お買い求めは…
店舗でご購入

見て、触れて、体感できる。新しいスタイルの家具と明かりのショールーム。
新宿本店

心斎橋店

りそな銀行

東急ハンズ
ハートンホテル

心斎橋駅

長堀通り

地下鉄 長堀鶴見緑地線

長掘橋駅

大阪市立南小学校

地下鉄堺筋線

地下鉄御堂筋線

長堀橋交番

大阪南郵便局

シンプルスタイル新宿本店

東京都新宿区新宿 1-8-5
TEL 03-3341-0451
［営業時間］10：00〜19：00

定休日 水曜（年末年始、夏季休暇）

アイリスオーヤマ

Philips hue 特設サイト

シンプルスタイル心斎橋店

宮城県仙台市青葉区中央 2-1-7
アイリス青葉ビル B1F
TEL 022-726-6395
［営業時間］
10：00〜18：００

大阪市中央区東心斎橋 1-20-16-1F・2F
TEL 06-6121-5975
［営業時間］10：00〜18：00

あかりらしいことも。
あかりらしくないことも。

定休日 水曜（年末年始、夏季休暇）

定休日 水曜（年末年始、夏季休暇）

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/hue/
シンプルスタイルのサイトより、TOPページ右上の商品検索から、“hue”で検索してください。

WEBでご購入
Philips hue
LEDランプスターターセット
￥24,800

シンプルスタイル仙台店

http://www.simplestyle.co.jp

同梱物

600ルーメン (50ワット相当) の
hue電球3個 (E26口金)
hueブリッジ 1、
hueブリッジ・電源アダプタ 1
LANケーブル 1、
取扱説明書・保証書 1

対応アプリ Philips hue（無料）
互換性

iOS（iPhone 3Gs、4、4S、5、5c、5s）
iPad 2、3、4、iPad Mini 1、2
iPod touch 第4、第5世代
Android（Galaxy S2、S3、note、note
Ace 2、Galaxy tablet 8.9”、10.1”
Sony Xperia S、HTC One X

Philips hueオフィシャルサイト

商品検索

検索

Philips hue
シングルランプ
￥6,800

主な製品仕様
【ランプ】

hue

E26口金、電球型LEDランプ
消費電力：最大9W
寿命：15,000時間
入力電圧：100VAC / 50-60Hz

【ブリッジ】 ランプ登録数：最大50個まで
Zigbee Light Link：Protocol 1.0 認定
周波数帯域：2400〜2483.5MHz
サ イ ズ：直径100 高さ25mm
入力電圧：100-240VAC / 50-60Hz
出力電圧：5VDC 600mA
待機電力：最大0.1W
卓上または壁面取り付け
2）
ファームウェアアップデート可能

同梱物

600ルーメン (50ワット相当) の
hue電球1個 (E26口金) 、
取扱説明書・保証書 1、
アプリガイド 1

製品仕様 E26口金、電球型LEDランプ
消費電力：最大9W
寿命：15,000時間
入力電圧：100VAC / 50-60Hz

【保証期間】 2年（保証条件は取扱説明書に記載）

http://meethue.com/ja-JP

アイリスオーヤマ株式会社は、付加価値サプライヤーとして株式会社フィリップス
エレクトロニクス ジャパンと戦略的パートナーシップを締結しました。

PERSONAL WIRELESS LIGHTING

LED事業本部
□東京オフィス
（東京支店・南関東支店・東京営業所）
〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング 5F
TEL：03-3817-1028
□関東支店・北関東営業所
〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町3-616-5 大宮ビル 3F
TEL：048-669-5175
□宇都宮営業所
〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町1-3-31
TEL：048-669-5175
□京浜営業所
〒135-0053 東京都江東区辰巳3-7-26 サンイースト辰巳 8F
TEL：03-3817-1028
□東北支店・東北営業所
〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-1-7 アイリス青葉ビル 8F
TEL：022-722-8036

お問い合わせはこちらまで

□中部支店・中部営業所
〒485-8563 愛知県小牧市上末東山3509-190 3F
TEL：0568-47-1251
□中部支店・米原営業所
〒521-0023 滋賀県米原市三吉三田701
TEL：0568-47-1251
□関西支店・関西営業所
〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-20-16 1F
TEL：06-6121-5810
□中四国支店・中四国営業所
〒735-0005 広島県安芸郡府中町宮の町4-17-19 ツカサハイム 1F
TEL：082-890 -1261
□九州支店・電材九州事業部
〒841-8585 佐賀県鳥栖市立石町長蓮441-13 鳥栖第二工場
TEL：0942-81-5069

□北海道支店・北海道営業所
〒003-0832 北海道札幌市白石区北郷2条8-1-13
TEL：011-873-5015
□環境事業部・住設 建装事業部・シンプルスタイル事業部
〒112-0004 東京都文京区後楽1-5-3 後楽国際ビルディング 5F
TEL：03-3817-1028

