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はじめに 必ずお読みください

この度は、弊社製品をご購⼊いただき、ありがとうございます。

「Smart Garage Aスイッチ」は、ほとんどの電動シャッターの開閉等を

スマートフォンで操作できるようにするための製品です。

本説明書は、 「Smart Garage Aスイッチ カスタマイズ説明書」となります。

Smart Garage アプリで、ガレージ名や写真の変更したい場合、

スマートフォンを機種変更した場合などの操作・設定⽅法を記載しています。

「Smart Garage Aスイッチ」の取付・設定については、

別冊の「Smart Garage Aスイッチ 取付・設定説明書」をご参照ください。

下記URLの「説明書」内より、ダウンロードしていただけます。

https://sysdes.jp/wp/archives/889

― １ ―



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

― ２ ―

⼿順１：

2台⽬以降または新しいスマートフォンで、

「Smart Garage」アプリをダウンロードして
ください。

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞
お使いのスマートフォンを機種変更された場合、および、
２台⽬以降のスマートフォンを登録する場合も、
１台⽬のスマートフォンの初期設定と同じ⽅法で登録することができます。
2台⽬以降および機種変更されたスマートフォンが iOS（iPhone）の場合は、
以下の⼿順で、登録を⾏ってください。
（⼿順は１〜７となります）

iOS版アプリのダウンロードは
こちらから

「Smart Garage」アプリのアイコンです



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

⼿順２：

「Smart Garage アプリ」を起動して、

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― ３ ―

＜ iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順３：

画⾯右下の【QRコードボタン】を押し、

スマートフォンのカメラで、

Smart Garage 登録⽤QRコードを

読み込んでください。

お客様のSmart Garage 登録⽤QRコードは、

保証書に貼付されています。

（登録⽤QRコードは、1台⽬に登録したスマート

フォンと同じものとなります）



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

⼿順４：

QRコードが読み込まれると、左のような画⾯に

なります。

⾚丸部分の【パスコード有効スイッチ】の

「〇」を左に移動させ、「OFF」の状態に

してください。

― ４ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順５：

左のような画⾯（画⾯下にあったリモコン⼀覧の

表⽰がなくなった状態）になりましたら、

画⾯右上の⻘い【OK】ボタンを押してください、

[GARAGE画⾯] に⾃動的に移動します。

「ON」の状態「OFF」の状態

⼿順５のような画⾯になります。



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

⼿順６：

[GARAGE画⾯] になりましたら、【■】（停⽌）

ボタンを1回押してください。

（1つボタンのシャッターをご利⽤の場合は、

ボタン表⽰は1つとなります）

― ５ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順７：

画⾯下に「リモコンの機種を設定しました」と

表⽰されましたら、新しいスマートフォンでの

登録は完了です。

以上で、スマートフォンの機種変更をした場合、

および2台⽬以降のスマートフォンの登録は完了

です。

新しいスマートフォンにて、シャッターの

開閉操作が可能になります。



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

― ６ ―

⼿順１：

2台⽬以降または新しいスマートフォンで、

「Smart Garage」アプリをダウンロードして
ください。

＜Android をご利⽤の場合＞
お使いのスマートフォンを機種変更された場合、および、
２台⽬以降のスマートフォンを登録する場合も、
１台⽬のスマートフォンの初期設定と同じ⽅法で登録することができます。
2台⽬以降および機種変更されたスマートフォンが Android の場合は、
以下の⼿順で、登録を⾏ってください。
（⼿順は１〜７となります）

