
  

 

 

 

Aurora パネル       リンカー（接続用チップ）    取付用両面テープ       

コントローラー       電源アダプター          リズムユニット 

               ＆プラグ 

各部の名前・付属品 

接続方法 

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、アプリケーションの設定手順に従ってペアリングを行ってください。ペアリング完了後は、アプリでパネルの色や光り方のパターン 

  などを自由自在にカスタマイズすることができます。詳細は右記 URL をご参照ください。   www.nanoleaf.me 

3. リズム機能を有効にする場合は、「V」字型のリズムユニットボタンを押してください。さらに押すと、リズムシーンが変更されます。 

 

本体設置方法 

リズムユニット 

「V」字型のリズムユニットボタンが手前になる向きでリズムユニットを

AURORA パネルの空いているリンカーポートに挿し込みます。 

リンカー（接続用チップ） 

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） 

コントローラー 

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。 

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。 

リズムユニットボタン 

1回押すとリズム機能が有効

になります。さらに押すとリズ

ムシーンが変更されます。 

切換えボタン 

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 

電源ボタン 

Auroraパネルのオン/ 

オフを切り替えるボタ 

ンです 

AURORA RHYTHM SMARTER KIT オーロラ リズム スマーターキット 

取扱説明書 
ヒント＆トラブルシューティング  最適の通信環境を確保するための推奨環境です。 

設置場所や環境 

・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。 

問題と解決策 

Wi-FI接続時の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。 

オーディオケーブルジャックを使用した接続方法 

市販の 3.5mm オーディオスプリッターとケーブルを使い、一方をプレイヤー、もう一方

をスピーカーに接続してください。周囲の雑音による干渉を排除し、再生する音楽の 

リズムを直接 AURORA に反映させることができます。 

 

オーディオケーブルジャック 

http://www.nanoleaf.me/


  

 

 

 

警告と注意 

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 

 

使用上の注意 

・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。 

・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。 

商品仕様 

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" 

 

 

保証について 

Nanoleaf Aurora Rhythm Smarter Kit 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。 

Aurora Rhythm Smarter Kit 


