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loTコ ール™HelloLight®⾒守りサービスとは

今ある電球をひとつ交換するだけで、⾒守り・防犯サービスが開始できます。

電球のソケットさえあれば、コンセントも通信機器もいらない世界初のIoT LED電球、HelloLight®を利⽤して、
IoTコール™からメールや⾃動⾳声架電で電球の消灯・点灯を通知します。

1時間単位での検知時間帯設定で、
1分〜3時間の点灯を検知すると通知を⾏います。

1時間単位での検知時間帯設定で、
点灯/消灯の変化がないと指定の時間に通知を⾏います。
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HelloLight®は、ハローライト株式会社の特許出願済製品です。

※点灯の検知には最低1分以上を要します。
また、通信環境により検知、通知時間に誤差が⽣じることがございます。



初期設定

サービスは、HelloLight®とIoTコール™双⽅の管理画⾯の設定が必要です。

HelloLight®の管理画⾯では、検知⽅法と検知時間帯、通知の時間などを設定します。
IoTコール™の管理画⾯では、⾃動⾳声で読み上げる内容やどこに架けるかなど、電話の設定を⾏います。

HelloLight®の管理画⾯ IoTコール™の管理画⾯

オプションで、5架電先まで登録でき、
⼀⻫や輪番の架電が⾏えます。

・検知⽅法
・検知時間帯
・通知の時間
・個⼈向けメール
・LINE登録

・架電先
・読み上げ内容



HelloLight®のログイン

HelloLight®の管理画⾯では、検知⽅法と検知時間帯、通知の時間などを設定します。
で囲まれた部分のみ操作いただけます。

下記よりログインしてください。
https://hellolight.jp/setup/login/

別途ご連絡したメールアドレス

別途ご連絡したパスワード

※管理アカウントの認証情報なので、

絶対に変更しないでください。

※この機能はご利⽤いただけません。

※利⽤規約を必ずご確認ください。

メイン画⾯

※この機能はご利⽤いただけません。

※この機能はご利⽤いただけません。

※この機能はご利⽤いただけません。

通知設定を⾏う画⾯です。

LINE通知も⾏われたい場合は、こちら
で設定をお願いします。



HelloLight®の通知設定

HelloLight®の管理画⾯では、検知⽅法と検知時間帯、通知の時間などを設定します。

通知設定画⾯

Click!

通知設定を⾏う画⾯です。

「通知しない」にすると、架電機能
も停⽌します。

最⼤3つの通知先お客様メール
アドレスが指定いただけます。

アカウント管理とシステムで利⽤する
メールアドレスです。
変更、ご利⽤いただけません。

「通知しない」にすると、LINE通知
を停⽌します。

メールで通知を受け取る際の名前を
指定します。例）おばあちゃんの家



HelloLight®の通知設定

「期間検知」
ご指定の時間帯に点灯/消灯の動きがないと、指定した時刻に通知を⾏います。

２．期間通知を選択します。

１．レポートの設定（メール）は
「送信する」にしてください。

３．計測する時間帯を指定します。
1時間単位で範囲の指定が⾏えます。

４．検知後の通知時刻を指定します。

1時間単位で通知を⾏う時刻を
当⽇または翌⽇で指定できます。

本例では、当⽇の夜11時から11時
59分の間に点灯/消灯の動きがない
と、
明け深夜1:00に通知を⾏います。

※通知時刻は1時間以上空ける必要が
あります。

５．設定を確定します。

期間通知は⽣活活動の有無を検知できるので、
お年寄りの⾒守りなどに適しています。



HelloLight
®
の通知設定

「点灯検知」

HelloLight
®
が指定の時間以上点灯すると、即座に通知を⾏います。

２．点灯通知を選択します。

１．レポートの設定（メール）は「送信する」にしてください。

３．点灯を検知する時間帯を指定します。

1時間単位で範囲の指定が⾏えます。

点灯検知は⼈の出⼊りによる⾒守りと、防犯対策

にも適しています。

５．設定を確定します。

４．最低点灯時間を指定します。

検知する点灯時間を1分〜3時間で

指定できます。

本例では、当⽇の夜11時から11時

59分の間に1分以上点灯を検知する

と即座に通知を⾏います。

※点灯時間の指定は⽬安となります。

市販の各種⼈感センサーソケットを使うと、

より便利にご利⽤いただけます。

※点灯の検知には最低1分以上を要します。

また、通信環境により検知、通知時間に

誤差が⽣じることがございます。



HelloLight®ご利⽤の注意事項

HelloLight®が検知後の通知メールを、IoTコール™お客様アカウント専⽤のメールアドレスに送信させる
ことによって、⾃動⾳声架電を⾏う仕組みとなっています。正常な動作運⽤のために下記の注意事項を厳
守いただくようお願います。

●HelloLight® は、ハローライト株式会社の商品です。ご利⽤にはHelloLight利⽤規約を厳守願います。
https://hellolight.jp/setup/term_of_use/
●HelloLight® は、当社からレンタル提供となります。