「Smart Garage」アプリのアイコンです

Android版アプリのダウンロードは
こちらから



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

⼿順２：

「Smart Garage アプリ」を起動して、

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― ７ ―

＜ Android をご利⽤の場合＞

⼿順３：

画⾯中ほどの【QRコードボタン】を押し、

スマートフォンのカメラで、

Smart Garage 登録⽤QRコードを

読み込んでください。

お客様のSmart Garage 登録⽤QRコードは、

保証書に貼付されています。

（登録⽤QRコードは、1台⽬に登録したスマート

フォンと同じものとなります）



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

⼿順４：

QRコードが読み込まれると、左のような画⾯に

なります。

⾚丸部分の【パスコード有効スイッチ】の

「〇」を左に移動させ、「OFF」の状態に

してください。

― ８ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順５：

左のような画⾯（画⾯下にあったリモコン⼀覧の

表⽰がなくなった状態）になりましたら、

写真右横の⻘い【OK】ボタンを押してください、

[GARAGE画⾯] に⾃動的に移動します。

「ON」の状態「OFF」の状態

⼿順５のような画⾯になります。



スマートフォンの機種変更をした場合、および、
2台⽬以降のスマートフォンを登録する場合

⼿順６：

[GARAGE画⾯] になりましたら、【■】（停⽌）

ボタンを1回押してください。

（1つボタンのシャッターをご利⽤の場合は、

ボタン表⽰は1つとなります）

― ９ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順７：

画⾯下に「接続を解除しました」と表⽰され

ましたら、新しいスマートフォンでの登録は

完了です。

以上で、スマートフォンの機種変更をした場合、

および2台⽬以降のスマートフォンの登録は完了

です。

新しいスマートフォンにて、シャッターの

開閉操作が可能になります。



ガレージ名の変更

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― １０ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞
ガレージ名はお好きなものに変更できます。
iOS（iPhone）をご利⽤で、ガレージ名を変更したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。
（⼿順は１〜５となります）

⼿順２：

変更したいガレージ名の欄を、左にゆっくり

スワイプしてください。
左へスワイプ



ガレージ名の変更

― １１ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順３：

右端に【編集】【削除】（【移動】）と

表⽰されますので、【編集】ボタンを

押してください。

ガレージの登録内容が表⽰されます。

⼿順４：

「GARAGE NAME」の⽩枠部分に、

お好きな名称を⼊⼒してください。

⽇本語、アルファベット、記号が⼊⼒できます。

⼊⼒後、画⾯右上の⻘い【OK】ボタンを

押してください。

[SETTING 画⾯] に戻ります。



ガレージ名の変更

― １２ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順５：

[SETTING 画⾯] で、ガレージ名が

変更されているのを確認してください。

その後、画⾯下の【GARAGE】ボタンを押し、
[GARAGE 画⾯] に戻り、完了です。



ガレージ名の変更

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― １３ ―

＜Android をご利⽤の場合＞
ガレージ名はお好きなものに変更できます。

Android をご利⽤で、ガレージ名を変更したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。

（⼿順は１〜６となります）

⼿順２：

選択したガレージ名の欄を⻑押ししてください。

⻑
押
し



ガレージ名の変更

― １４ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順３：

画⾯中央に【編集】【削除】と表⽰されますので、

【編集】ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が表⽰されます。

⼿順４：

「GARAGE NAME」のピンク下線部分に、

お好きな名称を⼊⼒してください。
⽇本語、アルファベット、記号が⼊⼒できます。

⼊⼒後、写真右横の⻘い【OK】ボタンを

押してください。



ガレージ名の変更

― １５ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順５：

画⾯中央に「リモコンデータ編集」

「編集完了」と表⽰されますので、
画⾯のどこかをタップしてください。

[SETTING 画⾯] に戻ります。

⼿順６：

ガレージの⼀覧画⾯で、ガレージ名が

変更されているのを確認してください。

その後、画⾯下の【GARAGE】ボタンを押し、
[GARAGE 画⾯] に戻り、完了です。



ガレージ写真の変更

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― １６ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞
ガレージ写真はお好きなものに変更できます。
iOS（iPhone）をご利⽤で、ガレージ写真を変更したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。
（⼿順は１〜８となります）

