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1.まず初めにお読みください                           
  スマートガレージをお買い上げいただき、誠にありがと
うございます。スマートガレージは、手動で開閉するガ
レージのシャッターをDIYで電動にするキットです。
  スマートガレージは、スマホやタブレットのBluetooth
機能を利用します。お手持ちのスマホ、タブレットの
Bluetooth      規格が      v4.0      以上  に対応しているか今一度ご確認
ください。また、スマートホン、タブレットのOSバージョ
ン、機種も確認してください。

　　＜確認事項＞

　　Bluetooth規格：v4.0以上

　　Android：OSバージョン5.0以上

　　iOS：iphoneは、5以降

iPadは、第3世代以降

iPad miniは、全機種

　　

　　＜対応しているシャッター＞

　　稲葉製作所製のガレージ　ガレーディア
　　淀川製鋼製のガレージ　ラビュージュ
　　等の文化シャッター製シャッター　シャフト径43mmを
　　使用しているものであれば対応しております。

　　シャフト径34mmの細管にも対応(2018年 10月現在)

※本取扱説明書をよくお読みになってから、スマートガ

レージの設置、操作を開始してください。
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　　＜製品特徴＞
　　・取付時、シャッター分解の必要なし
　　・加工箇所はシャッターの巻取シャフト部に、
　　　3箇所の穴開け加工のみ
　　・スイッチBOXとスマートフォン、別売のリモコン
　　　での開閉操作が可能　
　　
<  警告  >  次の警告事項をお守りください。守らなければ  
　　　人身事故や重大事故につながる場合があります。
・当キットは、市販のシャッター向けに設計されており、
　それ以外の用途には使用しないでください。
・脚立を使用する際は、安定した場所での作業をお願い
　します。
・高所作業（おおむね足元高さ1m以上）が伴う場合は、
　足場を組むなど脱落予防をしてください。
・当キットの分解、改造は絶対にしないでください。故障
　やケガの原因になります。

<  注意  >  次の注意事項をお守りください。守らなければ  
　　　事故やケガにつながる場合があります。

・シャッター動作時は、カギを必ず開錠してご使用くだ
　さい。故障の原因になります。
・シャッター動作時は、指や手を近づけないでください。
　ケガをする恐れがあります。
・シャッター稼働部にモノを置かないでください。絡まり
　故障の原因になります。
・常時シャッターを使用しない場合でも少なくとも1か月
　に2～3回は開閉してください。長期間動かさないと、
　スムーズに作動しなくなる恐れがあります。
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安定した場所での作業 改造、シャッター以外への使用禁止 カギは開錠して使用

開錠ヨシ !



1.1.禁止事項について　　　　　　　　　　　　　　　　

　シャッター本体の巻取りシャフトの両端にある固定して

いるボルトを同時に外さないでください。

スラットは、左右と中央の３箇所のプーリーと連結されて

います。

スマートガレージ KITの取り付けの際に外すのは、中央の

プーリーと吊元、シャフトの両端にある固定しているボル

トのどちらか1本の計2箇所です。

両サイドのプーリーと吊元は外さないでください。
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右側のプーリー付近の拡大写真

中央のプーリーと吊元
を締結しているボルト
を外して作業を行って

ください



1.2.製品保証　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  製品の分解及び、不適切な使用を行った場合、製品保証

は無効となります。また、ケガや取付け時の製品の破損に

対する補償は承っておりません。
1.3.電波法について　　　　　　　　　　　　　　　　　

  本機を分解、改造しないで下さい、電波法で処罰される

　場合があります。

※本文中に記載されている会社名、製品名等は、各社の登

　録商標または商標です。本文中では TM、(R)マーク等は明

　記していません。

※Apple、Apple ロゴ、Safariは米国および他の国々で登録

　された Apple Inc. の商標です。

※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもと

　づき使用されています。

※iPad、iPhoneは Apple inc.の登録商標です。

※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されて

　います

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Google 、Android 、Google Play、Google Playのロゴ、

