
つながる安 心 。つながる便 利 。
マイホームを、スマートホームへ 。

IoT ホーム Link

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質
保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱い
についての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2021年7月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税込価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

個人情報保護について

https://www.lixil.co.jp/
※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

業務用 01 2021.4.1 発行XZ4100

TEL. 0120-694-614

Life Assist商品のご購入・使い方などのご相談は、Life Assistお問い合わせ窓口まで
受付時間/月～金 9：00～18：00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）
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スマホや音声で、
自宅の機器をラクラク操作。

これからは、リモコンを探し回る必要はありません。

スマホやスマートスピーカーへのひと声で、住宅設備や家電をコントロールできます。

家中の機器をまとめて操作

ワンタッチでまとめて操作 ひと声でまとめて操作

OK Google, 
“いってきます”を
実行して!

外出先からスマホで操作

シャッターの※

開閉
エアコンの※

ON/OFF
   お風呂の※

湯はり
  照明の※

ON/OFF
  玄関の※

施錠

音声操作なら非接触で安心

帰宅時にスイッチに触れずにひと声で お料理中で手が離せない時もひと声で

Alexa, 
シャッターを
閉めて!

OK Google, 
電気を
つけて!

・Google Nestシリーズ

・Amazon Echoシリーズ

対応スマートスピーカー

1
Feature

※対応する機器との接続が必要となります。
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※オプションのセンサ機器との接続が必要となります。

曜日・時間

起床時間に、自動でシャッターOPEN

最寄駅に到着したら、自動でエアコンON

GPS

外出時にドアを開けたら、自動で家電をOFF

ドア開閉※

天気

天気予報に連動してシャッターCLOSE

部屋に人が入ったら、自動で照明ON

人感※

温度・湿度・照度※

30℃を超えたら、自動でエアコンON

「曜日・時間」「天気」「GPS」「温度・湿度・照度」「ドア開閉」「人感」をきっかけに、

設備や家電を一斉操作。日々の暮らしに合わせて、自由にルールを設定できます。

暮らしのシーンに合わせて、
まとめて自動に。2

Feature
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留守中のわが家をより安心に。大切な家族やペットをより安心に。

外出先から住まいの状況を確認でき、異常があった場合にはすぐにアプリでお知らせします。

わが家を見守る 子どもを見守る

敷地内への
不正な侵入を感知したら、
異常発生をアプリで通知※

学校から子どもが
帰宅したら、

アプリで通知※

外出先から玄関の 
施錠状態を確認し、

かけ忘れを防止

外出先や会社から、
子どもの様子を

スマホでチェック※

ペットを見守る 遠方の家族を見守る

留守番中のペットの様子を
スマホでチェック※

外出先から室内温度を
確認して、エアコン操作※

※オプションのセンサ機器やカメラなどとの接続が必要となります。

外出確認や電気の使用状況等で、
離れて暮らす家族の安否を確認※

プライバシーに
配慮

もしもに備える、
外出中でも安心の見守り機能。3

Feature
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わが家や家族の状況をひと目で確認

エアコン シャッター 電気・ガス・水道の使用量 / 太陽光発電の状況※

リモコン感覚でカンタン操作 エネルギーも手軽に見える化

家族の
在宅状況

各部屋の
機器の状態

機器の
一斉操作
ボタン

簡易操作
ボタン

部屋の
状態や機器の
使用状況

自宅および
連携している
別宅選択

インターネットやデジタル機器が苦手な方にも使いやすく。

シンプルな画面とカンタン操作にこだわった専用アプリで、はじめての方でもスイスイ操作できます。

直感的に使えるアプリで、
はじめてでもスイスイ。4

Feature

エリア
天気・気温

（予報）

機器の
単体詳細
操作ボタン

※エネルギーの見える化には、スマート分電盤（有線LAN接続）が必要です。
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ちゃんと
起きたようだな

無事に
帰ったようね

最大10人分までIDを発行

父

 IDを付与

母 遠方の
祖母

遠方の
祖父

子ども 独立した
子ども

メンバーオーナー

父と母はすべての部屋の操作権限 子どもは自分の部屋の操作権限のみ 遠くで暮らす家族は照明の確認権限のみ

IDごとに権限の設定が可能

子どもの操作履歴自分の操作履歴

家族の操作履歴を確認できる

離れて暮らす家族の操作履歴

ちゃんと玄関の
カギ閉めてきたな

5
Feature

最大10人分まで ID を発行でき、同居家族はもちろん遠方の家族のための ID も発行できます。

子どもが操作できる機器を制限するなど、ID ごとに権限をコントロールすることも可能です。

家族一人ひとりに ID を発行。
権限コントロールも思いのままに。
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製品仕様
ホームデバイス （規格コード：Z-A001-XAAA）

住宅設備や家電などの機器や各種センサ、カメラなどの対応
機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。
専用アプリでの遠隔操作やスマートスピーカーでの音声操作、
ルールを設定しての一括操作を可能にします。

 ECHONET Lite 機器対応（最大100クラス）

 スマートスピーカー対応

 赤外線集中リモコン対応

 HEMS（エネルギーマネジメント）対応

 ID 発行数：最大10アカウント（オーナー１、ファミリー９）

¥55,000（税込）
● 外形寸法：W111× D111× H28mm
● 質量：110g
● 電源：AC100V
● 通信：有線 LAN
● 接続上限数：5台※

※ホームデバイスが同じ家に複数台設置された場合、音声操作はそのうちの１台のみとなります。

ECHONET Lite 規格認証および AIF 仕様認証登録番号
● ホームデバイス：GZ-000769
● エアコン・HEMS 間：MZ-000220
● 燃料電池・HEMS 間：MZ-000221
● HP 給湯器・HEMS 間：MZ-000222
● 瞬間式給湯器・HEMS 間：MZ-000224
● 蓄電池・HEMS 間：MZ-000225