⼿順２：

変更したいガレージ名の欄を、左にゆっくり

スワイプしてください。
左へスワイプ



ガレージ写真の変更

― １７ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順３：

右端に【編集】【削除】（【移動】）と

表⽰されますので、【編集】ボタンを

押してください。

ガレージの登録内容が表⽰されます。

⼿順４：

画⾯右上、⾚枠部分のボタンを押してください。

お使いのスマートフォンに保管されている写真の

⼀覧が表⽰されます。



ガレージ写真の変更

― １８ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順５：

表⽰された写真の中から、使いたい写真を

選択してください。

以降の⼿順は、例えば、⾚丸の写真を
選択した場合のイメージです。

⼿順６：

選択した写真が表⽰されます。

※ 選択した写真の⼀部が明るく表⽰されますが、
明るい部分のみがガレージ写真として

表⽰されるわけではありません。
選択した写真全体が表⽰されます。

画⾯右下の【選択】ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が表⽰されます。



ガレージ写真の変更

― １９ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順７：

ガレージの登録内容画⾯で、ガレージ写真が

変更されているのを確認してください。

確認後、画⾯右上の⻘い【OK】ボタンを
押してください。

[SETTING 画⾯] に戻ります。

⼿順８：

ガレージの⼀覧画⾯に戻りましたら、

【GARAGE】ボタンを押し、
[GARAGE 画⾯] に戻り、完了です。



ガレージ写真の変更

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― ２０ ―

＜Android をご利⽤の場合＞
ガレージ写真はお好きなものに変更できます。

Android をご利⽤で、ガレージ写真を変更したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。

（⼿順は１〜８となります）

⼿順２：

選択したガレージ名の欄を⻑押ししてください。

⻑
押
し



ガレージ写真の変更

― ２１ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順３：

画⾯中央に【編集】【削除】と表⽰されますので、

【編集】ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が表⽰されます。

⼿順４：

画⾯右上、⾚枠部分のボタンを押してください。

お使いのスマートフォンに保管されている写真の

⼀覧が表⽰されます。



ガレージ写真の変更

― ２２ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順５：

表⽰された写真の中から、使いたい写真を

選択してください。

以降の⼿順は、例えば、⾚丸の写真を

選択した場合のイメージです。

⼿順６：

写真を選択すると、ガレージの登録内容が

表⽰されます。

写真が変わっていることを確認してください。

確認後、写真右横の⻘い【OK】ボタンを

押してください。



ガレージ写真の変更

― ２３ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順７：

画⾯中央に「リモコンデータ編集」

「編集完了」と表⽰されますので、

画⾯のどこかをタップしてください。

[SETTING 画⾯] に戻ります。

⼿順８：

ガレージの⼀覧画⾯で、ガレージ写真が

変更されているのを確認してください。

その後、画⾯下の【GARAGE】ボタンを押し、

[GARAGE 画⾯] に戻り、完了です。



ガレージの削除

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― ２４ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞
ガレージを使⽤しなくなった時、操作の必要がなくなった時は、ガレージを削除できます。
iOS（iPhone）をご利⽤で、ガレージを削除したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。
（⼿順は１〜３となります）

⼿順２：

変更したいガレージ名の欄を、左にゆっくり

スワイプしてください。
左へスワイプ



ガレージの削除

― ２５ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順３：

右端に【編集】【削除】（【移動】）と

表⽰されますので、【削除】ボタンを押し、
【OK】を押してください。

ガレージの登録内容が削除されます。

ガレージ削除後は、「Smart Garage アプリ」を、

⼀度終了させてください。



ガレージの削除

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

― ２６ ―

＜Android をご利⽤の場合＞
ガレージを使⽤しなくなった時、操作の必要がなくなった時は、ガレージを削除できます。
Android をご利⽤で、ガレージを削除したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。
（⼿順は１〜３となります）

⼿順２：

選択したガレージ名の欄を⻑押ししてください。

⻑
押
し



ガレージの削除

― ２７ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順３：

画⾯中央に【編集】【削除】と表⽰されますので、

【削除】ボタンを押してください。
ガレージの登録内容が削除されます。

ガレージ削除後は、「Smart Garage アプリ」を、

⼀度終了させてください。



パスコードのリセット⽅法

― ２８ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞
通常、パスコードは初期値のまま変更しないでおいてください。
何かしらの理由でパスコードを変更され、そのパスコードを忘れてしっまった場合、
パスコードをリセットすることができます。
iOS（iPhone）をご利⽤で、パスコードのリセットを⾏う場合は、以下の⼿順で
⾏ってください。（⼿順は１〜１６となります）

