
AiSEG2と
住宅用火災警報器（AiSEG連携機能付）

との連携操作について

●�正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

けむり当番

MKN713の場合

連携操作ガイド
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この冊子は、AiSEG2と住宅用火災警報器を組み合わせて使用�
する場合のAiSEG2の動作や操作・設定について説明しています。

	AiSEG2と連携できるのは、「AiSEG連携機能付」の住宅用火災警報器のみ
です。
	AiSEG2で住宅用火災警報器について表示するには、住宅用火災警報器（親
器）をAiSEG2に登録する必要があります。
	AiSEG2に登録できるのは住宅用火災警報器（親器）を1台のみです。住宅用
火災警報器（子器）は登録不要です。（親器を登録すれば、子器での火災や電
池切れなども表示できます。）
	住宅用火災警報器やAiSEG2の操作などについては、それぞれの説明書を参
照してください。
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住宅用火災警報器（親器）をAiSEG2に登録します。

◦AiSEG2と住宅用火災警報器（親器）はなるべく近づけて登録してください。
◦住宅用火災警報器（親器）をAiSEG2へ登録する前に、住宅用火災警報器の親器・子器
それぞれで設置場所名称を登録することをおすすめします。登録すると、住宅用火災
警報器側で設定した設置場所名称がAiSEG2に反映されます。設置場所名称の登録に
ついては、住宅用火災警報器の説明書を参照してください。

◦住宅用火災警報器（親器）や他の無線機器をAiSEG2に登録し、AiSEG2と各機器間で
電波が到達していることを必ず確認してから、設置してください。また、住宅用火災
警報器の親器と子器も電波が到達していることを確認してください。

◦他の無線機器の登録については、AiSEG2に付属の設定マニュアルを参照してください。
◦AiSEG2の周波数チャンネルを変更した場合は、住宅用火災警報器（親器）の再登録が
必要です。

1 AiSEG2の画面を表示させる
起動画面が表示されます。

初めて通電した場合は時刻設定画面
が表示されますので、設定を行っ
てください。（ 	AiSEG2	設定マ
ニュアルの「時刻を設定する」）

（MKN713の場合）

2 メニュー  を選ぶ
メニューバーが表示されます。

3
設定  を選ぶ
設定画面（機能設定タブ）が表示され
ます。

メニューバー

住宅用火災警報器（親器）を登録する

次ページへ続く
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4 機器登録・設定  のタブを選ぶ
�連携機器登録画面が表示されます。

5 無線機器登録  を選ぶ
�AiSEG2が「ピッ」と鳴り、無線機器
登録モード中画面が表示されます。

�登録を中止するには� 中止 �を選んで
ください。設定画面に戻ります。

住宅用火災警報器（親器）を登録する
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住宅用火災警報器（親器）を登録する

6 住宅用火災警報器（親器）の電波
確認/選択ボタンを押しながら3
秒以内に登録ボタンを押す
�住宅用火災警報器（親器）が「ピッ
ピッ、設置場所登録モードです。�
○○が登録されています。」（○○：設
置場所名称）と鳴ります。
�住宅用火災警報器（親器）の作動灯が
点滅します。

◦設置場所登録モードになれば、電
波確認/選択ボタンから指を離し
てください。

◦何も操作しない状態が約1分間続
くと、「ピッピッ、設定モードを終
了します。」と鳴り、待機状態に戻
ります。

登録 

電波確認 
/ 選択 

作動灯（赤）点滅

表面

裏面

7 再度、住宅用火災警報器（親器）
の電波確認/選択ボタンを押し
ながら3秒以内に登録ボタンを
押す
�住宅用火災警報器（親器）が「ピッ
ピッ、機器登録モードです。」と鳴り
ます。

登録 

電波確認 
/ 選択 

住宅用火災警報器
（親器）

❶
❷

❶❷

次ページへ続く
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住宅用火災警報器（親器）を登録する

8 住宅用火災警報器（親器）の登録
ボタンを押す
�住宅用火災警報器（親器）が「ピッ」
と鳴り、AISEG2への登録が行われ
ます。
�登録が完了すると、住宅用火災警報
器（親器）が「ピッ、登録しました。」
と鳴り、待機状態に戻ります。
�登録に失敗したときは、AiSEG2か�
ら「ピッピッピッ」と鳴り、エラー画�
面が表示されます。（ �7ページ）�
住宅用火災警報器（親器）からは�
「ピッ、登録できません。設定モード�
を終了します。」と鳴り、待機状態に�
戻ります。
�設定モードを終了すると、作動灯は
消灯します。

