
スマートマルチリモコン
型番：PS-IRC-W01

この度はプラススタイル製品をお買い上げいただき誠に
ありがとうございます。本書は、本製品を正しく安全にお使い
いただくための取り扱い方法、使用上の注意等について
説明するものです。ご使用の前に必ずお読みください。

内容に不足がある場合は、お手数ですがプラススタイルお客様窓口まで
ご連絡ください。
●製品本体 ×1
●USBケーブル (USB Micro-B ⇔ Standard-A) ×1
●取扱説明書兼保証書（本書） ×1
※本製品にはUSB ACアダプタは同梱されていません。別途5V1A以上

のUSB ACアダプタをご用意ください。

「+Style」アプリを開き、新しいアカウントを登録する

App Store Google Play

②有効なメールアドレスを入力
し、認証コードを取得します。

③パスワードを設定し、「完了」を
タップします。

①「新しいアカウントを作成」を
タップします。
通知の送信は「許可」をタップし
ます。

※電話番号で登録する場合、
右上の「携帯電話」をタップします。

①「グループを作成」をタップし
ます。
位置情報の利用は「許可」を
タップします。

②グループ名や場所の設定、部
屋の選択をおこない、「完了」
をタップします。

専用アプリ「+Style」をインストールする

画面例は、iOSの場合です。 OSやアプリのバージョン違いにより画面が異
なることがあります。

スマホのWi-Fiルーター設定をオンにし、App StoreまたはGoogle Play
より「+Style」アプリをインストールします。

グループを作成し、完了する

「+Style」アプリにデバイスを追加する

スマホがWi-Fiに接続しているか確認する

画面例は、iOSの場合です。 OSやアプリのバージョン違いにより画面が異
なることがあります。

デバイスの追加

2.4GHz帯（IEEE 802.11 b/g/n）のアクセスポイントを指定してください

①画面右上の「＋」をタップします。

④LEDが青で点滅することを確認します。

②その他リストから「スマートリモコ
ン」を選択します。

⑥Wi-Fiルーターのパスワードを入力し、
接続進捗が100％になるまでお待ちい
ただき、「確認」をタップします。

⑤点滅が確認できたら、「点滅を確認出
来たら、次へ」をタップします。

つづき

①デバイスの名前や部屋を設定します。

②「完了」をタップします。

デバイスの追加を完了する

本製品を使用できます。
使用する家電製品を登録してください。

USB Micro-B

アプリの操作方法、スマートスピーカーやスキルの
設定方法、最新情報についてはWEBサイトをご覧く
ださい。

PS-IRC-W01

本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

ご購入日の記入がない場合は、レシートなどの購入履歴で
ご購入日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。

販売元：プラススタイル株式会社
お問い合わせ先：プラススタイルお客様窓口

TEL：0120-956-952  (通話料無料)   E-mail：product@m.plusstyle.jp
営業時間 ：10:00～19:00（特定休業日を除く）

型 番

保 証 書

保 証 期 間

お 名 前 様
（ふ り が な）

ご 住 所

〒 　 　 　 　 ー 　 　 　 　 　 　 　 　 　

お電話番号 (               　　) 　　　　　　　　ー            　 　             

ご 法 人 名

ご 購 入 日 年　　　　　　　月　　　　　　日

販 売 店 名

ご購入年月日より1年間

本保証書はご購入日から上記保証期間中に故障が発生した場合、保証
規定内容に基づき無償交換を行うことをお約束するものです。詳細は
裏面をご覧ください。交換の際は必ず保証書をご提示ください。本保証書は
再発行しませんので大切に保管してください。

赤外線が家電製品に届く位置に本製品を設置してください。

●赤外線の有効範囲

●設置イメージ
赤外線が届く位置に設置

●本製品は、確実に機器のコントロールができることを保証するもので
はありません。外出先からのコントロールについては、対象機器の動
作を直接確認できないことを十分にご理解いただき、誤動作しても
人が負傷または物的損害のない範囲でご利用ください。

●遠隔操作により火災・感電・事故・傷害の発生する危険がある機器で
は使用しないでください。 特に電気ストーブや電熱器の外出先からの
操作は、火災の原因となりますので絶対におこなわないでください。

設置について

③USBケーブルを接続します。

コネクタは正しい向きで接続/取り外してください。誤った
向きに接続/取り外しすると故障や破損の原因になります。
うまく接続できないときは、無理に押し込まず、接続部を十
分に確認してからコネクタをまっすぐ接続してください。

お持ちの
USB ACアダプタ

USBケーブル

上から見た図

水平方向：360度

横から見た図
垂直方向：180度（上方）

設定後の設置OK

本製品の電源を切っても、パ
ソコンやスマートフォンなど
の機器のWi-Fiルーター設定
は保持されます。
作業のしやすい位置でWi-Fi
接続やリモコンの学習を行っ
てから、運用する場所に移動
できます。

※距離は家電製品(受信側)の性能
により異なります。



保証規定お問い合わせ本製品・本書について
1.保証規定の内容

本保証規定は、取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法や注意事項にした
がった正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証
期間中に故障が発生した場合、本保証規定に基づきプラススタイル株式会社が無償交換を
行うことをお約束するものです。また、本保証規定は本保証書が添付されているプラススタイル
製品に対してお客様が期待される性能や成果、運用上の結果を保証するものではありません。

2.保証書の効力
本保証書は、本保証規定の条件および期間に基づいて、本保証書が添付されたプラス
スタイル製品の無償交換をお約束するものです。したがって、本保証書によってお客様の
法律上の権利を制限するものではありません。