　YouTube、YouTubeのロゴは、Google Inc. の商標です。

※Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,

　Inc.が所有する登録商標であり、株式会社システムデ　

　ザインはこれらのマークをライセンスに基づいて使用し

　ています。 その他の商標およびトレードネームは、それ

　ぞれの所有者に帰属します。
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1.4.スマートフォンのアプリインストール　　　　　　　
スマートガレージは基本、スマートホンのアプリを使用し
て操作します。
iOSをご利用の方は、Apple AppStore、Androidをご利用の
方は、Google Playからアプリをインストールして下さい。
スマートガレージ、もしくは、SmartGarageで検索してくだ
さい。

＜確認事項＞
スマートガレージ      KIT      設置後、必ず      SmartGarage      アプリで  
の調整作業を行ってください。
初期設定状態のまま使用すると、シャッターの負荷の掛か
り方によっては、予期せぬ動作の停止等の現象が発生する
場合があります。

＜Bluetoothのワイヤレステクノロジー＞
Bluetooth のワイヤレス･テクノロジーは有線接続よりもはるかに

自由な接続性を提供する技術です。極めて小型で、モバイルコン

ピュータ、携帯電話、その他のポータブルデバイスとインターネッ

トとの間の低コストな接続を実現します。電信、コンピュータ、

ネットワーク産業のリーダーにより形成された Bluetooth Special

Interest Group (SIG) という団体が同技術の発展を担い、市場化

を促しています。Bluetooth SIGには3Com、Ericsson、IBM、

Intel、Lucent、Microsoft、Motorola、Nokia、芝などを含む主催

企業と2000以上の 採用企業が含まれます。

弊社のBluetooth関連製品は、Bluetooth SIGのロゴ認証済みです。
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iOS版はコチラから Android版はコチラから



2.当キット取り付け時の準備物　　　　　　　　　　　　 

　・電動ドリル

　・ソケット＋ラチェットハンドル等の M6六角ボルトを締

　　付けられる工具(インパクトドライバがあると尚

　　良いです。)

　・プラスドライバ

　・プラスチックハンマー

　・ビニールテープ(白色推奨)
　・軍手
　・スパナ
　・ヘルメット（安全の為お使い下さい）
　・懐中電灯（ヘッドランプがおススメです。）
　・3.5m以上測定できるコンベックス
　・ハサミ、ニッパー
　・脚立
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電動ドリル

スパナ

ヘルメット ヘッドランプ（懐中電灯でも可） コンベックス

プラスドライバー

プラスチックハンマー ビニールテープ (白色 )

ソケット ラチェットハンドル



3.パッケージ内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
A.モーター

B.支持プレート×2　　　　　　　C.内歯ギアASSY×2

　

D.ブラケット（モーター固定側用、ピニオンギア側用、
　ベアリング接着済）
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E.ピニオンギア
F.ピニオンギア用シャフト(L=46mm)
G.ピニオンギア固定用 M6 止めネジ

H.切削油
I.穴あけ用ガイド
J.六角レンチ(4mm:内歯ギア締付け用、3mm:M6止めネジ用)
K.貫通穴用ドリル刃(6mm)
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L.ブラケット組付用スぺーサー×2(L=42.5mm)
M.M6×55ボルト×2(首下長さ:55mm)
N.M6×55ボルト(ネジ山一部のみ)(首下長さ:55mm)
O.M6×80貫通穴 穴あけガイド用ボルト×2(首下長さ:80mm)
P.M6ナット×5
Q.M6×20支持プレート固定用ボルト×2(首下長さ:20mm)
  ※Qの部品はスペーサーオプションを購入された場合、同梱されていません。

R.モーター固定用 M4なべねじ×2
  (スプリングワッシャー付き)

S.配線通し用 針金
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T.配線保護用ステンレステープ
U.配線通し用穴バリ取り用サンドペーパー