「ピッ、登録しました。」や「ピッ、	
登録できません。」が鳴るまでに約
20秒（電波環境によっては最大約
40秒）ほどかかります。メッセージ
が鳴るまで、電池は抜かないでくだ
さい。電池を抜くと、登録できません。

登録 

電波確認 
/ 選択 

9 登録操作が終われば 
登録完了  を選ぶ
�AiSEG2が「ピッ」と鳴り、設定画
面に戻ります。
�住宅用火災警報器（親器）に子器を登
録する場合は、住宅用火災警報器（親
器）の説明書を参照して登録してく
ださい。
�続けて電波到達確認を行ってくだ�
さい。（ �8ページ）
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住宅用火災警報器（親器）を登録する

	■登録できない場合は以下を確認し、再度登録操作を行ってください。
�AiSEG2と住宅用火災警報器（親器）が離れすぎていませんか？
なるべく近づけてください。
機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がありませんか？
障壁を避けてください。
電子レンジやパソコンなどの家庭用電気製品やOA機器が近くにありませんか？
遠ざけてください。
近くで携帯電話やPHS電話などを使用していませんか？
使用をやめてください。
�手順�8 �の操作から約40秒経過しても何も鳴りませんでしたか？
住宅用火災警報器（親器）の電池コネクタを一度、抜き差ししてください。

MEMO

●AiSEG2の登録待機状態は、登録ボタンを押してから
約5分間を経過すると右の画面が表示されて自動的に
終了します。

●右の画面が表示された場合は、他の操作中のため登録
モードに移行できません。 了解 �を選んで実行中の操
作を完了してから再度操作してください。

●登録に失敗すると�AiSEG2が「ピッピッピッ」と鳴り、
右のようなエラー画面が表示されます。内容を確認し
て� 了解 �を選ぶと、設定画面に戻ります。

エラー画面（例）

登録を終了して
設定画面へ

登録を継続して
無線機器登録
モード中画面へ
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電波到達を確認する
住宅用火災警報器（親器）を実際に使用する場所で、電波がAiSEG2に届いているか確
認します。
住宅用火災警報器の親器と子器間の電波到達確認については、住宅用火災警報器（親
器）の説明書を参照してください。

住宅用火災警報器はAiSEG2の電波到達確認画面では電波到達の確認ができません。以
下の操作で電波到達を確認してください。

1 AiSEG2を使用場所に置く
◦ACアダプターをいったん抜い
た場合は、使用場所ですみやか
にコンセントに差し込んでくだ
さい。

◦ACアダプターを抜くと、直前
の最大1時間の計測データが失
われます。1週間以上抜いたま
まにしていると、時刻設定が失
われる場合があります。

ACアダプター

AC100V

（MKN713の場合）

2 住宅用火災警報器（親器）を設置
する場所の真下（床）に置く

例：リビング例：リビング例：リビング

3 連携機器登録画面を表示させる
（ �3～ 4ページの手順�1 �～�4）

4 連携機器設定  を選ぶ
�連携機器設定画面が表示されます。

住宅用火災警報器（親器）を登録する
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5 機器名称  を選ぶ
�機器名称設定画面が表示されます。

6 火災警報器の  変更  を選ぶ
�火災警報器名称設定画面が表示され
ます。

7 住宅用火災警報器（親器）の警報
停止ボタンを約1秒間押す
�電波到達表示で住宅用火災警報器
（親器）とAiSEG2の通信状況を示し
ます。

� 　○：電波が到達している
� 　×：�受信した電波強度が低く、�

通信が不安定な可能性がある
� 　オフライン：通信状態にない
10～20秒後、住宅用火災警報器（親
器）の名称が青色に変わり、チェック
マークが表示されます。

◦画面右上の「電波到達表示」が
×の場合は、 リセット 	を選んでから
AiSEG2あるいは住宅用火災警報
器（親器）の位置をなるべく近づ
けて、再度手順	7 	を行ってくだ
さい。

◦住宅用火災警報器（親器）から
「ピッピッ、電波が受信できませ
ん。」が鳴った場合は、住宅用火災
警報器（親器）と子器間で電波が
届いていません。住宅用火災警報
器の説明書を参照して対処してく
ださい。

作動灯（赤）点滅 

あかり 
（白色LED）
点灯 

電波到達表示

リセット

チェックマーク

住宅用火災警報器（親器）名称

住宅用火災警報器（親器）を登録する
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登録を削除するには
機器の交換などで、現在AiSEG2に登録されている住宅用火災警報器（親器）の登録を
削除する場合は、以下の手順で行ってください。

