
Instruction Manual
Aurorawith 9 Panels

with 12 Panels

with 15 Panels

with 30 Panels

自由な発想でパネルを組み合わせると、さまざまな型を楽しむ事ができます。ぜひ、あなただけのオリジナルのオーロラパネルをお楽しみ下さい。

DESIGN IDEAS

保証について

Nanoleaf Auroraの保証期間は購入後6ヶ月間です。
商品お買い上げから６ヶ月間の無償交換保証です。
本保証は、週７日/１日６時間使用を基準にしたものです。
上記基準内で使用した場合にて保証期間内に動作しなくなった場合、メーカーより同一製品または同等機能の製品とご交換させていただきます。
なお、事前連絡なしに商品を返送された場合の運賃や、運送時の破損、返送に伴う人件費や諸費用はこの『交換保証』には含まれません。

この交換保証は、下記の追加条件に準じます。
・メーカーの取扱説明および注意書きに基づき、正しく設置・使用された場合。
・事故や誤使用、乱用などによる不良は対象外とさせていただきます。
・ネットワーク環境により生じた本製品の不具合に関しては保証の対象外とさせていただきます。
・株式会社スペースジョイにより輸入されている商品であること。
・本保証は日本国内での購入、ご使用に限ります。
・ご交換や返金の際は、事前にご購入時のレシート、当保証書をご提示ください。（保証書には必ず、ご購入日付、ご購入店、販売担当者サインが必要です。）
・ご交換・ご返金の際は、ご購入者様が直接下記までご連絡下さい。

ナノリーフ オーロラ商品名

　　　　　　　　　　　　年  　　   月　　　日ご購入日

販売店印 ・担当者サイン交換保証書

輸入販売元：株式会社スペースジョイ
〒158-0083　東京都世田谷区奥沢 5-28-7　SPACEJOYビル
TEL 03-3722-1144

本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
販売店、担当者のサイン、ご購入日の記入がない場合は無効となりますので、
必ず記入の有無を確認してください。

The Napping Unicorn The Matrix Crown The Free Bird The Swanky Pacman

The Dodgy Ram The Cuddly Giraffe The Sparkly Nemo The Lovey Dovey

The Siamese Diamond The Homely Mountains The Huggable Sloth The Snuggling Kittens

The Slurpasaurus Rex The Divine Infinity The Wiggly Worm
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リンカー
（接続用チップ）

Auroraパネル 間紙

コントローラー

取付用両面テープ電源アダプター
＆プラグ

各部の名前・付属品
ヒント&トラブルシューティング

設置場所や環境

問題と解決策

警告と注意

商品仕様

使用上の注意

通信接続方法

本体設置方法

切換えボタン： 電源ボタン：
             

既存のシーン/アニメーション
を繰り返し表示させるための
ボタンです

パネル同士を組み合わせるにはAuroraパネルの反対側のリンカポート
にリンカーを挿します。 金属の接点位置が正しく合わせされているこ
とを確認し、パネルを静かに合わせます（1台のコントローラで最大30
台のパネルを接続できます）

コントローラを任意のパネルに接続します。次に、コントローラから
出ているケーブルに電源アダプターとプラグを接続します。付属の両
面テープを使用して、パネルとコントローラを希望の平坦な面にしっ
かりと取り付けます。取付完了後、電源プラグをコンセントに挿し込
んで電源ボタンを入れてください。
※起動後、1～2分間パネル全体が白く光ります。

　　　設置場所についてのご注意

この製品は、パネルの重量に耐えることができる平らな面の屋内環境に
のみ設置してください。 埃や油分を拭き取り、湿気が無い面に取り付
けてください。最適な性能を得るには、周りに十分な空間のある場所に
設置することをお勧めします。無線信号を送受信他する他の無線機器か
ら離して設置してください。 自宅の無線（Wi-Fi）ルータから20メー
トル以内の場所に配置してください。

Auroraパネルのオン/
オフを切り替えるボタ
ンです

通信接続は非常に簡単で、約１分程で起動可能です。
1.操作用アプリ「Nanoleaf Smarter Series」をApple App StoreかGoogle Play Storeからダウンロード
します。
2. ホームネットワーク（Wi-Fi）を使って、あなたのデバイスとペアリングするには、アプリケーションの
設定手順を実行します。