推奨 Wifi ルーター
WSR-1800AX4S/WSR-3200AX4S/WSR-2533DHP3
※ルーターによっては接続できない恐れがあります。

対応機器・設備は、今後さらに拡大予定 !　アプリやプログラムは自動更新されるので、便利&安心な暮らしがどんどん広がります。

専用アプリ
「Life Assist2」

二次元バーコードを読み取ってダウンロードページにアクセスできます。
Appストアからダウンロードする場合は「Life Assist2」と検索してください。
ご利用料金は無料です。（対応言語：日本語・英語）

※ ioS13以降、Android7以降を搭載したデバイスが必要です。
※ App Store、App Store ロゴは、Apple lnc. のサービスマークです。
※  Google Play およ び Google Play ロ ゴ、Android は、Google LLC

の商標または登録商標です。
※  iOS は、Clsco の米国およびその他の国における商標または登録商標

であり、ライセンスに基づき使用されています。

 電動シャッタ―※  玄関ドア電気錠※ ドアホン ルームエアコン

床暖房 照明 赤外線リモコン対応家電 ガス給湯器（エコジョーズ）

ハイブリッドガス給湯器 家庭用ヒートポンプ給湯器 燃料電池（エネファーム） 計測機能付住宅用分電盤

電力計測ユニット 太陽光発電計測ユニット 太陽光発電／蓄電池用計測ユニット 蓄電システム

対応機器一覧 ※ 接続方法はP17をご確認ください。
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※通信途絶を防ぐため、有線LAN接続が可能なデバイスは有線 LAN接続を推奨いたします。
※ 接続上限数は、Sub-GHz デバイス（JEM-A アダプタ・赤外線集中リモコン・温湿度センサ・クリッカー）は合計50台まで、Zigbee デバイス（ドア窓センサ・広域人感センサ）は合計32台まで、 

屋外カメラ・屋内カメラは合計10台まで、全てのECHONET Lite 機器、カメラ、センサ類の接続上限数は100台までとなっております。

O P T I O N
各種センサやカメラなど、多彩な周辺機器をオプションでご用意しています。
ホームデバイスと組み合わせることで、より便利 & 安心な暮らしが広がります。

※取付工事が必要になります。

JEM-A アダプタ （規格コード：Z-A002-XAAA）
電気錠や電動シャッターとホームデバイスを
連携するために必要です。連携することで状態確認、
専用アプリでの操作などが可能になります。

¥35,200（税込）
● 外形寸法：W93× D32× H19mm
● 質量：29g
● 電源：AC100V
● 通信：Sub-GHz

赤外線集中リモコン （規格コード：Z-A009-XAAA）
エアコンやテレビなど
赤外線リモコン対応の家電や照明を
専用アプリや音声で操作できます。

¥13,200（税込）
● 外形寸法：φ80×25mm
● 質量：70g
● 電源：AC100V
● 通信：Sub-GHz

※パナソニック製を推奨します。※パナソニック製を推奨します。

温湿度センサ （規格コード：Z-D141-NRAC）
温度・湿度・照度を検知、計測するセンサです。
温度や照度をトリガーとし、自動でエアコンや
照明を稼働させることができます。

¥6,820（税込）
● 外形寸法：W38× D38× H16mm
● 質量：25g
● 電源：電池（CR2450ｘ1）※
● 通信：Sub-GHz

ドア窓センサ （規格コード：Z-D101-NRAC）
玄関ドアや窓に設置することで、開閉状況を専用アプリで
確認出来るようになります。お知らせ機能や
操作履歴の確認で、安心して過ごせます。

¥9,460（税込）
● 外形寸法： センサ W60× D29× H11mm 

マグネット W60× D10× H11mm
● 質量：33g　● 電源：電池（CR2450ｘ1）※
● 通信：Zigbee

※パナソニック製を推奨します。

屋内カメラ （規格コード：Z-A008-XAAA）
縦方向90度、横方向345度可動する1080p（200万画素）の
高画質カメラです。人感センサ内蔵、ナイトビジョン対応、
双方向通話が可能です。ご家族やペットとの会話も楽しめます。

¥22,000（税込）
● 外形寸法：W70× D70× H113mm
● 質量：217g
● 電源：AC100V
● 通信：Wi-Fi

クリッカー  （規格コード：Z-A003-XAAA）
本体をカチッとクリックするだけで、家電や照明を
操作できます。専用アプリでどの機器を制御するかを
設定しておけば、スマホが無くても操作できます。

¥6,600（税込）
● 外形寸法：W38× D38× H15mm
● 質量：20g
● 電源：電池（CR2450ｘ1）※
● 通信：Sub-GHz

※ 録画データを保存するには別途microSDカードが必要です。（推奨：Class10）

※取付工事が必要になります。※有線での接続を推奨します。  
※録画データを保存するには別途microSDカードが必要です。（推奨：Class10）

広域人感センサ （規格コード：Z-D121-NRAC）
人の動きを検知して、専用アプリやメールに
通知が届きます。人感センサをトリガーとし、
連携している機器を起動することができます。

¥14,850（税込）
● 外形寸法：W119× D79× H34mm
● 質量：119g
● 電源：電池（CR123Aｘ2）
● 通信：Zigbee

屋外カメラ （規格コード：Z-A007-XAAA）
縦横110度の広い視野角、1080p（200万画素）の
高画質カメラです。人感センサ内蔵、ナイトビジョン対応、
双方向通話が可能です。

¥22,000（税込）
● 外形寸法：W70× D181× H69mm
● 質量：380g　● 電源：AC100V
● 防塵防水：IP66
● 通信：有線 LAN、Wi-Fi
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ECHOENT Lite対応機器