1 AiSEG2で住宅用火災警報器（親器）の無線機器削除操作を行う
（ �AiSEG2の設定マニュアル「登録した無線機器を確認・削除するには」）

2 住宅用火災警報器（親器）で全消去を行う
（ �住宅用火災警報器（親器）の取扱説明書「使用を中止・交換する場合（登録消
去）」）
全消去後、住宅用火災警報器を使用する場合は、住宅用火災警報器の親器と
子器を再登録する必要があります。

住宅用火災警報器（親器）を登録する
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住宅用火災警報器の通知を設定する
住宅用火災警報器が火災を検知した際にAiSEG2で通知するかどうかを設定します。

1 設定画面（機能設定タブ）を表示
させる
（ �3ページ）

2 通知設定  を選ぶ
�通知設定画面が表示されます。

3 警報通知設定  を選ぶ
�警報通知設定画面が表示されます。

4 ○	なし  ○	あり  を選んで  
決定  を選ぶ
�設定画面に戻ります。

工場出荷時設定�
　MKN713：あり�
　MKN704・MKN705：なし

（ありを選ぶ場合）



12

住宅用火災警報器の照明連動を設定する
住宅用火災警報器が火災を検知した際に連動している照明を一括点灯させるかどうか
を設定できます。

住宅用火災警報器の照明連動が設定できるのは、アドバンススイッチ（照明）（リンクプラ
ス用）が登録されている、あるいはアドバンスシリーズ要無線アダプタを接続している場
合のみです。

1 設定画面（機能設定タブ）を表示
させる
（ �3ページ）

2 停電・火災・非常設定  を選ぶ
�停電・火災・非常設定画面が表示さ
れます。

3 火災警報器
照明連動  を選ぶ
�照明連動設定画面が表示されます。

アドバンススイッチ（照明）（リンク
プラス用）が登録されていない場合、
あるいはアドバンスシリーズ用無
線アダプタを接続していない場合
は	 火災警報器

照明連動 	がグレー表示となり、選
べません。

4 ○	なし  ○	あり  を選んで  
決定  を選ぶ
�設定画面に戻ります。

工場出荷時設定：なし

（ありを選ぶ場合）
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火災が発生すると
AiSEG2に登録された住宅用火災警報器（親器）、または住宅用火災警報器の親器に登
録された子器が火災を検知すると、画面と通知音でお知らせします。

◦警報通知設定（ 	11ページ）を「なし」に設定している場合は、警報をお知らせしま
せん。

◦住宅用火災警報器が誤報した場合でも、火災警報として通知されます。

1 住宅用火災警報器が火災を検知すると
火元 

煙あるいは
熱

作動灯（赤）点滅 

あかり（白色LED）
警報音が1回
鳴った後に
点灯

ピュー、ピュー、
火事です。 
火事です。 　　

火元以外 

ピュー、ピュー、
他の部屋で
火事です。   

作動灯（赤）小刻みに
点滅を繰り返す

あかり（白色LED）
警報音が1回
鳴った後に
点灯

2 警報をお知らせ
�通知音が鳴り、火災警報器画面が表
示されます。

照明連動設定（ �12ページ）を
「あり」に設定している場合は、連動
している照明が一括点灯します。
画面に表示される機器名称は、工場
出荷時状態では「火災警報器01～
15」（数字は台数によって変わりま
す）となります。
住宅用火災警報器側やAiSEG2側で
設置場所名称を設定すると、その名
称が表示されます。（AiSEG2側の名
称設定� �18ページ）

パソコンや専用アプリ「スマート
HEMSサービス」では、火災警報器
画面は表示されません。

ポーン

（MKN713の場合）

機器名称

次ページへ続く
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3 火元を確認し、避難してから
119番に通報するなど適切な
処置を行う
画面表示は、火元の住宅用火災警報
器が復旧するまで表示され続けます。
 閉じる �を選ぶと、起動画面が表示さ
れます。

MEMO

●MKN713の場合、住宅用火災警報器で動作確認が行われ
ると［試験中］火災警報器画面が表示されます。
• �動作確認が終了すると起動画面に戻ります。

• �動作確認中に� 閉じる �を選ぶと起動画面が表示され、
AiSEG2の操作ができます。

AiSEG連携機能付ではない住宅用火災警報器	
（子器）で火災警報音を鳴らして動作確認を実施す	
ると、MKN713では［試験中］火災警報器画面で	
はなく火災警報器画面（ 	13ページ）が表示さ	
れますが、故障ではありません。