●正常な動作運⽤のため、下記の項⽬、設定変更は禁⽌させていただいております。変更された場合、正常な動作は保証致しかね
ますのでご注意ください。

・当社から連絡のログイン認証情報
・パスワードの再発⾏ ・新しいライトのアクティベート

・各種設定
・契約の確認・変更

・管理アカウントメールアドレス

・IoTコールお客様アカウント
専 ⽤メールアドレス
例）xxxxx@iotcall.jp

お客様⽤通知メールアドレス
は、最⼤3つまで登録できます。

右画⾯、 で囲まれ
た項⽬は変更、登録
いただけません。



IoTコール™のログイン

IoTコール™の管理画⾯では、⾃動⾳声で読み上げる内容やどこに架けるかなど、電話の設定を⾏います。
IoTコール™を利⽤することにより、さらに確実に連絡を⾏うことが可能になります。

ご連絡の認証情報で、
下記よりログインしてください。
https://user.iotcall.jp/login

IoTコール™ダッシュボード

サービス利⽤アイコン

HelloLight®設定済お客様専⽤メールアドレス

⾃動⾳声架電ルール

HelloLight®設からの受信メール⼀覧

ルールの設定
架電履歴

✖ 削除しないでください︕

ログインするとお客様専⽤ダッシュボードが表⽰されます。
お客様が設定するところは、 で囲まれたルール編集のみです。



IoTコール™架電ルールの設定

IoTコール™の管理画⾯では、すでに架電ルールが作成されています。
ルール⼀覧の編集アイコンをクリックして設定変更を⾏います。

右画⾯、 で囲まれた項⽬のみ変更してください。

1通話で架電できる時間はディフォルトで
3000⽂字/10分となります。
テキストの⽂字列と再⽣回数は連動して
制限時間内に調整されます。
制限時間を変えられたい場合は、サポート
までご連絡ください。

架電のON/OFF切り替え
が⾏えます。

削除は⾏わないでください。

架電履歴の確認が⾏えます。

⾃動⾳声の読み上げテキストを⼊⼒します。

テキストの再⽣回数を指定します。

架電先電話番号を⼊⼒、 を必ず⼊れてください。



サービスの停⽌

HelloLight®からの通知メールや、IoTコール™からの架電を停⽌したい場合は下記をご参照ください。

HelloLight®からの通知メールを停⽌

IoTコール™からの架電を停⽌

HelloLightからのメール通知は静⽌され、架電も⾏われません。

IoTコールからの架電が停⽌されます。

架電だけ停⽌されたい場合は、こちら

だけクリックします。

お客様⽤通知メールアドレス
（最⼤3つまで登録）



架電種別 ※オプションで複数の架電先をご利⽤になると架電種別を選択できるようになります。

×
・電話番号が記⼊されていても、✔がないと荷電は除外されます。
・架電の優先順位は、上から順に１→５となります。

電話番号１

✔ 電話番号２

✔ 電話番号３

✔ 電話番号４

ユーザーダッシュボード

IoTコール™複数の電話登録と架電種別（オプションサービス）

オプションで架電先電話番号を複数ご利⽤になると、多様な連絡⽅法がご利⽤になれます。
架電先電話番号は最⼤で5つまでご利⽤になれます。

! 通常
優先順位にて、✔の⼊った1電話番号に架電します。

! ⼀⻫
✔の⼊ったすべての電話番号に架電します。

! ⼀⻫（誰か受電したら終了）
誰かが受電した時点で別の電話番号への架電を取りやめます。

! 輪番
✔の⼊った優先順に架電し、誰かが受電した時点で架電を取りやめます。



IoTコール™ステータスメッセージと架電履歴

なんらかの理由で機能が停⽌するとメッセージが表⽰されます。
ご登録のメールアドレスにメールも送信されます。

ステータスメッセージ 理由 対応

サービス利⽤期間が超過しているため、現在ご利⽤いただけません。 ご契約期間が終了しているため 更新されたい場合、
サポートにご連絡ください。

架電時間が上限に達しているため、現在ご利⽤いただけません。 現在架電可能な上限時間に達した
ため

オプションで架電時間を購⼊ください。

ステータスが無効になっているため、現在ご利⽤いただけません。 当社が何らかの理由でサービス
利⽤を停⽌したため

サポートにご連絡ください。

架電履歴をご確認いただけます。

ステータスメッセージ



複数のHelloLight®をご利⽤になられる場合、IoTコール™の管理画⾯にて取りまとめて管理することができます。

複数のHelloLight®のご利⽤

⼭本様宅（HLxxxxxxxxx）

川上様宅（HLxxxxxxxxx）

上⽥様宅（HLxxxxxxxxx）

HelloLight®からの通知メール

IoTコール™のルール⼀覧

⼭本様宅⽤ルール

川上様宅⽤ルール

上⽥様宅⽤ルール

お申し込みやルール設定の⽅法に
ついては、当社サービスサポート
までお問合せください。



サービスに関するお問合せ先

https://hl.iotcall.jp/contact.html

03-5304-8161

https://hellolight.jp/site/contact/

株式会社ハイパーボックス ドメインキーパー事業部
IoTコール ソリューション課