※ Google アシスタントは、Google LLC の商標です。
※ Amazon、Alexa は、Amazon.com, Inc. の商標です。

Google アシスタントTM 搭載スピーカー
Amazon Alexa 搭載スピーカー

対応スピーカー

操作対象機器 音声操作でできること

電動シャッター 開／閉／停止

電動シャッター（JEM-A） 開／閉

玄関ドア電気錠（JEM-A） 施錠

電動窓 開／閉／停止

スイッチ（JEM-A） ON ／ OFF

照明 ON ／ OFF　シーンの呼出し（シーン番号かシーン名称）

エアコン ON ／ OFF　運転モード：自動／冷房／暖房／除湿／送風／温度設定

床暖房 ON ／ OFF　温度レベル設定

床暖房（JEM-A） ON ／ OFF

電気温水器（エコキュート） ふろ自動 ON ／ OFF

瞬間ガス給湯器 ふろ自動 ON ／ OFF　追い炊き操作

電気温水器（JEM-A） ふろ自動 ON ／ OFF

空気清浄器 ON ／ OFF

レンジフード ON ／ OFF

浴室暖房乾燥機 運転モード：換気／乾燥／停止

機器の一括操作 作成したアクションボタンの一括操作

赤外線リモコン対応機器
操作対象機器 音声操作できること

照明 ON ／ OFF

エアコン ON ／ OFF

テレビ ON ／ OFF

DVDプレイヤー ON ／ OFF

プロジェクター ON ／ OFF

扇風機 ON ／ OFF

加湿器 ON ／ OFF

カーテン 開／閉

ブラインド 開／閉

機器一括操作 作成したアクションボタンの一括操作    ※単独操作できない機器でも一括操作であれば操作することができます。

音声操作でできること
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クラウド環境とローカル環境の比較
項目 クラウド環境 ローカル環境

アプリ操作場所
宅内 Wi-Fi 接続時の操作・状態確認 ○ ○

宅外遠隔操作・状態確認 ○ ×

ペアリング

気象情報連携 ○ ×

位置情報連携 ○ ×

ファミリーアカウント連携 ○ ×

クラウドサーバー間連携 ○ ×

各種センサ・赤外線リモコン連携 ○ ○

屋内 / 屋外カメラ連携 ○ ○

ECHONET Lite 対応機器連携 ○ ○

スマートスピーカー連携 ○ ×

状態確認

宅内環境での状態確認 ○ ○

インターネット未接続時の状態確認 × ○

宅外遠隔での状態確認 ○ ×

接続時の機器動作状態確認表示 ○ ○

エネルギーマネジメント瞬時データ表示 ○ ○

過去データの取得 ○ ×

操作履歴の確認 ○ ×

機器操作

専用アプリでの機器単体操作 ○ ○

専用アプリでの機器一括操作 ○ ×

音声操作（単体操作・一括操作） ○ ×

天気情報連携シーン操作 ○ ×

位置情報連携シーン操作 ○ ×

シーン自動設定・自動制御 ○ ×

シーンカスタマイズ設定・自動制御 ○ ×

タイマー制御（曜日と時間） ○ ○

※ローカル環境とは、インターネットに接続されていないルータと接続した環境のことを示しています。

タイマーのみ

接 続 環 境 に よ っ て で き る こ と
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接続イメージ

Step

01 電源・ケーブルの接続

エアコン

温湿度
センサ

スマート
分電盤

給湯設備

ドア窓
センサ

太陽光発電

照明

人感
センサ

蓄電池

赤外線集中
リモコン

屋外
カメラ

屋内
カメラ

家
電
操
作

エ
ネ
ル
ギ
ー

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

セ
ン
サ

シャッター 玄関ドア 玄関引き戸 門扉

建
材
操
作

※無線 LANルータの設置設定は事前に行ってください。

1. LAN ケーブルをホームデバイスと
無線 LANルータの LAN 端子に接続する。

3. AC アダプタをコンセントに差し、
ホームデバイスの LED が

点滅することを確認ください。

設置・施工について

ホームデバイスの設置・接続

2. USB ケーブルをAC アダプタと
ホームデバイスに接続する。

操作機器

スマホ

スマート
スピーカー

クリッカー

※ 推奨ルーターは 
P.12を確認ください。

ホームデバイスWi-Fiルーター
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電動シャッター・玄関ドア電気錠の施工について

お問い合わせ先：

株式会社LIXIL  7 0120-694-614

・ お引渡し前のインターネット回線が未開通の状態でも、ペアリングや対応機器の登録、動作確認が可能です。

・ 設定業者様からお施主様へ招待メールを送信するだけで設定の引継ぎが可能です。

・ ペアリングや機器登録などの設定作業を代行するサービスもご用意しています。

Step

03 対応機器の登録

引き続き、
専用アプリで使用可能な機器を

登録してください。

Step

02 ペアリング

専用アプリをダウンロードして
立ち上げ、画面の指示に従って

ペアリングを行います。

プレミエス門扉

開き門扉AA

開き門扉AB

ヴィア・ル・デコ

ヴィア・ル・クラシコ トラッド

採風タイプ 標準タイプ

スマート電動シャッター 門扉 電気錠

タッチ／
ノータッチ
切替キー

（基本セット）

k3シリーズ

アヴァントス

エルムーブ

 PGシリーズ

k6シリーズ

システムキー
AC100V

FamiLock
AC100V仕様

グランデル2

ジエスタ2

プレナスX

玄関ドアDA

エルムーブ2

玄関ドア / 引戸 電気錠

JEM-A有線

LIXIL電気錠

パナソニック社
JEM-Aアダプタ
HF-JA1-W

LIXIL電気錠 
コントローラ

専用線 3芯

パナソニック社
外でもドアホン
シリーズ

電動シャッター

変換アダプタ

LIXIL電気錠

アイホン社
WP-24
シリーズ

インターホン

JEM-A有線

LIXIL電気錠 
コントローラ

【電動シャッター】 シャッター本体の変更はありません。 【ドア電気錠】 ドア本体・電気錠システムの変更はありません。 / 電池式（CAZAS＋タッチキー等）は対応不可です。 / 
ドアホンからでも施解錠したい場合はどこでもドアホンもしくは外でもドアホンをご使用ください。LIXIL 対応可能商品一覧