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

⼿順２：

パスコードを変更したいガレージ名の欄を、

左にゆっくりスワイプしてください。
左へスワイプ



パスコードのリセット⽅法

― ２９ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順３：

右端に【編集】【削除】（【移動】）と

表⽰されますので、【編集】ボタンを

押してください。

ガレージの登録内容が表⽰されます。

⼿順４：

⾚丸部分の【パスコード有効スイッチ】の

「〇」を右側に移動させ「ON」の状態に

してください。

「ON」の状態



パスコードのリセット⽅法

― ３０ ―

⼿順５：

「PASS CODE」の⽩枠部分に、半⾓数字で

“ 100000000 “ （0は8個）と⼊⼒してください。

⼊⼒後、画⾯右上の⻘い【OK】ボタンを

押してください。

[SETTING 画⾯] に戻ります。

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順６：

[SETTING 画⾯] に戻りましたら、

⾚丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて

「〇」を右側に移動させ、メンテナンスモードに

してください。。

（「〇」が左側にある時が通常モード、

右側にある時がメンテナンスモードになります）

メンテナンスモード通常モード



パスコードのリセット⽅法

― ３１ ―

⼿順７：

画⾯下の [GARAGE] ボタンを押し、

[GARAGE画⾯] に戻ってください。

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順８：

屋外⽤コンバーターが接続されている電源を

コンセントから⼀旦外してください。
その後、再度、コンセントを⼊れてください。

⼿順９：

コンセントを⼊れて30秒以内に、

[GARAGE画⾯] で、【接続⽤ボタン】を
タップしてください。

画⾯左下に「パスコードが⼀致しません」
という表⽰が出ましたら、パスコードが

リセットされています。

【接続⽤ボタン】



パスコードのリセット⽅法

― ３２ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順１０：

パスコードがリセットされましたら、

新しいパスコードを設定するため、
⼿順１〜４（28ページ〜29ページ）を

⾏ってください。

⼿順１１：

「PASS CODE」の⽩枠部分に、半⾓数字で

新しいパスコードを⼊⼒してください。
⼊⼒後、画⾯右上の⻘い【OK】ボタンを

押してください。
[SETTING 画⾯] に戻ります。



パスコードのリセット⽅法

― ３３ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順１２：

画⾯下の [GARAGE] ボタンを押し、

[GARAGE画⾯] に戻ってください。

⼿順１３：

[GARAGE画⾯] で、【接続⽤ボタン】をタップし、

接続中の状態にしてください。

【接続⽤ボタン】 未接続

マークがこの状態の場合は、接続していません。

【接続⽤ボタン】 接続中

マークがこの状態の場合は、接続中です。



パスコードのリセット⽅法

― ３４ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順１４：

画⾯下の [SETTING] ボタンを押し、

[SETTING 画⾯] に戻ってください。

⼿順１５：

[SETTING 画⾯] に戻りましたら、

⾚丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて
「〇」を左側に移動させ、通常モードに

してください。。

（「〇」が左側にある時が通常モード、

右側にある時がメンテナンスモードになります）

メンテナンスモード通常モード



パスコードのリセット⽅法

― ３５ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順１６：

画⾯下の [GARAGE] ボタンを押し、

[GARAGE画⾯] に戻ってください。

新しいパスコードが登録され、アプリで

シャッターの開閉ができるようなります。



パスコードのリセット⽅法

― ３６ ―

＜Android をご利⽤の場合＞
通常、パスコードは初期値のまま変更しないでおいてください。
何かしらの理由でパスコードを変更され、そのパスコードを忘れてしっまった場合、
パスコードをリセットすることができます。
Android をご利⽤で、パスコードのリセットを⾏う場合は、以下の⼿順で⾏ってください。
（⼿順は１〜１８となります）