Auroraでは簡単な音声コントロールによって幾つかの操作ができます。

操作用アプリ「Nanoleaf Smarter Series」

ヴォイスコントロール

1. レイアウト : Auroraパ
ネルの形状が自動的に検出
され、アプリケーションに
表示されます。 2本の指で
Auroraをズームしたり回転
させて、パネルの向きを合
わせることができます。

2. パレット : アニメーション
の作成に使用するためのカラーの
セットです。 アプリにはサンプ
ルのセットがいくつか含まれてい
ますが、自分で好きなだけパレッ
トを作成できます。 パレットで
は20色まで使用可能です。

3. エフェクト : 
パネルの光り方や色の変わり方を選択できます。
a) NONE：
変化お好みのパレットカラーをタップしたあと、画面
のパネルをタップするとパネルの色が変わります。 
パネル上に指を置き、指を上下または左右に動かすと
パネルの明るさが変化します。
b) Random：
パレットの中の色から自動で選択されたカラーがラ
ンダムに現れて変化します。
c) Flow：
オプションで選択した方向に流れるように色が変化
します。
d) Wheel：
パレットから作成された色のグラデーションが連続的に
移動します。

e) Highlight：
パレットの一番左の色が全体的に表示され、他の色がラ
ンダムに現れて消えていきます。
f) Fade：
パレットの色が全体に現れ変わっていきます。
g) Burst：
パレットの色がAuroraパネルの中心から放射状に現れ
ます。

4. オプション : 
エフェクト(Transitionタイプ)の仕様を変更します。
a) Speed：
パネルの色が変わるスピードを変更することができます。
b) Brightness：
パネル全体の明るさを変えることができます。
c)      /    ：
Random、Highlight、Fadeの場合、選択した色の変わ
り方を選択することができます。
       とどまることなく、次から次へと色が変わってい
きます。
       一旦とどまってから次の色に変わっていきます。

e)        /       ： 
オーロラに一度に表示されるパレットの色数が変更できます。

d) 矢印・リピート：
FlowとWheelで色が移動する方向と、変化のリピートの有無
を選択できます。

Siri - 
オーロラをつけて/消して
オーロラを明るく/暗くして
オーロラを　緑色　に変えて

などの言葉で操作可能です。

最適の通信環境を確保するための推奨環境です。

・大きな家具や壁などの障害物が少ない場所に設置してください。 
・家具やキャビネットなどの内側に設置しないでください。
・金属の側や、３面以上金属に囲まれた場所に設置しないでください。信号に問題を起こす可能性があります。
・電子レンジ、2.4 GHz対応のコードレス電話、Wi-Fi機器などの電波の干渉源から、8 m以上離して設置してください。
・Wi-Fiルーターから20メートル以内の場所に設置し、Auroraとの間には壁を１枚以内に抑えてください。

WiFi トラブルシューティング

Wi-Fi ステータス LED
1.Wi-Fiルータ接続１分後に点灯します。
※Wi-FiステータスLEDは、コントローラーにある切り替えボタンの左側に点灯します。
a）点灯：ホームネットワークに接続する準備ができています。
b）点滅（1秒間隔）：Wi-Fi接続がタイムアウトしました。 電源を入れ直すか、電源ボタンと切替えボタンを同時に5秒間押し続けます。
c）消灯：Wi-Fiが設定され、ルータに接続されています。
d）点滅（4秒間隔）：Wi-Fiは設定されていますが、Auroraはホームネットワークに接続できておりません。 電源ボタンと切替えボタンを同時に5秒間押し続けてください。

操作用アプリ「Nanoleaf Smarter Series」で Aurora が検知できない
1. Wi-FiステータスLEDが点灯している場合：
a）携帯端末のWi-Fiがオンになっていることを確認してください。
b）携帯端末をAuroraに近付けてください。 このアプリはAuroraに直接接続して無線LANを設定します。
c）携帯端末のWi-Fiをオフにしてからもう一度オンにしてみてください"

