
Spectrum Technology

主要スマートホーム製品比較その１
製品名 Ｗｕｌｉａｎ ＡｕＨｏｍｅ Ｉｔｓ ｃｏｍ パナ ＤＥＣＴ パナ ＨＥＭＳ Lixil Ｍｏｕｓｅ

特徴 売り切り 月額、回線セッ
ト

月額、回線セッ
ト

売り切り（オー
プン価格）

売り切り、Ｂ２
Ｂ

売り切り（Ｉｔｓｃ
ｏｍのＯＥ
Ｍ？）

売り切り、ＢＬＥ
のみでワン
ルーム用

方式 Ｚｉｇｂｅｅ 2.4Ｇ Ｚ ｗａｖｅ Ｚｉｇｂｅｅ 2.4Ｇ 1.9GHz 920ＭＨｚ Zigbee 2.4G ＢＬＥ

月額 0円 490円+3800円
（ａｕひかり）：
4,290円

1980円+3200
円（下り8Ｍ）：
5,180円

0円 0円 1,980円（リンク
コントローラ）

0円

GW機器代金 22,000円 ＧＷは上記 18,000円 10,000円 40,000円 25,000円 9,980円

センサ機
器代金

ＩＲ送信機 7,000円 7,800円 700円／月（ＡＩ
スピーカ込み）

未提供 Ｉｔｓｃｏｍと同じ ＧＷに込み

ＩＲモーションセンサ 5,600円 5,300円 200円／月 3,200円 13,500円 5,980円

ドアセンサ 4,500円 3,800円 200円／月 3,000円 8,600円 2,980円

温湿度センサ 4,500円 ドアセンサに込
み

未提供 未提供 11,800円 6,200円 ＧＷに込み

ＩＰカメラ 今後提供 10,800円 500円／月 10,000円～ 26,000円 未提供

電子錠 今後提供 8,800円（開閉
モニタのみ）

700円／月（パ
スワードのみ）

未提供 未提供

ＬＥＤ 照明スイッチを提供 未提供 100円／月 照明スイッチ：
1万円から

4,980円

機器種類 ２００種類（電動カー
テン、ドアホン、照明
スイッチ、ＣＯ２，Ｐ
Ｍ２．５など多数）

電気量計測プ
ラグ

ヘルスケア、
風呂、Ｈｅｍｓ、
電動カーテン
提供予定

チャイム、ドア
ホンあり

エアコン、電動
シャッタ、エコ
キュートなどＨ
ＥＭＳ関連あり。

ＨＥＭＳ連携あ
り（79000円）、
電動シャッタ

ＰＭ２．５、プラ
グ、空気清浄
機、振動

サポート 平日Ｌｉｎｅ、メール 全日9-20 電話 全日9-20電話 平日9-17：30
電話、line

全日9-18 電話２４Ｈ，Ｌｉｎ
ｅ

ＡＩスピーカ Google home, Ａｌｅｘ
ａ

Ｇｏｏｇｌｅ ｈｏｍ
ｅ、Ａｌｅｘａ

Ｇｏｏｇｌｅ ｈｏｍ
ｅ／ＩＦＴＴＴ

Ｇｏｏｇｌｅ ｈｏｍ
ｅ

Ｇｏｏｇｌｅ ｈｏｍ
ｅ、 Alexa

未提供
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https://spectrum-tech.co.jp/smarthome/wl_products.html
https://www.au.com/auhome/
http://www.itscom.net/service/smart/intelligenthome.html
https://panasonic.jp/hns/index.html
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Spectrum Technology

主要スマートホーム製品比較その２
製品名 Ｗｕｌｉａｎ ＡｕＨｏｍｅ Ｉｔｓ ｃｏｍ パナ ＤＥＣＴ パナ ＨＥ

ＭＳ
Lixil Ｍｏｕｓｅ

特徴 売り切り 月額、回線セット 月額、回線セッ
ト

売り切り（オー
プン価格）

売り切り 売り切り（Ｉｔｓｃ
ｏｍのＯＥ
Ｍ？）

売り切り、Ｂ
ＬＥのみでワ
ンルーム用

方式 Ｚｉｇｂｅｅ 2.4Ｇ Ｚ ｗａｖｅ Ｚｉｇｂｅｅ 2.4Ｇ 1.9GHz 920ＭＨｚ Ｚｉｇｂｅｅ 2.4Ｇ ＢＬＥ

通信距離 屋外：１００ｍ、屋内：３０
ｍ

屋内：３０ｍ 屋外：１００ｍ、
屋内：３０ｍ

見通し：１００
ｍ

見通し：１０
０ｍ

屋外：１００ｍ、
屋内：３０ｍ

屋内：１０ｍ

デザイン １社で全てのデバイスを
提供。統一されたデザイ
ン、スタイリッシュ

複数メーカ 複数メーカ 統一されたデ
ザイン

統一された
デザイン

複数メーカ 統一された
デザイン

アプリ 完全自動、マイルール機
能（タイマ、タスク連携）、
シーン切替

アラーム検知、手
動で運用、ＧＰＳ
制御

マイルール機
能、外出シー
ンのみ切替

アラーム検知、
手動で運用

アラーム検
知、手動で
運用

マイルール機
能、外出シー
ンのみ切替

アラーム検
知、マイルー
ル機能、タイ
マ設定

多言語、多国籍 多言語（日、英、中など）、
多国籍（５０か国）

なし なし 不明 不明 なし なし

共有機能 メールアドレスで共有可
能、無制限

１０名まで 不明 不明 不明 不明 不明

ＧＷ複数管理 ＧＷ台数無制限 不明 不明 不明 不明 不明 不明

デバイス収容数 約１００個／ＧＷ 不明 不明 ５０台 不明 不明 12個

個別デバイス ＩＲ送信機 電池動作、設置場所自
由、学習機能付き（家電
の買替不要）

ＡＣ１００Ｖ、特定
のメーカのみ

ＡＣ１００Ｖ、学
習機能付き

未提供 未提供 ＡＣ１００Ｖ、学
習機能付き

ＡＣ１００Ｖ、
特定のメー
カ？

モーション
ンセンサ

ネジ又は両面テープで
取付台を固定

ネジ止め 取付不明 ネジ止め 取付不明 取付不明

回線断時の動作 ＧＷ配下で動作 不明 不明 不明 不明 不明 不明

その他 Ｚｉｇｂｅｅアライアンスの
ボードメンバ All rights reserved 2019: spectrum technology co.
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