インターネットを経由して操作できる照明システム。

お問い合わせはお近くの営業所までお願いします。
LED事業本部

1600万色を超える色彩でどんな色でも再現できる

TEL

03 - 3817-1028

□本社

スマートフォンやタブレットから

ワイヤレスLED電球です。

〒980-8510 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目12-1
TEL 022-221-3400（代表）

http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
●製品の色は印刷のため実際の色とは異なる場合があります。
●製品の仕様は予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の価格は全て税抜きです。

このカタログの記載内容は
2015年1月現在のものです。
第3版
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PERSONAL

【 hueの仕組み 】

WIRELESS
LIGHTING

セットアップが
簡単

インターネット

既存の照明器具
（E26口金）
で使える

1つのブリッジで最大50個の
ランプをコントロールできます

家の中はWi-Fi通信でコントロール。
E26口金

hueブリッジ

インターネットで通信ができる照明。
スマートフォンやタブレットからアプリを使ってコントロールできます。
例えば

様々なシーンを
再現できます

例えば

Wi-Fi

外出先からはインターネットを
経由してコントロール可能。

目覚めを快適に
してくれます

例えば

留守番が
できます

無線LAN

例えば

帰宅時に
迎えてくれます

無段階の調光・調色

スケジュール・タイマーでお知らせ

外出先からも点灯できる

ジオフェンス機能

1600万色以上の光を指先からコントロール。色の選択はス
マートデバイスに保存した思い出の写真、旅行や記念の日な
どの写真を使うことができ、
カラーピッカーで欲しい色を選ぶ
だけです。

就寝時はリラックス効果がある電球色に。起床時はさわや
かな昼白色で快適に目覚められます。
また、
日曜日だけは繰
り返し機能を使わないということもできます。

留守のときでも家に人がいるように見せることができます。
ス
ケジュール機能で点灯させたり、
インターネットを経由してど
こからでも操作が可能です。

ジオフェンス機能というテクノロジーも搭載。スマートフォ
ンのGPS（位置情報）を読み取り、外出すると消灯し、家に
近づくと自動的に点灯させることが可能です。

本を読む

くつろぐ

普通の夜

普通の朝

集中する

やる気を出す

入眠時

起床時

プリセットの
「本を読む」
は、読書に理
想的な明るさ。
「くつろぐ」は、
自然な
やすらぎをもたらします。
「集中する」
は、
お勉強やお仕事をするときに。
「や
る気を出す」
は、
きりっとした明るさ。

連動するアプリ

ニュースに連 動

IFTTT イフト
IFTTT上にある様々なアプリケーションで、例
えば重要なメールを受信したらhueが点灯し

毎週月曜日
PM 21:00

何かが起きたら、
もう一つ何かが起こるという意味で、
アプリとアプリ

を連動させるアプリです。

バカンス先から自宅の照明を
オン・オフできます。

2
電源

hueランプを照明器具に
セットし、電源を入れます。

天気予報に連動

特別な日にはイルミネーションで
あなたをお出迎え。

家に近づくと自動的に点灯。

離れると自動的に消灯。

おすすめアプリ

3

Fac eb o o kに連動

せたり、天気予報が雨だったらhueを青色に変

IFTTTとは英語で
「If This Then That」
の略。

タイマー
00:20

セットアップは簡単3ステップ

1

ムが得 点したらチームカラーでh u eを点 灯さ

帰宅時

毎週のテレビの時間を教えてくれたり、
クッキーの焼き上がりを知らせてくれた
り、
タイマーとしても活躍します。

てお知らせしたり、応援しているスポーツチー

える設定などができます。

不在時

アプリがたくさんあるのもhueの魅力。是非いろいろ使ってみてください！
美しい演出アプリ

音楽に反応

ハロウィンには

ディスコアプリ

hueには様々な
アプリがいっぱい！
一味違う
コントローラーアプリ

hueブリッジ
LAN

hueブリッジの電源を入れ、
Wi-Fiルータに接続します。

hueアプリをダウンロードし、
画面指示に従います。

iOSとAndroidのオフィシャルアプリは無料です。
My hueにログインすれば、
インターネット経由でhueを操作できるようになります。

◆ Goldee

美しい設定を追求し
たアプリ。洗練された
インターフェースも
魅力。iOS対応。

◆ Ambify

◆ Hue

Halloween

hueのジュークボック その名の通りハロウィ
スともいえるアプリ。 ンにぴったりな音と光
hueが音楽に反応し の演出。
ます。iOS対応。

◆ Hue

Disco

あなたのお部屋をダ
ンスフロアーに。

◆ Hue

Pro

hueのオフィシャルア
プリとは一味違うコン
トローラーアプリ。
Android用。