3.保証の対象
本保証規定による無償交換の対象となるのはプラススタイル製品の本体に限ります。

4.お客様の負担
保証期間内に無償交換を受けられる場合は、あらかじめプラススタイルお客様窓口に
ご相談の上、本保証書をプラススタイル製品に添えてプラススタイルお客様窓口にお送
りください。なお、その場合、送料などの諸費用はお客様ご自身のご負担になりますので
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

5.保証期間 
製品ご購入日より起算した本保証書記載の期間とします。ご購入日の記入がない場合は、
レシートなどの購入履歴でご購入日を算出し、その日を基準に保証期間を設定いたします。

6.保証を受けられない場合
保証期間内であっても以下に該当する場合は有償交換とさせていただきますので、
あらかじめご了承ください。

1）本保証書のご提示がない場合。
2）本保証規定の字句および本保証書の他の字句が書き換えられている場合。
3）台風、水害、地震、落雷などの自然災害およびその二次災害、火災、公害や異常電圧

による破損や故障、紛失があった場合。
4）取扱説明書や製品ラベル、製品に記載された使用方法または注意事項に反するお

取扱いがあった場合。
5）プラススタイル株式会社以外の第三者またはお客様ご自身による改造、または

ご使用の責任に帰すると認められる破損や故障があった場合。
6）お買い上げ後の輸送、移動時、持ち運び時の落下や衝撃、悪条件下での放置など、

お取扱いが不適当なため生じた故障や破損、紛失があった場合。
7）転売、中古販売、譲渡、オークション等で製品を入手された場合。
8）その他、プラススタイル株式会社の判断に基づき有償と判断した場合。

7.プラススタイル株式会社の免責
本保証書が添付されたプラススタイル製品の故障によって、またはご使用の結果生じた直接、
間接の損害については、プラススタイル株式会社はその責を一切負わないものとします。

個人情報取り扱いに関する詳細は、プラススタイルのWEBサイトをご覧ください。
https://plusstyle.jp/privacypolicy.html

万一故障した場合は、本書に記載の保証規定内容に基づいて交換いたし
ます。故障と思われる症状が発生した場合は、まず本書を参照し、接続や
設定が正しくおこなわれているかどうかご確認ください。現象が改善され
ない場合は、プラススタイルお客様窓口にご連絡いただき、製品の返送方
法について案内をお受けください。交換に関してご不明な点がありました
ら、プラススタイルお客様窓口までご相談ください。  

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。
お問い合わせの際は、ご使用の環境や症状をできる限り具体的にお知らせ
ください。

プラススタイルお客様窓口

E-mail：product@m.plusstyle.jp
TEL：0120-956-952（通話料無料）

営業時間 ：10:00～19:00（特定休業日除く）

本製品に関するお問い合わせ

交換

※本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、プラス
スタイル株式会社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本
国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。

※本製品の保証や交換に関しては、保証書に記載されております。必ず内容を
ご確認の上、大切に保管してください。

※本製品の運用を理由とする損失､逸失利益等の請求につきましては､
いかなる責任も負いかねますので､予めご了承ください。

PS-IRC-W01 取扱説明書　2019年10月 第01版
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●Amazon､EchoおよびAlexaは､Amazon.com, Inc.またはその関連
会社の商標です。

●Google､Android､Google Play､Google Home､Google アシスタントは 
Google LLC の商標または登録商標です。

●App Storeは､Apple Inc.のサービスマークです。
●iOSは､Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標

であり、ライセンスに基づき使用されています。
●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
●その他記載されている会社名､ブランド名､システム名､製品名は一般に

各社､個人の登録商標または商標です。ただし本文中にはRおよびTM
マークは明記しておりません。

●製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合が
あります。

この表示は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

ご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、
お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

この表示は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能
性が想定される」内容です。

※表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害
の程度を次の表示で区分し、説明しています。

※お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記の絵表示は一例です。）

安全上のご注意
製品の分解や改造等は、絶対におこなわないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

●使用上のご注意
●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線

設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用すると
きに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ
使用できます。

●本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 ・産業・科学・医療用機器
 ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
　（構内無線局（免許が必要な無線局）、特定小電力無線局（免許が
　必要でない無線局））
 ・アマチュア無線局（免許が必要な無線局）

●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電
力無線局、およびアマチュア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、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉
が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用
を中止してください。

●その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア
無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが
起きたときは、プラススタイルお客様窓口までお問い合わせください。

●廃棄について
本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。条例の内
容については各地方自治体にお問い合わせください。

●お手入れについて
お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

電波についてのご注意

その他のご注意

2.4  … 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 
DS/OF  … 変調方式がDS-SS方式またはOFDM方式であることを表す。 
4  … 想定される与干渉距離が40m以内であることを表す。 
 … 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能で
  あることを意味する。

＜現品表示内容の意味＞

2.4DS/OF4

無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは
おこなわないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、使用しない
でください。
ショートによる火災や感電の原因となります。

煙が出たり、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用しな
いでください。
火災の原因となります。
すぐに使用を中止し、プラススタイルお客様窓口に連絡してくだ
さい。

風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。
・漏電し、火災、感電の原因となります。
・本製品は防水、防滴仕様ではありません。

本製品を日本国外で使 用しないでください。本製品（ソフト
ウェアを含む）は日本国内仕様です。
火災・故障などの恐れがあります。
日本国外で使用された場合の責任は負いかねます。

医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関
わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器
での使用はしないでください。
本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に
影響を及ぼす恐れがあります。
これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の
故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責
任も負いかねます。

本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
故障の原因となることがあります。

高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、
振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くでの
使用･保管は避けてください。
故障の原因となることがあります。