タッチ／
ノータッチ
切替キー

（基本セット）

システムキー
AC100V

ホームデバイス
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株式会社ＬＩＸＩＬ（以下「当社」といいます）は、当社の提供するIoT ホームリンクサービス 
（以下「本サービス」といいます）および本サービス利用アプリ「ライフアシスト２（以下 
「本アプリといいます）に関し、これらを利用する方（以下「利用者」といいます） に対し下記 

のとおり利用規約（以下「本規約」といいます）を定めます。

第１条 総則
１．  本規約は、当社が利用者に提供する本サービスおよび本アプリ（以下本サービスと本 

アプリを総称して「本サービス等」といいます）の利用に関し利用者が遵守すべき事項を 
定めるものです。

２．  利用者は、本サービス等の利用について、本規約に同意いただく必要があります。
３．  当社は、本サービスに関するWEBサイト（以下「本サイト」といいます）上に掲載することに

より、本サービス等の利用上の細則を定めることがあります。この場合、本サイト上に掲載
された内容も本規約の一部を構成するものとします。

4．  当社は、利用者の一般の利益に適合する場合、または、本利用契約（第6条第1項に定める）
の目的に反しない合理的な変更である限り、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更
することができるものとします。

５．  前項の場合、当社は本サービスの WEB サイト上その他適切な方法により、本規約の変更
後の内容および変更後の本規約の効力発生時期を利用者に事前に周知するものとします。

６．  前項にかかわらず、緊急を要する場合その他当社が必要と判断した場合、事前の告知を 
行わずに本規約の改定を行うことがあります。

第２条 本サービスの目的
本サービスは、利用者の端末で本アプリを操作することにより、インターネット回線を経由して
住宅に設置した機器を遠隔でコントロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタ 
リング型サービスが含まれます。これらにより、最適な機器の導入、サービスの選択、機器や人
の見守りその他のサービスとの連携により、家庭内の利便性の向上を図ることを目的とします。
また、家庭内の電気・熱・水・ガスなどのエネルギー消費量を可視化し管理することで、節電喚起
や機器のコントロールによる省エネ、創エネ、蓄エネについて、最適化を図ることができます。

第３条 本サービスの利用方法
１．  IoT ホームリンク「ライフアシスト２」サービスの管理システムの構成機器（以下「IoT 機器」

といいます）を通じて収集した計測データを、利用者が維持・管理するインターネット回線 
（以下「利用者回線」といいます）を通じて当社が契約している「ライフアシスト２」サーバ 
（以下「本サーバ」といいます）に蓄積します。

２．  利用者が本サービス等を利用するためには、利用者の負担でIoT 機器の設置が必要となり
ます。

３．  本サービス等を利用するための本サイトおよび本サーバへの接続は、利用者が自己の費用
で利用者回線を通じて行うものとします。

４．  利用者は必要に応じて本アプリを通じて、IoT 機器に関する本サーバ内のデータを閲覧でき、
また、本サービスに接続された電子機器を操作できます。

５．  前項までの規定にかかわらず、本サービスの利用方法は変更される場合があります。

第４条 本サービス等の利用環境等
１．  利用者が本サービス等を利用するためには、原則としてインターネットに常時接続できる 

環境が必要です。 ただし、一部のサービスはこの限りではありません。
２．  利用者は利用者の使用するスマートフォンまたはタブレット端末機器等の性能、通信環境

等により本サービス等のレスポンスが変化する場合があることを予め承諾するものとします。
３．  利用者の環境によりIoT 機器の設置ができない場合、本サービス等は利用できません。
４．  利用者は、取扱説明書、操作マニュアル等に従い本サービス等を利用するものとします。

第５条 本サービス等の種類
１．  本サービス等には、以下の種類の機能が含まれます。

（１）建材設備や家電機器のホーム・コントロール
（２）センサ・カメラ等によるホーム・モニタリング
（３） 電力・水道・ガス使用量の計測 （計測には対応分電盤機器の導入が必要です）など 

エネルギーマネジメントに関するサービス
（４）その他、利用者の暮らしの利便性を向上するサービスで、当社が設定したもの

２．  当社は、本サービス等の種類、接続可能な機器類および建材等について、随時、追加、変更
等を行います。

第６条 本サービス等の利用資格
１．  利用者は、本アプリを起動したうえ、必要事項を登録し、本規約の内容に同意の上、本サー

ビス等の利用申し込みを行うものとします。本サービス等の申し込みが完了し、当社が 
承諾した時点をもって、当社と利用者の間に、本サービス等の利用契約（以下「本利用契約」
といいます）が成立するものとします。

２．  利用者は、本利用契約成立時より、本サービス等を利用することができます。
３．  当社は利用者に対し本サービス等を利用するために必要な識別符号（以下「お客様ＩＤ」

といいます）およびログインパスワードを付与のうえ、その内容を当社が別途定める方法に
より通知します。

４．  本利用契約が終了した場合または利用者が本サービス等の利用資格を失った場合であって、
再度利用者が本サービス等の利用を希望する場合には、第1項に従い、再度利用契約を 
締結する必要があります。

第７条 お客様ＩＤおよびログインパスワードの管理
利用者は、自己の責任においてお客様ＩＤおよびログインパスワードを管理するものとします。

第８条 お客様ＩＤおよびログインパスワードの使用責任等
１．  利用者は、お客様ＩＤおよびログインパスワードの使用に起因して起こるすべての事象に 

対して全責任を負うものとし、当社は、お客様ＩＤの使用（第三者による不正または誤使用
を含む）に起因して利用者に損害が生じてもいかなる責任も負いません。ただし、当社の 
責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