2. WifiステータスLEDが点灯していない場合（オーロラは既にWi-Fiネットワークに接続されています。）
a）携帯端末がAuroraと同じネットワーク上にあることを確認してください
b）携帯端末の電源を入れ直してみてください。

3. Wi-FiステータスLEDが点滅している場合：
a）詳細については、Wi-Fiのトラブルシューティングのセクションを参照してください。
3. Wi-FiステータスLEDが点滅している場合：
a）前項のWi-Fiトラブルシューティングを参照してください。

Aurora をリセットする方法
1. Wi-Fi設定のリセット（これにより、Auroraを新しいネットワークに接続することができます。）
     Auroraが起動している間（起動から1～2分経過後）、電源ボタンと切替えボタンを同時に5秒間押し続け、Wi-FiステータスLEDが点灯したらボタンを離します。
2. 通信接続のリセット（保存されたアニメーションは保持されますが、Wi-Fiとすべてのペアリング設定情報がリセットされます。
     Auroraが起動している間（起動から1～2分経過後）、電源ボタンと切替えボタンを同時に15秒間押し続けます。Wi-FiステータスLEDが5秒後に点灯し、15秒後に点滅を開始します。
3. ハードリセット：Auroraを工場出荷時の設定にリセットします。（Wi-Fi設定・通信接続情報が削除され、保存されたアニメーションを工場出荷時の状態に戻します。）
    Auroraの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。電源ボタンと切替えボタンを同時に押したまま、電源プラグをコンセントに再度接続して下ください。
    約7秒後にWi-FiステータスLEDが急速に点滅し始めます。 点滅が始まった後にボタンを離してください。約3分後、Auroraが工場出荷時の状態にリセットされた状態で起動します。

Aurora パネルの最大接続可能枚数
・Auroraは、1台のコントローラと電源に対して最大30枚のAuroraパネルを接続することが可能です。また、複数のオーロラシステムを１台の携帯端末でペアリングすることができます。

さらなるトラブルシューティングとハードウェアリセットの手順については、helpdesk.nanoleaf.meを参照してください。

よくお読みになり正しくご使用下さい。
下記の場所や環境ではご使用になれません。
・通気性の無い密閉された場所
・非常口または非常灯として
・感電の危険がある場所
・屋外や、濡れていたり平面ではない場所
・オーブンやヒーターなど高温になる環境（推奨使用周囲温度：0～35℃）
・浴室など濡れる可能性のある場所

・分解や改造は危険ですのでお止め下さい。
・Auroraの近くに金属または導電性の物を置かないでください。
・小さなお子様の手の届く場所に設置・保管しないでください。 このデバイスには小さな部品が含まれており、小さな子供が誤飲した場合、窒息の危険があります。
・掃除やパネルの付け替えは、必ず電源を切ってから行って下さい。
・掃除の際は、柔らかい乾いた布でパネルを拭き、水や洗剤などは使用しないでください。
・リンカー（接続用チップ）が取り付けられた状態でパネルを曲げないでください。
・パネルに直接釘やねじを穿たないでください。
・パネルの落下を防ぐため、付属の両面テープのみで天井に取り付けないで下さい。天井に取り付ける際は、取り付け面に合った接着剤などを使用して下さい。
・誤って踏んだりすることの無いよう、床面には設置しないでください。
・水で濡らしたり、濡れる環境での使用はお止めください。
・以下の場所では付属の両面テープはお使いいただけません。
　塗装されていないレンガやコンクリートの壁、凹凸のある壁紙、木の壁など。
・取り付け方法の不備による事故や家具などの破損などについては当社では責任を負うことはできません。

定格電圧　100V
全光束　100ルーメン（パネル1枚あたり）
色温度　2,200K～5,000K
定格消費電力　2W（パネル1枚あたり）
CRI　80
通信手段　Wi-Fi（2.4GHz b/g）
定格寿命　25,000時間
最大設定可能カラー　約1,670万色"

リンカー(接続用チップ)

admin
タイプライタ
※パネル落下防止の為、接着力が強力なテープが付属しております。剥がした際に壁紙などの接地面の剥がれや破れが生じる場合があります。　　　　　　　　　　　なお、壁紙など接地面の剥がれや破れなどによる責任は負いかねますので、予めご了承ください。

admin
タイプライタ
※取り外しの際のご注意 【使用上のご注意】をご参照ください。


