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UZUKAZE（FCE-555) ※必須 本取扱説明書にて器具を正しく接続し、操作できることをご確認ください。

事前にご用意いただくもの 事前にご確認いただくこと

モバイル端末 ※必須 モバイル端末を使用して設定をします。モバイル端末のＯＳバージョンをご確認ください。
iOSは10.0以降、Androidは6.0以降を推奨します。

インターネット環境 ※必須 専用アプリのダウンロードや操作にはインターネット環境による通信を行います。インターネットに
接続できることをご確認ください。

Wi-Fi環境（無線LAN) ※必須 2.4GHz帯（IEEE802.11b/g/n対応）でご使用ください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）

スマートスピーカー ※必要な方のみ 本器具は以下の製品に対応しています。製品の操作・設定等は各製品の取扱説明書に従ってください。
Google Home（Google Homeなど）／Amazon Echo（Echo、Alexaなど）

※事前にご準備いただく必要がございます。最初にご覧ください。

モバイル端末をWi-Fi(無線LAN)に接続する。

slimac

モバイル端末のOSのバージョンについて

iOSは10.0以降のモバイル端末（推奨）
Androidは6.0以降のモバイル端末（推奨）

●ご使用前の準備

●モバイル端末での操作

1

モバイル端末にアプリをインストールする。
iOSはApp Store、AndroidはGoogle Playで「slimac UZUKAZE」と検索しモバイル端末に
アプリをインストールしてください。下記、QRコードからでもインストールが可能です。
インストールが完了しますとモバイル端末にアプリのアイコンが表示されます。

専用アプリを使用できるようにするために、アカウントを登録する必要があります。
※１人で複数台を操作したり、１台を複数人で操作することも可能です。

必ず2.4GHz帯（IEEE802.11b/g/n対応）のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）

2

アカウントを登録する。3

「アカウントの作成」をタップ 「商品を追加する」をタップ。メールアドレスに認証番号が
届きますので60秒以内に入力
してください。※時間が経過
した場合、再取得してください。

認証番号と任意のパスワード
を入力し「登録」をタップ。
※パスワードは半角の数字と
　アルファベットを使用して
　ください。
※複数人で操作する場合、この
　アカウントとパスワードを使
　用して操作します。

メールアドレスを入力し番号
送信をタップ。

（起動画面）

「スワンライト」と表示されれば
登録完了です。

「スワンライト」をタップして
器具をペアリングする。

ONで点灯、OFFで消灯します。

（Swan Light 操作画面）

（Night Light　操作画面）

Night Lightの点灯・消灯ができます。

（Fan 操作画面）

Min…弱(静音ﾓｰﾄﾞ）
Mid…中(通常ﾓｰﾄﾞ）
Max…強(ﾀｰﾎﾞﾓｰﾄﾞ）

●Light
  スワンライト/Swan Light (主照明) 操作画面に移動します。
（初期画面はSwanLightの操作画面になっています。）
●Night Light
　Night Light (常夜灯) 操作画面に移動します。
●Fan
　ウズカゼファン/UZUKAZEFAN操作画面に移動します。

（繰り返し設定画面）

（例）夜の９時に消灯したいとき
　　　⇒「時刻設定」をタップし時刻設定画面で「21︓00」
　　　　　と入力

（例）30分後に消灯したいとき
　　　⇒「タイマー」をタップしタイマー設定画面で
　　　　「00︓30」と入力

数字をスクロールして「決定」
をタップ。

「SET」をタップすると設定完了
と表示され「Start」がつきます。

（Light 設定画面） （Fan 設定画面） （時刻設定画面）

（タイマー設定画面）

スマートスピーカー モバイル端末 モバイル端末Wi-Fi環境
（無線LAN）

②

①

③

⑥

③
インターネット

サーバー

④⑤
UZUKAZE（FCE-555)

⑦

遠隔操作可能

【イメージ】

アプリをインストールすると
モバイル端末で、遠隔操作が
可能になります。⇒詳しくは
「モバイル端末での操作」を
ご覧ください。

【モバイル端末専用アプリ】

モバイル端末で操作する。Lightをお好みの明るさや光量、Fanをお好みの風量で操作することが可能。5

タイマーを設定する。6

ー　5　－ー　4　－

決まった曜日の設定した時刻や時間で
作動させることができます。

繰り返し

モバイル端末と器具をペアリングする。4

（起動画面）

器具もしくはリモコンのペア
リングボタン長押し(５秒程度）
で常夜灯が点滅
（ペアリングボタンの位置は
　P1各部の名称参照）

ペアリングボタン

（接続完了画面）

照明の名前を入力し「照明の
設定を完了する」をタップ。
※名前は登録後でも変更可能。

入力した名前が反映されます。

（削除画面）（編集・削除画面）

※誤って削除してた場合、再度
　ペアリングを行ってください。

（編集画面）

Wi-Fi環境へ接続する。
※2.4GHzでご使用ください。

100％になれば接続完了です。「設定モードになっていることを
確認」をタップし「次へ」をタップ

（接続中画面）

複数台利用する場合
器具ごとにペアリングを行い、接続完了画面の照明の名前を別の名前にしてください。
※同時にペアリングを行うことは出来ません。

複数人で利用する場合
１台の器具に１つのアカウントが必要です。登録したメールアドレスとパスワードを使用する
ことで１台の器具を複数人でご利用出来ます。複数人でご利用になっても設定内容は共通での
ご利用となります。

1-99200491/D

Min～Maxで調光の調節ができます。

ONでFanの作動、
OFFでFanの停止が出来ます。

Fanの風量が変更ができます。

昼光色～電球色で調色の調節ができます。

スライドすると
Night Light (常夜灯) 操作画面に移動します。 スライドすると

タイマー設定画面に移動します。

タイマー…設定した時間で動作します。

時刻設定…設定した時刻で動作します。

繰り返しをタップ。

お好みの曜日をタップし「SET」
をタップ。

設定内容を変更したい場合には
設定後、必ず「SET」をタップ
してください。

繰り返し設定は
「おはようタイマーの時刻設定」のみ可能

設定した時刻や時間に照明やFanをOFF(おやすみタイマー)、設定した時刻や時間に照明やFanをON(おはようタイマー)が可能。

設定時間の約15分前から徐々に
明るくなるように点灯させます。

スムーズ点灯

決まった曜日に設定した時刻や
時間で作動させることができます。

必ず2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)に接続してください。(5GHz帯ではご使用出来ません。）
※接続機器のご使用環境により、通信が不安定になる場合があります。その場合は、Wi-Fi(無線LAN)の電源を再起動してお試しください。

「ホーム」をタップし左側に●
がついていれば完了です。
※名前を長押しすると名前の編
　集・登録の削除が可能です。

編集︓登録した名前を編集します。
削除︓登録した機器を削除します。

※仕様は、2021年3月1日現在のものです。
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