２．  利用者は、自己の責任において、お客様 ID およびログインパスワードを第三者に利用させ
ることができます。この場合において、利用者は、当該第三者に対し、本規約に基づき利用
者が負うべき義務を負わせるものとし、当該第三者の行為はすべて利用者の行為とみな 

されるものとします。
３．  前項にかかわらず、利用者は、幼児、年少者その他本アプリの正確かつ安全な操作が期待

できない者に対しては本アプリを操作させないものとします。
４．  お客様ＩＤおよびログインパスワードの使用（第三者による不正または誤使用を含む）に 

起因して当社に損害が発生した場合、当社は利用者に対し当該損害の賠償を請求できる
ものとします。

５．  利用者がお客様ＩＤの不正使用を知り得た場合は、直ちに当社が指定する方法に基づき、 
当社にその旨を通知するものとします。

６．  利用者は、第三者に対し、本利用契約上の地位およびこれに付随する権利の全部又は 
一部について譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為をできない
ものとします。

７．  利用者の死亡その他の事由により利用者が本サービスの利用資格を失った場合、当社は 
当該利用者のお客様 IDの利用を停止することができるものとします。

第９条 利用期間
本利用契約の有効期間は、本利用契約の成立時から、利用者が当社のライフアシスト２ 
サーバに接続して本サービス等を利用いただいている期間とします。

第１０条 業務の委託
利用者は、当社が本サービス等の運営にあたって当社の定める指定業者に運営業務の全部
または一部を委託することを予め承諾します。

第１１条 本サービス等の利用料金
１．  本サービス等は、一部（次項に定める）を除き、無償で利用いただけます。
2．  本サービス等の利用にあたっては IoT 機器代金およびその保守に要する費用が発生し、 

これらは全て利用者が負担するものとします。

第１２条 利用契約の申込みの拒絶および利用資格の取消等
１．  利用者が以下各号のいずれかに該当する場合、当社は、本利用契約の申込みを承諾 

しない場合があります。
（１）本サービス等の申し込みの際の記入事項に虚偽の記載があることが判明した場合
（２）利用者が未成年者であり、法定代理人の同意を得ていない場合
（３） 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会

活動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ等その他これらに準ずる者である場合又はこれらの
者と関係を有する場合

（４）過去に当社が本利用契約の申込みの拒絶または解除を行ったことがある場合
（５）その他、当社が本サービス等の利用について不適当と判断する場合

２．  利用者が以下各号のいずれかの事由に該当した場合には、当社の判断により本利用契約
の解除、または本サービス等の提供を中止することがあります。

（１） 前項各号のいずれかに該当した場合
（２） お客様ＩＤまたはログインパスワードを不正に使用した場合
（３） 当社が本サービス等で提供した情報を不正に使用した場合
（４） 第18条に定める禁止事項のほか、本規約に違反する行為があった場合
（５） その他、当社が本サービス等の利用について不適当と判断した場合

３．  当社は、前項の規定により本利用契約の解除または本サービス等の提供の中止を行う場合、
利用者にその旨を通知します。

４．  当社が、当社および利用者その他の第三者に損害を与える危険があると判断した場合には、
当社の裁量により、当該利用者に対し、何ら通知をすることなく、かつその理由を開示する 
ことなく、本サービス等の提供を一時停止するか、または本利用契約を解除することができ
るものとします。

５．  本利用契約が終了した場合（終了事由を問いません）または当社が本サービスの提供を 
中止した場合、当該利用者は、これと同時にお客様 ID およびログインパスワードの利用 
資格も喪失するものとします。

６．  当社は、本利用契約が終了した場合（終了事由を問いません）、利用期間中に送信された
データおよびIoT 機器から送信されるデータの保持・保管はこれを保証致しません。

第１３条 保証の否認
１．  当社は、本アプリその他本サービス等に関し利用者に提供する本サービスの内容および 

当社が提供する情報につき、以下の事項の保証を行うものではありません。
（１） 本サービス等の内容が利用者の要求に合致すること、または有益であること
（２） 本サービス等が中断、中止、廃止されないこと
（３） 本サービス等がタイムリーに提供されること
（４） 本サービス等が安全であること
（５） 本サービス等においていかなるエラー（本アプリのバグを含む）も発生しないこと
（６） 本サービス等にいかなる不具合や欠陥もないこと
（７） 利用者が本サービス等を通じて取得する情報が正確であること
（８） 利用者が本サービス等を利用して行った行為が利用者の特定の目的に適合すること
（９） 本サービス等を通じて利用者が登録する利用者情報が消失しないこと

２．  利用者は、利用者自身の責任において本サービス等を利用するものとし、利用者は、本サー
ビス等の機能の利用に起因または関連して、利用者のコンピュータ等の通信機器および 
データその他本サービスに接続された電子機器等に発生した損害について、自ら責任を 
負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき
事由がある場合はこの限りではありません。

３．  当社は、利用者が本サービス等の機能を利用して購入した商品・サービスや取引に関して
いかなる保証もいたしません。

４．  本サービス等によって得られる計測数値および料金表示については、他社 IoT 機器および 
電力会社から提示される数値と完全に一致するものであることを保証いたしません。

第１４条 免責
１．  当社は、以下の各号に該当する場合は本サービス等の提供に関し責任を負いません。

（１） 利用者回線・無線ＬAＮ環境、その他の通信回線等の都合で本サーバ（本サービスの 
提供のため当社が設置したサーバをいいます。以下同じ。）への接続が中断した場合

（２） 当社の責に帰すべき事由によらず、本サービス等の利用に起因して利用者が被った損害
（本サービスに接続された電子機器の不具合、異常に起因して生じた損害、情報等が

IoT ホームリンクサービス「ライフアシスト２」利用規約
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破損または滅失したことによる損害、および利用者が本サービス等から得た情報等を
利用した結果生じた損害を含みますがそれらに限定されません）