V.操作スイッチBOX
W.操作基板

X.AC-DC電源、コード
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4.スマートガレージ機械部分取り付け手順　　　　　　　 
　手順に使用しているのは、株式会社稲葉製作所のガレー
ジシリーズの GARADIAのシャッターです。

4-1.貫通穴を開けるための準備　　　　　　　　　　　　 
　 取り付けに必要な貫通穴を開ける為の準備を行います。
　 手順①:中央のプーリーを覆っているカバーを外してく
　 ださい。

　 手順②:スペーサーオプションを用いる場合、シャフト
　　　　　に穴を開ける位置が変わります。事前に必ず
　　　　　ご確認下さい。
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L(スペーサーオプ
ションを用いる場合)

スペーサーオプションを用いる場合は、
シャッターに向かって右側に穴を開けます。

吊元とプーリーを
締結している 1つの
ボルトを外して
ください。

中央のプーリー

巻取シャフト

スペーサーオプション
2穴用/4穴用ショートタイプ
スペーサーオプション
2穴用ロングタイプ

スペーサーオプション
有/無

スペーサーオプション
なし



　 手順③:貫通穴を開ける位置が分かるように、ビニール
　　　　 テープをシャフトに一周分巻き付けてください。

※内歯ギアとピニオンギアの位置関係が重要となるので、
　貫通穴の位置は実物を用いて再確認してください  (  手順➆  
　で説明  )  

4-2.貫通穴を開ける為のガイドの作成　　　　　　　　　 
　 手順④:貫通穴を開ける為のガイド(部品D、L、M、Pを
          使用)をシャッターのシャフトへ取り付けます。

  ＜貫通穴ガイド組立時の状態＞

※この後、穴位置の調整、確認をするので完全に締め付け
る必要はありません。
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後にビニールテープと
シャフトの境界に貫通穴

を開けます。
ビニールテープの位置を
調整してください。

プラケットの向きに注意 !!
プーリー側の面が揃います。



4-3.貫通穴の位置確認　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 貫通穴の位置確認は、一旦、「内歯ギアと支持プレート
   の取り付け」を行う必要があります。

   手順⑤:部品のB、Cを下の写真の様に仮組みします。　
　　　　　締付けは内歯ギアと支持プレートが動かない
          程度でお願いします。

　　

※ここで皿ネジを締付け過ぎるとシャフト、プーリーに取
り付け難くなるので注意してください。
※部品 Cの内歯ギアには、右上の画像の丸で囲んだよ
うに内歯ギア同士のズレやギアが開くのを防止する為の
引っ掛けツメがあります。ケガをしないように注意してく
ださい。

   手順⑥:中央のプーリーに取り付けます。

1.写真の矢印①の様に内歯ギアを回し込んで、引っ掛
　けておきます。落ちないようにバランスのよい位置に乗
　せて下さい。
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2.もう一方の内歯ギアを矢印②の様に回し込んで、２つ
　の内歯ギアを合わせていきます。２つの内歯ギアをうま
　く動かしながら合わせて下さい。
    
3.２つの内歯ギアを合わせたら、ピニオンギア(部品 Eを
　使用)を写真の様に置きます。また、内歯ギアを内歯
　ギア締め付け用の六角レンチを用いて締め付けます。

　　　　※手順➆以降で一度取り外しますので、ネジを強
　　　　　く締め付け過ぎないよう注意してください。
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矢印① 矢印②



   4.下中の画像のプーリー側の穴との下右の画像の支持
　　 プレートの長穴を部品P、Qを使ってプーリーに固定
     します。ボルトは、支持プレート側から通します。

　　　　　　　　　　 ※手順➆以降で一度取り外しますの
　　　　　　　　　　　 で、ネジを強く締め付け過ぎない
                       よう注意してください。

   5.F.ピニオンギア用シャフトを通し、付属の六角レンチ
　　 で G.ピニオンギア固定用止めネジを締め付けて下さい。
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取り付け後の状態

