード：約1.2 m
USB（Aタイプ）
MicroUSB（Bタイプ）

基本寸法図
単位：mm

約
 6
5

約 33

約 13 約 1
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困ったとき
車載リモコンのボタンを押しても動かない
R車載リモコンの操作方法がまちがっていませんか？

→車載リモコンによる操作方法を確認してください。（21ペー
ジ）

R車載リモコンのUSBケーブルが外れていませんか？
→USBケーブルを接続してください。（18ページ）

R車載リモコンのMCNMDNボタンを0.3秒以上押していますか？
→必ず0.3秒以上押してください。

R各種無線機器、コードレス電話などを同時に使用していません
か？
→同時使用は避けてください。

R操作位置がゲート用通信ユニットから遠すぎませんか？
→30 m以内で操作してください。

R車載リモコンがゲート用通信ユニットに登録されていますか？
→車載リモコンをゲート用通信ユニットに登録してください。
（18ページ）
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修理と保証
1. 保証書について
R保証書は必ず施工店名、施工日などの所定事項を確かめて施工店
からお受け取りください。

R保証書記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間

お願い
R保証期間内でも有料になることがありますので、保証書をよくお
読みください。

施工完了日 (お引渡し日 )

電　装　部　品 無　料 有　　　　　料
電装部品以外 無　　　　　料 有　料

1年 2年

3. 修理について
R製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店
（工事店）にご連絡ください。

R修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況 できるだけ詳しく ご氏名
製品名 ご住所
施工日 　　年　月　日 電話番号
施工店名 その他

R消耗品は寿命があり、有償保証となります。
4. 点検および修理料金のしくみ
R修理料金は技術料、部品代、出張料などで構成されています。
R技術料は、点検および故障個所の修理および部品交換、調整な
どの作業にかかる費用です。

R部品代は、修理に使用した部品代です。
R出張料は、修理士を派遣する場合の費用です。なお修理により
交換した部品、製品は、特段のお申し出がない場合は当社にて
引き取らせていただきます。
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5. 交換用部品について
Rお客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームペー
ジよりご注文いただけます。
リクシルパーツショップ　http://partsshop.lixil.co.jp/shop/
掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客
さま相談センター  0120-126-001にご連絡ください。
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