火災が発生すると
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住宅用火災警報器の作動状態を確認する
住宅用火災警報器の作動状態、履歴を確認することができます。

1 AiSEG2の画面を表示させる
�起動画面が表示されます。

（MKN713の場合）

2 メニュー  を選ぶ
�メニューバーが表示されます。

3 機器コントロール を選ぶ
�機器コントロール（機器ごと）画面が
表示されます。

メニューバー

次ページへ続く
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住宅用火災警報器の作動状態を確認する

4 住宅用火災警報器の作動状態を
確認する
�火災警報器が表示されていない場合
は、△、▽で画面を切り替えてくだ
さい。
�住宅用火災警報器が火災を検知して
いるときは「作動中」、動作確認を行っ
ているときは「［試験］作動中」が表示
されます。
�状態表示アイコンは機器の状態を色
で表示します。

緑 電波が到達している状態

グレー
電波が到達していない機
器が1台以上ある状態、
あるいはオフライン

�いずれかの住宅用火災警報器の電池
が切れると電池切れ表示でお知らせ
します。

AiSEG2の電源を一度切って再度	
手順	4 	の画面を表示させると、オ	
フラインとなり状態表示アイコン	
がグレーになります。この場合、	
住宅用火災警報器（親器）の警報停	
止ボタンを約1秒間押して動作確	
認（ 	21ページ）を行うと、状	
態表示アイコンが緑に戻ります。	
（動作確認を行わなくても、8時間	
以内に自動的に緑に戻ります。）

状態表示アイコン

電池切れ表示

作動状態表示
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住宅用火災警報器の作動状態を確認する

	一覧確認するには

住宅用火災警報器（親器・子器）ごとに作動履歴を確認できます。

❶火災警報器の  一覧  を選ぶ
�火災警報器一覧画面が表示されま
す。

❷住宅用火災警報器ごとの直近
作動状態を確認する
�1段目は親器、2段目以降は子器の
作動状態が表示されます。
�住宅用火災警報器が7台以上ある
場合は、△、▽で画面を切り替え
てください。
�電波が到達していない住宅用火災
警報器はグレー表示となります。
�住宅用火災警報器の電池が切れる
と電池切れ表示でお知らせします。

❸履歴を確認したい場合、確認 
したい住宅用火災警報器の  
履歴  を選ぶ
�その住宅用火災警報器の履歴画面
が表示され、直近10件の作動日時
が表示されます。

❹確認する

電池切れ表示
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各住宅用火災警報器の名称を設定するには
住宅用火災警報器のそれぞれの機器がわかりやすいように、場所と機器名称をご自分
で設定することができます。

設定した名称は機器コントロール（機器ごと）画面（ �17ページ）などに反映され
ます。

1 火災警報器名称設定画面を表示
させる
（ �8～ 9ページの手順�3 �～�6）

2 名称を変更する住宅用火災 
警報器の 変更  を選ぶ
�選んだ住宅用火災警報器の機器名称設
定画面が表示されます。
�親器は番号1に登録されます。番号2
以降は子器です。
�設定すると、火災警報器名称欄に変更
後の名称が表示されます。定型名から
選んだ場合は、1行目が場所、2行目
が機器名称です。
�どの住宅用火災警報器がどの番号に登録されているかわからない場合は、住
宅用火災警報器で動作確認を行ってください。（ �21ページ）

	すでに住宅用火災警報器側で名称設定されている場合、その設置場所名称が火災
警報器名称欄の1行目に表示されます。2行目は「火災警報器」に固定されています。
	AiSEG2で名称設定を行っても、警報音鳴動時に火元以外の住宅用火災警報器
からは住宅用火災警報器側で設定した設置場所名称が鳴ります。
	AiSEG2で名称設定を行うと、その後に住宅用火災警報器側で名称設定しても
AiSEG2の火災警報器名称設定画面には反映されません。
	火災警報器名称設定画面に表示された「移報接点アダプタ」は名称変更できません。
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3 場所、機器の名称をそれぞれ 
選ぶ
定型名から選ぶ場合は、設定方法の項
目の�○�定型 �を選んでから場所、機器そ
れぞれの▼を選んで表示される選択画
面から選んでください。�
�下記の機器名称リスト

名称を自由に設定したい場合は、設定
方法の項目の�○�自由文入力 �を選んでから、
変更後の名称欄を選んで入力してくだ
さい。
表示されるソフトウェアキーボードに
ついて	 �20ページ