穴

長穴



手順➆:貫通穴の位置確認をします。
1.左の画像の様に、貫通穴を開ける為のガイドを移動させ、
　左の図の様に、内歯ギアとガイド間の距離が3mm程度に
　なるようにします。

2.内歯ギア、支持プレート、ピニオ
　ンギアを取り外して下さい。ブラ
　ケットの中心穴が貫通穴を開ける
　箇所になります。

3.手順③で貼ったビニールテープの
　位置と一致しているか確認してく
　ださい。もし異なる場合、ビニー
　ルテープを貼り直します。
　

4-4.貫通穴を開けるためのガイドを一部変更　　　　　　 
     手順⑧:C. 内歯ギア ASSYのスペーサー(L=24mm)を
            一旦 2本取り外します。

　　　　
　　　※4本のうちいずれかの2本をお取りください。
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3ｍｍ程度



＜注意点＞
ボルトとスペーサー間にあるゴムチューブに傷が付かない
ように、スペーサーを回転させながら取り外して下さい。
ガイド変更に使用した後は、スペーサーを回転させながら
挿入し元通りにします。

手順➈:貫通穴を開ける為のガイド(部品D、I、L、O、P、
　　   手順⑧でしたスペーサーを使用)を位置決め時と同 
       じ位置になるよう再度取り付けます。

＜貫通穴ガイド組立時の状態＞
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プラケットの向きに注意 !!
プーリー側の面が揃います。

ゴムチューブが破れたり、傷がつくので
スペーサーを真っ直ぐ取り外したり、
挿入するしたりしないでください。

スペーサーを回しながら取り外し、挿
入をしてください。なるべく力が掛か
らないようにしてください。



＜確認事項＞
貫通穴の穴あけを行うので、動かないように貫通穴ガイド
をしっかりと締め付けて下さい。この時、貫通穴の中心の
印を付けておいたビニールテープ端がガイドの穴のセン
ターになっている事を確認してください。

手順➉:貫通穴を開ける
　　　 1.製品に付属の K.ドリル刃と H.切削油を用い、  
        穴開け用ガイドの穴に垂直になるようドリルを挿 
        入し、シャフトの手前側と奥側に穴を開けて
        ください。
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※ドリルの刃に切削油をつけて穴あけをします。何度か切
  削油をつけながら貫通穴を開けます。

※ドリルの刃がシャフトに食い込んで空回りする場合には、
　ドリルの刃が当たる直前に回転させてからシャフトに当
　てるとよいです。

   2.次に、シャフトの内側にモーターの配線を通す為の
     穴をあけます。

配線用の穴(中心)の位置
はプーリーの面(ツラ)か
ら２５０～２８０ｍｍ 程
離した位置に穴あけガイ
ドを締め付けて穴開けを
します。この時、穴あけ
ガイドを緩めて移動させ
ます。
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＜イメージ＞
貫通ボルトでブラケットを
取り付ける為の貫通穴を

開けています。



   3.配線用の穴を開けたら、穴あけガイドを取り外します。
      開けた穴は、付属の U.サンドペーパー を使って
     バリ取りをします。サンドペーパーは筒状に丸めて、
     配線用の穴に差し込んでバリ取りをしてください。

＜確認事項＞
スペーサーを内歯ギアに挿入させ元通りの状態にしておい
て下さい。

　

4-5.シャフトへのモーターの取り付け                   
手順⑪:モーター、ブラケットの部分を組み立てていきます
       (部品A、D、N、Rを使用）モーターを R.M4なべねじ
　　　 で固定します。予めブラケットに N.M6ボルトを通
　　　 して下さい。１ヶ所だけ集中して締めるのではな
　　　 く、少しずつ均等に４ヶ所を締めていきます。

※ネジが真っ直ぐになるように締め付けていきます。
※スプリングワッシャーが潰れるまで締め付けます。
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予めN.M6ボルトを通して
　　　　おいてください。