⼿順１：

[SETTING 画⾯] を開いてください。

⼿順２：

パスコードを変更するガレージ名の欄を

⻑押ししてください。⻑
押
し



パスコードのリセット⽅法

― ３７ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順３：

画⾯中央に【編集】【削除】と表⽰されますので、

【編集】ボタンを押してください。

ガレージの登録内容が削除されます。

⼿順４：

⾚丸部分の【パスコード有効スイッチ】の

「〇」を右側に移動させ「ON」の状態に

してください。

「ON」の状態



パスコードのリセット⽅法

― ３８ ―

⼿順５：

「GARAGE NAME」のピンク下線部分に、

半⾓数字で、“ 100000000 “ （0は8個）と
⼊⼒してください。

⼊⼒後、写真右横の⻘い【OK】ボタンを
押してください。

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順６：

画⾯中央に「リモコンデータ編集」

「編集完了」と表⽰されますので、
画⾯のどこかをタップしてください。

[SETTING 画⾯] に戻ります。



パスコードのリセット⽅法

― ３９ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順７：

[SETTING 画⾯] に戻りましたら、

⾚丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて
「〇」を右側に移動させ、メンテナンスモードに

してください。。
（「〇」が左側にある時が通常モード、

右側にある時がメンテナンスモードになります）

メンテナンスモード通常モード

⼿順８：

画⾯下の [GARAGE] ボタンを押し、

[GARAGE画⾯] に戻ってください。

⼿順９：

屋外⽤コンバーターが接続されている電源を

コンセントから⼀旦外してください。
その後、再度、コンセントを⼊れてください。



パスコードのリセット⽅法

― ４０ ―

⼿順１０：

コンセントを⼊れて30秒以内に、

[GARAGE画⾯] で、【接続⽤ボタン】を

タップしてください。

画⾯左下に「パスコードが⼀致しません」

という表⽰が出ましたら、パスコードが

リセットされています。

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順１１：

パスコードがリセットされましたら、

新しいパスコードを設定するため、

⼿順１〜４（36ページ〜37ページ）を

⾏ってください。

【接続⽤ボタン】



パスコードのリセット⽅法

― ４１ ―

⼿順１２：

「PASS CODE」の⽩枠部分に、半⾓数字で

新しいパスコードを⼊⼒してください。
⼊⼒後、画⾯右上の⻘い【OK】ボタンを

押してください。

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順１３：

画⾯中央に「リモコンデータ編集」

「編集完了」と表⽰されますので、
画⾯のどこかをタップしてください。

[SETTING 画⾯] に戻ります。



パスコードのリセット⽅法

― ４２ ―

⼿順１４：

画⾯下の [GARAGE] ボタンを押し、

[GARAGE画⾯] に戻ってください。

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順１５：

[GARAGE画⾯] で、【接続⽤ボタン】をタップし、

接続中の状態にしてください。

【接続⽤ボタン】 未接続

マークがこの状態の場合は、接続していません。

【接続⽤ボタン】 接続中

マークがこの状態の場合は、接続中です。



パスコードのリセット⽅法

― ４３ ―

⼿順１６：

画⾯下の [SETTING] ボタンを押し、

[SETTING 画⾯] に戻ってください。

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順１７：

[SETTING 画⾯] に戻りましたら、

⾚丸部分の【メンテナンスモード】ボタンにて
「〇」を左側に移動させ、通常モードに

してください。。
（「〇」が左側にある時が通常モード、

右側にある時がメンテナンスモードになります）

メンテナンスモード通常モード



パスコードのリセット⽅法

― ４４ ―

⼿順１８：

画⾯下の [GARAGE] ボタンを押し、

[GARAGE画⾯] に戻ってください。
新しいパスコードが登録され、アプリで

シャッターの開閉ができるようなります。

＜Android をご利⽤の場合＞



ボタン⾳の変更

⼿順１：

「Smart Garage アプリ」を完全に終了させてください。

― ４５ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞
「Smart Garage アプリ」でシャッターボタンを操作する際に出る⾳を