（３） 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、本サーバに保存されている設定情報
の欠落、滅失があった場合

２．  本サービスは、太陽光発電システムのすべての故障・異常の検知を保証するものではあり
ません。また、点検により故障・異常が確認された太陽光発電システム機器の修理および 
保証については、各機器の保証規約等に準拠します。修理・機器交換に関わる費用を補償
するものではありません。

３．  本サービスのうち、人感センサやカメラ等は、利用者ご自身により住居、施設内の状況を 
確認することを目的とした製品であり、住居、施設の防犯、警備および子ども、高齢者の 
監視などのための専用品ではありません。また、機器の性能および機能上、死角が生じる
場合、センサが反応しない場合等があります。

４．  本サービスの利用中に生じた侵入、盗難その他の事件・事故の発生および生命、身体、 
財産に生じた損害などについて、当社は責任を負いません。

第１５条 責任
１．  当社の責めに帰すべき事由に基づき利用者に損害が生じた場合（債務不履行、不法行為

その他請求原因を問いません）、当社に故意または重大な過失がない限り、当社は、利用
者に現 実に生じた、直 接かつ通 常の損 害に限り賠 償するものとし、また、その額 は 
金10,000円を上限とします。また、本規約において別段の定めがある場合を除きます。

２．  当社は当社が本規約の定めに従って実施した行為の結果発生した損害、使用機会の逸失、
本サービスの提供の中止・本利用契約の解除の結果発生した損害、データの滅失、業務の
中断、または前項に定める損害を除くあらゆる種類の損害（間接損害、特別損害、派生損害、
逸失利益を含む）に対してたとえ当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたと 
してもいかなる責任も負いません。ただし、当社に故意または重大な過失がある場合は 
この限りではありません。

第１６条 著作物
本サイトおよび本アプリ上の画像を含めた本サービス等により提供されるテキスト情報および
デジタル情報は、すべて当社または当社が利用許諾を受けた他の正当な権利保有者の著作
物です。

第１７条 利用者に関する情報の利用
１．  当社は、利用者が本サービスの申込み時に当社に提供した情報、本サービス等を利用する

に際して当社が収集した個人情報 （以下「個人情報」といいます） を以下の目的のために
使用することができるものとします。

（１） 本サービス等の提供
（２） アンケートおよび新商品・サービスの紹介等のための電子メール等による情報発信
（３） IoTデータ利活用サービス
（４） 本サービスのアフターサービス、メンテナンス
（５） 本サービスおよび当社製品の改良
（６） 本サービスその他当社のサービスについて満足度の調査

２．  当社は、個人情報を、以下の目的のために第三者に提供することがあります。
（１） 本サービスを提供するため、第三者に業務を委託する場合
（２） IoTデータ利活用サービスを提供する際に、第三者となるサービス事業者に個人情報

を提供する場合
３．  前2項のほか、利用者が当社に提供した情報、データ等について、利用者個人を特定でき

ない形態において利用しまたは第三者に提供することがあります。
４． 位置情報（GPS 機能）と連携を許可した場合、本アプリは利用者のバックグラウンドロケー

ションを活用して、緊急アラートまたは安全アラート等を送信することを目的とします。
５． 本条に定めるほか、当社は個人情報の取り扱いに関して当社ウェブサイトに掲載する 

「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとします。（https://www.lixil.co.jp/privacy/）

第１８条 禁止事項
当社は、利用者が以下の各号の行為を行うことを禁止します。

（１） 本サービス等により提供される情報について、その全部または一部を問わず、本サービス
の目的以外に使用する行為

（２） IoT 機器を設置時の状態から変更する行為
（３） 本サービスの内容調査、分析、解析、情報取得その他本サービスの本来の利用目的以外

の目的に利用する行為
（４） 本サービスとして提供するプログラム、ソフトウェア等を複製、改変、編集し、又はリバース 

エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくはソースコードの発見を試み
る行為

（５） 本サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
（６） 本サーバに有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態に

置く行為
（７） 本サーバまたは本サイトに過度な負荷をかける行為
（８） 第三者のお客様 ID もしくはログインパスワードを使用する行為
（９） 当社（当社の子会社および関係会社を含む。以下本条において同じ）その他第三者の財産、 

信用、名誉、プライバシーを侵害する行為
（10） 当社の著作権その他の知的財産権その他の権利を侵害する行為
（11） 前２号に掲げるもののほか、他人の権利又は法的に保護される利益を侵害する行為
（12） 法令又は公序良俗に違反する行為
（13） 本規約、取扱説明書、操作マニュアル等に違反する行為
（14） 本サービスの運営を妨げる行為
（15） その他、当社が不適当と判断する行為

第１９条 利用者の責任
利用者は、自己が前条各号のいずれかに該当したこと、その他利用者の責に帰すべき事由に 
より当社に生じた損失、損害を賠償する責を負うものとします。

第２０条 本サービス等の一時的な中断
１．  当社は、本サービス等を提供するための設備（サーバ、通信回線等を含む）および本サイト、 

本アプリの保守、点検、修理、更新作業等のため、一時的に本サービスの提供を停止又は 

中止する場合があります。この場合、当社は利用者に対し、事前に通知又は公表するもの 
とします。

２．  前項にかかわらず、当社は、以下の事由の何れかに該当する場合、利用者に事前に通知 
又は公表することなく、一時的に本サービス等の提供を中断することがあります。

（１） 本サービス等を提供するためのシステムの保守、点検、修理などを緊急に行う必要が
ある場合

（２） 地震、落雷、火災その他の不可抗力、停電、通信回線の途絶、その他本サービス等を 
提供するためのシステムの不具合によりサービスの提供ができなくなった場合

（３） その他、運用上または技術上、本サービス等の一時的な中断を必要とした場合
３．  当社は、本サービス等の中断により利用者に損害が発生した場合でも利用者に対し一切