手順⑫:に右下の写真のように、手順⑪で組み立てたモー
　　　 ター一式の M6ボルトをシャフトの貫通穴に
       差込みます。

＜イメージ＞
上で組み立てたモータ、ブラケットをシャフトに取り付け
ると、右上の画像の状態になります。この状態になったら、
M.M6ボルト２本を上側から差込みます。(O.M6x80ではない
ので注意してください。)

※上記取り付けが難しい場合は、N.ボルトをシャフトの下から通し
ても構いません。その時、モーターのピニオンギアとの干渉が無い
か気を付けてください。

22

シャフトに
ボルトを通した
時の状態です。



手順⑬:もう一方のブラケットと L.スペーサーを、P.M6　　
　　　 ナットを３個使って締め付けます。

※締め付けたら、モーターを揺らしても動かないことを確
　認します。

　4-6.内歯ギアと支持プレートの取り付け               
     手順⑭:P14～16の手順⑥を繰り返して取り付けて
　　　　　　下さい。ガタが出ないように、しっかり締
　　　　　　め付けてください。
　　　　　　4mmの内歯ギア用締め付け用の六角レンチで
　　　　　　締め付けます。
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締め付けトルクは、
150Nm程度で固定して下さい。

※強く絞めすぎると、ブラケットが
変形してギア飛びの原因になります。



＜確認事項＞
内歯ギアには、ズレ防止用の引っ掛けツメがあります。
内歯ギアにズレが無いようにしてください。

手順⑮:外したプーリーカバーを元に戻す。
      外したプーリーのカバーを元あったように付けたら、
      機械部分の取り付けは完了です。
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ズレ厳禁!!

ズレ厳禁!!



5.モーターの配線の通し方                             
手順①:モーターの配線をシャフトの中を通していきます。
       モーターの配線とS.針金をビニールテープを抜け
       ないようにしっかりと巻きつけます。

※配線と針金を合わせる部分は、１０ｃｍ程度あれば
　大丈夫です。
※ビニールテープの巻きつけを厚くしてしまうと、シャ
　フトに空けた穴を通らなくなってしまうので、極力薄く
　しっかり巻きつけます。

手順②:針金の先端を１ｃｍ程度位で曲げておきます。
　　   シャフトから配線を引き出すときに引っ掛かりやす
       くなります。
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手順③:配線通す為に開けたシャフトの穴に針金を通します。
       スマートガレージ機械部分取り付け手順で開けた
　　　穴に針金を通し、針金の先端を巻き取りシャフトの
　　　端部まで持っていきます。

  

手順④:シャフトの端部から針金を取り出す。
　　　 針金がシャフトの端部に届いたら、その端部のボル
       トを一旦取り外し、シャフトとシャフト固定部分の
       隙間から針金を取り出して下さい。
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＜確認事項＞
針金をシャフト端部から取り出せたら、ボルトは必ず元の
状態に取り付けてください。
針金は、巻き取りシャフトに向かって右側、左側のどちら
から取り出しても構いません。

手順⑤:取り出した配線を保護する。
　　　引き出したモーターの配線は、シャフトのすぐ上側
　　　にある丸で囲んだガードプレートがあれば、その
　　　隙間を通してシャッターの上側へ出します。

※もし、ガードプレートがなければ、代わりに T.ステンレ
ステープを使って下さい。

＜確認事項＞
シャッター動作時に、配線がスラットに絡まらないか、擦
れないかを確認してください。
以上で、モーターの配線の通し方の手順は完了です。
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6.スイッチBOXの組み立て方                           
  手順①:付属の V.スイッチBOXには、ケーブル通す用の穴
         が空いています。モーターからの配線を通す部位
         を予め確認しておいて下さい。

  手順②:スイッチ基板が組み込まれているプレートをス
         イッチにネジ止めします。

  ※プレートに向き指定の矢印が付いています。その向き 
    に従ってください。
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  手順③:スイッチプレートをネジ止めします。
　　　　スイッチプレートも向きがあるので先につけた
　　　　金属プレートに合わせてネジ止めします。