自由文入力は全角/半角12文字以内で
入力してください。

4   決定  を選ぶ
�火災警報器名称設定画面に戻ります。

5 必要な機器について、 
手順 2  ～ 4  を繰り返す

■機器名称リスト

場
　
所

未設定、リビング、主寝室、書斎、洋室、洋室1、洋室2、洋室3、洋室4、子供部屋、�
子供部屋1、子供部屋2、和室、和室1、和室2、玄関、表玄関、ポーチ、洗面、浴室、�
洗面・浴室、キッチン、ダイニング、階段、廊下、階段・廊下、勝手口、ホール、トイレ、
トイレ1、トイレ2、納戸、外まわり、ガレージ、LDK、LD、応接室、1階、2階、ロフト

機
器火災警報器01～15

各住宅用火災警報器の名称を設定するには
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MEMO

ソフトウェアキーボードによる文字入力について
「自由文入力」を選んで変更後の名称欄を選んだ場合は、下のようなソフトウェアキーボード
が表示されますので、キーを選んで名称を入力してから　　　 　を選んでください。完了

入力欄

変換候補選択

変換候補表示欄

変換候補選択

カナ入力へ切替
英数入力へ切替
記号入力へ切替

かな入力へ切替

入力完了
入力中止

空白入力

一文字削除
全文字削除

カーソル移動

変換確定

注 以下の半角記号は入力できません。
　! “ # $ % & ‘ ( ) = - ~ ^ | ¥ ` @ { [ + ; * : } ] < , > . ? / _

各住宅用火災警報器の名称を設定するには
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各住宅用火災警報器の名称を設定するには

住宅用火災警報器の番号がわからなくなった場合
住宅用火災警報器の動作確認を行うと、動作確認中の住宅用火災警報器をAiSEG2の
火災警報器名称設定画面で確認することができます。この表示により、どの住宅用火
災警報器がどの番号に登録されているかが判断できます。

1 火災警報器名称設定画面を表示
させる
（ �8～ 9ページの手順�3 �～�6）

2 住宅用火災警報器の警報停止 
ボタンを約1秒間押し、動作 
確認を行う

住宅用火災警報器の動作確認につい
ては住宅用火災警報器の説明書を参
照してください。

ピッ、テスト中です。 

ピッ、正常です。 

作動灯（赤）点滅 

あかり 
（白色LED）
点灯 

　

（けむり当番の場合）

3 手順 2  で操作した住宅用火災 
警報器を確認する
動作確認中の住宅用火災警報器の名
称が青色に変わり、名称左にチェッ
クマークが表示されます。
他の住宅用火災警報器を表示する場
合は、 リセット �を選んでから行ってくだ
さい。

チェックマークが表示されるまでに
手順	2 	操作後、10秒～20秒かかり
ます。

（�番号2の住宅用火災�
警報器で動作確認を�
行った場合）

リセット

チェックマーク
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メッセージを表示するには
住宅用火災警報器に関する交換時期や電池切れ、故障などのお知らせをAiSEG2の画
面で確認することができます。

1 AiSEG2の画面を表示させる
�起動画面が表示されます。

（MKN713の場合）

2 メニュー  を選ぶ
�メニューバーが表示されます。

3 お知らせ  を選ぶ
�お知らせ（メッセージ）画面が表示さ
れます。

メニューバー
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メッセージを表示するには

4 メッセージがある場合、表示 
される
� メッセージ �のタブ、または� エラー �のタブ
を選ぶと、住宅用火災警報器に関す
るメッセージを表示することができ
ます。

画面 表示内容
お知らせ�
（メッセージ）
画面

住宅用火災警報器
の交換時期

お知らせ�
（エラー）画面

住宅用火災警報器
の電池切れ、故障、
電波異常

�メッセージの内容にしたがって、エ
ラー状態などを解消してください。

■お知らせ（メッセージ）画面

■お知らせ（エラー）画面

（電池切れの場合）

MEMO

●住宅用火災警報器の交換時期がお知らせされた場合はお
知らせランプが点灯、住宅用火災警報器にエラーが発生
している場合はお知らせランプが赤色点滅します。また、
起動画面で� メニュー �の右横に「お知らせアイコン︰ 」が
表示されます。
• �お知らせ（メッセージ）情報を確認する、またはすべて
のエラー状態が解消されるまで、お知らせランプは赤
色点滅、点灯し続けます。

AiSEG連携機能付ではない住宅用火災警報器（子
器）で電池切れあるいは故障が発生した場合、「お
知らせアイコン︰ 」は住宅用火災警報器（子器）
からの警報音より遅れて表示されます。

お知らせランプ

起動画面

お知らせアイコン
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