の責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの 
限りではありません。

第２１条 本サービス等の変更・廃止
１．  当社は、当社が必要と判断した場合、当社が相当と判断する期間をもって、利用者に対し 

事前に通知または公表したうえ、本サービス等の内容の全部または一部について変更また
は廃止することができるものとします。

２．  前項にかかわらず、本サービス等の内容を緊急に変更または廃止する必要があると当社
が判断した場合、当社は、事前の通知または公表なしに本サービス等の内容を変更また
は廃止することができるものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。

３．  前2項に基づく措置により利用者に不利益または損害が発生した場合でも当社は一切その
責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限り
ではありません。

４．  当社は、最低30日間の予告期間をおいて本サービス等の全部を停止または廃止すること
ができるものとします。本サービス等の停止または廃止の告知は、本サイトまたは本アプリ
その他当社が適切と判断する方法で行うものとし、当社が告知手続きを行った後に本サー
ビス等を停止または廃止した場合には、当社は、一切の損害賠償等の責を負わないものと
します。

第２２条 届出事項の変更
１．  利用者は、本サービスの利用申込時に当社に提供した情報に変更があったときは、速やか

に当社の指定する方法によりその旨を当社に届け出るものとします。
２．  利用者が前項の届け出を怠ったこと、または誤った届出をしたことにより利用者に生じた 

不利益又は損害について、当社は一切その責任を負いません。
３．  利用者の住所の変更に伴い、IoT 機器の撤去と設置を当社に依頼する場合、当社は有償で 

行うものとします。

第２３条 本利用契約の解約
１．  利用者は、当社が別途定める方法により当社に通知することにより、本利用契約を将来に

向かって解約することができます。なお、解約日は、利用者が解約手続きを行った時点と 
します。

２．  利用者は本利用契約の解約後、本サービス等および本サービスが提供する情報を一切 
利用することはできません。

３．  本サービス等の解約時に IoT 機器の撤去工事を希望され、当社に対して依頼される場合
は有償となります。撤去工事の実施有無は、利用者のご希望によります。

第２４条 反社会的勢力の排除
１．  利用者は本サービスの利用申込時および本利用契約締結後において、自らが暴力団、 

暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、政治 
活動標榜ゴロ等その他これらに準ずる者に該当しないことおよびこれらの者と関係を有し
ていないことを表明し、保証するものとします。

２．  利用者が前項に該当すると当社が判断した場合、当社は、会員に対する何らの通知および 
催告なく、本利用契約の解除を行うことができるものとします。また、これにより、当該利用
者に生じた不利益および損害について、当社は一切の責任を負いません。

３．  当社は、利用者が本条に違反したことにより被った損害を利用者に請求できるものとします。

第２５条 準拠法
当社と利用者との本利用契約および本規約に関する準拠法はすべて日本法が適用される 
ものとします。

第２６条 合意管轄裁判所
当社と利用者との本利用契約または本規約から生じるまたは関連するいかなる訴訟および
訴訟手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第２７条 補完
１．  本規約のいずれかの規定が裁判所によって法律に違反していると判断された場合には、 

効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向をできる限り反映するように解釈する
こととします。

２．  本条項のいずれかの条項が無効または実施できないと判断された場合には、それらの 
条項の有効または実施できる部分および本規約の残りの条項は、引続き有効かつ実施 
できるものとします。

３．  当社は、本サービス等に関する事業を第三者に譲渡する場合、最低30日間の予告期間を
おいて、事前に利用者に本サイトまたは本アプリその他当社が定める方法により告知した上、 
本規約に基づくすべての当社の権利および義務を承継、売却、合併、その他の方法で譲渡 
できるものとします。また、この場合において、利用者は当社がかかる権利および義務を 
譲り受ける者に利用者情報、追加情報の開示をすることを了承するものとします。

＜問い合わせ先＞
株式会社 LIXIL　フリーダイヤル  7 0120 - 69 - 4614

＜本規約の制定＞
2021年4月1日
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保証規定

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無償修理を行うことをお約束するものです。
保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お買いあげの販売店に修理を依頼してください。

■対象商品
 本書の商品名にチェックと数量が記入されている商品。但し、当社が販売・供給した機器に限定するものとし、それ以外は保証の対象外となります。

■保証内容
  取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無償

修理致します。

■保証期間
 当該商品のお引渡し、もしくはお買い上げ日から起算して１年間

■免責事項
 次の免責事項のいずれかに該当する場合は、いかなる場合においても本書による保証対象外とし、当社は責任を負いませんのでご了承ください。

（１）   取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱、不適切な洗浄・清掃および適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合。
（２）  取扱い説明書およびカタログに指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障および損傷。
（３）   経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。ヒビ割れ、変色、ネジの緩みなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）または、これらに伴う不具合、および電池などの

消耗品の損傷や故障。
（４）   自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合。
（５）  環境が特に悪い場所に取り付けられたことに起因する不具合。
（６）   天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、誘電雷、火災、津波、噴火、低温による凍害、地盤変動、土砂崩れ、電磁環境

両立性の不調和等周辺環境の変化など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
（７）  戦争、暴動、火災、爆発、投石など故意又は偶然且つ外来の事故が発生した場合の不具合。
（８）  犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
（９）  不当な修理や加工、改造（必要部品の取り外し含む）に起因する不具合。
（10）  販売店および当社指定の工事店または所有者が採用したり、又は、採用させた材料、部品、機器、設置工事方法等で、当社が事前に承諾していないものに起因する場合。
（11） 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
（12） 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。
（13） 引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。
（14） 購入後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
（15） 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
（16） 機器に表示してある以外の使用電源（電圧・周波数）で使用した場合の不具合。
（17） 配線部材の選定不適切など、設置業者の過失に伴う故障および損傷。
（18） 系統連系している商用電源ノイズ、電圧変動等電源品質等に起因する場合。
（19） 電気事業法に定める所有者の性能維持義務を怠った事に起因する場合。