変更することができます。

iOS（iPhone）をご利⽤で、ボタン⾳を変更したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。

（⼿順は１〜８となります）

⼿順２：

iTunes がインストールされていて、変更したいボタン⾳のファイル（MP3ファイル）が⼊っている

パソコンで、iTunes を起動してください。

⼿順３：

iTunes を起動したパソコンと、 「Smart Garage アプリ」をご利⽤の iPhone を接続してください。

⼿順４：

iTunes で、接続した iPhone の中の「ファイル共有」を選択してください。

⼿順５：

「ファイル共有」の⼀覧の中から「Smart Garage」を選択してください。

「Smart Garage の書類」というフォルダーが表⽰されます。

（標準で、“s_garage.dat” と “s_remo.dat” という2つのファイルが表⽰されます）

⼿順６：

「Smart Garage の書類」の中に、変更したいボタン⾳のファイル（MP3ファイル）を

コピーしてください。

コピーが完了すると「Smart Garage の書類」の中に、MP3ファイルのファイル名が表⽰されます。



ボタン⾳の変更

― ４６ ―

＜iOS（iPhone）をご利⽤の場合＞

⼿順７：

パソコンから iPhone を外してください。

⼿順８：

「Smart Garage アプリ」を起動し、シャッターを動作させて、ボタン⾳が変更されているか

確認してください。

注意：

・複数のMP3ファイルをコピーしないでください。

・すでにMP3ファイルをコピーされている場合は、前に使⽤していたファイルを削除してから

新しいMP3ファイルをコピーしてください。

・使⽤するMP3ファイルは、再⽣時間が短いもの（3秒程度まで）にしてください。

・ “s_garage.dat” と “s_remo.dat” という2つのファイルは、絶対に削除しないでください。



ボタン⾳の変更

⼿順１：

「Smart Garage アプリ」を完全に終了させてください。

― ４７ ―

＜Android をご利⽤の場合＞
「Smart Garage アプリ」でシャッターボタンを操作する際に出る⾳を

変更することができます。

Android をご利⽤で、ボタン⾳を変更したい場合は、以下の⼿順で⾏ってください。

（⼿順は１〜８となります）

⼿順２：

Android 端末にて「USB接続モード」を「メディア転送モード（MTP）」に設定してください。

（設定⽅法は、お使いの Android 端末のマニュアルをご確認ください）

⼿順３：

変更したいボタン⾳のファイル（MP3ファイル）が⼊っているパソコンに、Android 端末を

説極してください。

⼿順４：

パソコンで、Android 端末の内部ストレージを開いてください。

⼿順５：

内部ストレージを開いたら、

Android → data → com.sysdes.smartgarage → files

の順にフォルダーを開いてください。

（標準で、“s_garage.dat” と “s_remo.dat” という2つのファイルが表⽰されます）

⼿順６：

⼿順５で開いた「files」フォルダーの中に、変更したいボタン⾳のファイル（MP3ファイル）を

コピーしてください。

コピーが完了すると「files」フォルダーの中に、MP3ファイルのファイル名が表⽰されます。



ボタン⾳の変更

― ４８ ―

＜Android をご利⽤の場合＞

⼿順７：

パソコンから Android 端末を外してください。

⼿順８：

「Smart Garage アプリ」を起動し、シャッターを動作させて、ボタン⾳が変更されているか

確認してください。

注意：

・複数のMP3ファイルをコピーしないでください。

・すでにMP3ファイルをコピーされている場合は、前に使⽤していたファイルを削除してから

新しいMP3ファイルをコピーしてください。

・使⽤するMP3ファイルは、再⽣時間が短いもの（3秒程度まで）にしてください。

・ “s_garage.dat” と “s_remo.dat” という2つのファイルは、絶対に削除しないでください。
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