　手順④:スイッチハンドル、カバーをはめます。

スイッチハンドル
をはめてから、カ
バーをはめます。

スイッチ周りの品番
パナソニック社製
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル　 　WT3002W
コスモシリーズワイド21 スイッチプレート 1連用 ホワイト 　WTC7101W
コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠 　WT3700
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  7.モーターからの配線と基板の接続方法               
　　手順①:スイッチの搭載位置が大体決まり次第、モー
　　　　　ターからの配線の長さを調整してください。
　　　　　スイッチ搭載位置に対して余裕のある長さに配
          線を加工してください。

    手順②:モーターからの配線の先を１ｃｍ 程被覆を剥
           きます。更に内側の白ケーブルの被覆も５ｍｍ
           程度剥いて下さい。

※電通する金属部分は指の腹でねじって纏めてください。
　力を入れすぎないよう気を付けてください。

　　手順③:W.操作基板に配線を繋げて下さい。
　　　　　 下図の拡大図のターミナルにモーターからの配
　　　　　 線を接続します。(下図はA印字側に内側の白
           いケーブルを接続、B印字側にシールド側を接
　　　　　 続した例です。)
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＜注意点＞モーターの取り付け位置によりモーター配線の
　　　　　接続方向が変わってきます。

　　上に示すモーター配線の接続方向の対応表から、配線
　の接続を確認して、緑色のターミナルに配線を差し込み、
　ネジ止めしてください。

　　特注品など、プーリー右側にモーターを配置する場合
　は下図の様になります。

　　※もし、操作時にシャッターが上下逆に稼働する場合
　　　は、モーターの配線の接続方向のA印字とB印字を
　　　逆にすれば解決できます。

＜注意点＞基板に取り付けられている
配線を強く引っ張らないで下さい。
ショートして基板の故障原因になります。

基板に付いているコネクタが右の状態に
なった場合、有償修理になります。　
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　　手順④:基板にACアダプタのコネクタを繋いで下さい。

　　　以上で、モーターの配線と基板の接続方法の手順は
　　　完了です。

8.スイッチBOXの設置                                 
    スイッチBOXをお好みの場所に設置してください。下
　の写真は取り付け位置の一例になります。

ここまででスマートガレージの設
置は完了です。調整作業は別途必
要です。調整作業は、スマートガ
レージアプリ操作説明書とホーム
ページの動画を参考に行ってくだ
さい。電源をコンセントに接続し
てご使用ください。
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・スマートガレージアプリ操作説明書は下の URLからダウ
　ンロードしてください。
https://sysdes.jp/product/smartgarage-kit/
smartgarage-apl.pdf

・スマートガレージアプリの初期設定用の動作の URLです。
https://sysdes.jp/product/smartgarage-kit/
initialization.html

9.スイッチBOXの操作説明                             
スイッチＢＯＸの上側のボタンを押すとシャッターが上が
ります。上端に達すると自動的に止まります。
スイッチＢＯＸの下側のボタンを押すとシャッターが下が
ります。下端に達すると自動的に止まります。
動作中(上昇、下降中）の場合、上昇スイッチ、下降スイッ
チのどちらのスイッチを押しても動作が停止します。

＜注意事項＞
　初期設定状態の場合、シャッターの負
荷の掛かり方によっては、予期せぬ動作
の停止が発生する場合があります。
　必ず      SmartGarage      アプリでの調整作業  
を行ってください。
　

　調整作業は、スマートガレージアプリ
操作説明書とホームページの動画を参考
に行ってください。
(アプリの操作説明書、動画の URLは前
ページに記載してあります)
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Bluetooth仕様

AC-DC電源仕様

＜シャッター構成部位の名称一覧＞
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巻き取りシャフト

吊元（内部にプーリーがあります）

スラット