■保証期間内でも次に該当する場合は、別途修理費用を請求させて頂きます。
（１） 本書の提示がない場合。
（２） 本書の所定事項の未記入、判読不能あるいは字句を書き換えられた場合。
（３） 使用上の誤り又は不当な修理や改造による異常や損傷。
（４） 消耗品が損耗し取り替えを要する場合。
（５） 本書の免責事項に該当する場合で、お客様が当社に修理を要望される場合。

■その他注意事項
（１） 本書は日本国内において販売され、使用される構成機器にのみ有効です。
（２） 本保証が適用される修理品又は代替品の設置につきましては本書記載の販売店にお問い合わせ下さい。
（３）  本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて製品保証を約束するものです。本書によって販売店および当社指定の工事店または所有者の法律上の権利

を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきまして、疑問が生じた場合は本書記載の販売店、又は株式会社ＬＩＸＩＬへお問合せ下さい。
（４）  お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当該製品の購入

代金を限度と致します。
（５）  本製品の仕様および不具合の発生によって、ニ次的に発生した損害（事業の中断および事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等）につきましては、当社に

故意または重大な過失がある場合を除き、当社では一切責任を負いません。
（６）  本製品は、ご利用者様自身が施設内の状況を確認することを目的としており、施設の防犯、警備および子ども・高齢者の監視などのための専用品ではありません。

本製品の利用中に生じた侵入・盗難その他の事件・事故の発生および生命・身体・財産に生じた損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめ
ご了承ください。

（７）  本製品は無線通信を利用した製品であるため、通信機器の接続不具合などにより利用できない場合があります。また、本製品を稼働させるための設備の保守、
点検などのため、一時的に本製品の利用ができない場合があります。これらによる事件・事故の発生および生命・身体・財産に生じた損害などについて、当社は
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

（８）  センサ等について、設置場所の温湿度がセンサ等の動作温度範囲を超える場合または急激な温度変化、ペット、シーリングファン、カーテン等の動き、ＦＡＸ感熱紙、 
風、電波等の状況の影響により正確に動作しない場合があります。

（９）   屋外カメラ、屋内カメラにて撮像したライブ映像が、インターネット回線の通信速度等の設置環境の影響により、コマ落ち等する場合があります。
（10）  本製品に接続することにより他の機器に生じた故障・損傷について、当社では本製品以外の修理費等を負担するものではありません。
（11）  離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
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通信電波の届き難い場所への設置に関するご注意

Life Assist２システムでは「Wi-Fi」・「ZigBee」などの無線通信を行います。
以下のような環境下では電波が届き難くなることがありますので本システムのご採用、機器設置の際にはご注意ください。

■使⽤できない場所  ※下記の解決事例①・②は適用できません。

・ 金属・金具類に覆われたところ、金属の壁・金属の机その他金属製品の付近
・ 鉄筋 / コンクリート/ 石 / レンガを含む間仕切り壁がある建物、３階建て以上かつ下記の障害がある建物
・ 下記の障害が複数ある場所

■通信電波の遮断による障害が想定される場所
・ 天井裏などの隠蔽されたところ、網入りガラスの付近
・ アルミシート（グラスウールと一体になっている断熱材を含む）を含んだ壁の付近
・ 床暖房を挟んだ通信（２F の床に床暖房が設置されている場合の１F と２F 間の通信など）
・ 多数の壁や床などの構造材を挟んだ通信

■他の機器による障害が想定される場所
・ 電子レンジなど電波環境・無線通信に影響を与える機器の付近
・ 高圧線・発電施設・変電施設・アマチュア無線基地・架線の付近
・ 気象レーダー・衛星レーダー・空港・近隣住宅の類似機器の付近
・ 集合住宅・住宅の密集地域など、近隣で多くの無線機器が使われている場所

■通信距離が⻑いことによる障害が想定される場所
・ 部屋数が多く広い建物の隅と隅への機器設置
・ 隣接する建物間への機器設置

上 記のような通 信の障 害がある場 合でも、壁・床 等の遮 蔽 物を少 なくし、通 信 距 離を短くなるように設 置 位 置を選 定することで通 信 状 態が改 善される場 合が 
あります。  解決事例①

「Wi-Fi」通 信 の 場 合 は、市 販 の 中 継 器（リピータ）の 入 手 が 比 較 的 簡 単で、これ を使 用することにより通 信 環 境 が 向 上することが ありますので通 信 環 境 に 
合わせて設置をご検討ください。 解決事例②

接続される機器が有線 LAN で接続可能な場合は、上記のような通信電波の遮断が起こらない有線 LAN ケーブルによる接続を推奨いたします。

※ライフアシスト２で使用する「Wi-Fi」通信は、『ルータ』と無線で接続する『屋外カメラ』、『屋内カメラ』、『JEM-A アダプタ』、『ECHONET Lite 機器』です。

遮蔽する障害物を減らし、通信距離を短くする

※解決事例は必ず有効な訳ではありませんので、現場の状況に応じて採用をご検討ください。

解決事例 ①

部屋数が多く広い建物で Wi-Fi 中継器を使用する解決事例 ②

…ドア窓センサ

…ホームデバイス

…屋内カメラ

…専用無線LAN ルータ

遮蔽物を減らし
Wi-Fi 中継器を
設置する。

遮蔽物を減らし
機器間の距離を
短くする。

Wi-Fi 中継器
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当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質
保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱い
についての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2021年7月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●商品価格はすべて税込価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

個人情報保護について

https://www.lixil.co.jp/
※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL オフィシャルサイトまで

業務用 01 2021.5.1 発行XZ4100

TEL.     0120-694-614

Life Assist商品のご購入・使い方などのご相談は、Life Assistお問い合わせ窓口まで
受付時間/月～金 9：00～18：00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）
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