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はじめに 
このたびは、MANOMAをご契約いただき誠にありがとうございます。 
本マニュアルでは、MANOMA のセットアップ完了後、アプリの使い方や設定の変更など行う際に必要
な手順を記載しています。セットアップを完了していない場合は、『MANOMAセットアップガイド』 を
ご覧のうえ、完了してください。 

操作手順の見方 
画面操作が必要な手順には、以下のように赤い線で操作箇所を記載しています。 
※本マニュアルで使用している画面は、実際と異なる場合があります。 

 
 

マークの見方 
 

マーク 内容 

（注意） MANOMAをご利用になるうえで、特に留意する事項を記載しています。必ず
お読みください。 

（ポイント） MANOMAをご利用になるうえで、知っていると便利な補足情報を記載してい
ます。 

（参照） 関連する記載のあるページや他の冊子を記載しています。 
  

サービスサイト・最新のマニュアルのご案内 
 

MANOMA サービスサイト 
https://manoma.jp 

MANOMA ご利用マニュアル 
https://manoma.jp/r/manual 

MANOMA セットアップガイド 
https://manoma.jp/r/setup 

   

入力やクリックする箇所は、四角
い赤枠で囲んでいます。 

スマートフォンの画面などで、タップす
る箇所は、丸い赤枠で囲んでいます。 

https://manoma.jp/r/setup
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1 セットアップからの流れ 
 

 

ご利用になる機器の設定が済んでいない場合は、『MANOMA セットアップガイド』を参照し
て、必要な設定を行ってください。 

 

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
ガ
イ
ド 

①  セットアップの事前準備をする 
 必要な機器が揃っているか、または破損がないかを確認します。 MANOMAから送信され
たメールを確認します。 
また、ご契約者さまの Amazonアカウントを取得します。 

②  AIホームゲートウェイをネットワークに接続する 
 ご自宅のブロードバンドルーターなどと AIホームゲートウェイを接続します。 

AIホームゲートウェイのシステムをバージョンアップします。 
③  MANOMA アプリを設定する 

 

MANOMA アプリをダウンロードし、ログインします。 
ご自宅の場所を設定します。 
AIホームゲートウェイ、室内カメラ、スマート家電リモコンなどの機器の設定をします。 

④  AIホームゲートウェイを設置する 
 Qrio Lockを設定し、玄関などのドアに設置します。 
⑤  室内カメラを登録・設置する 
 お好きな場所に室内カメラを設置します。 

⑥  Qrio Smart Tagの設定をする 
 MANOMA アプリに Qrio Smart Tagを登録します。 

⑦  開閉センサーの設定をする 

 MANOMAアプリに開閉センサーを登録します。 
⑧  開閉センサーを設置する 
 開閉状態をモニターするドアや窓に開閉センサーを設置します。 

⑨  Qrio Lockを設定する 
 Qrio Lockを設定し、玄関などのドアに設置します。 

⑩  ご家族を登録する 
 ご契約者さま以外で、MANOMAをご利用になるご家族を登録します。 

⑪  リモコンを登録する 

 セットアップしたスマート家電リモコンに操作する機器を設定します。 

⑫  MANOMA、Alexaの便利な機能を利用する 
 レシピ、Alexaスキルの「MANOMA」を設定します。 
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本
マ
ニ
ュ
ア
ル 

  

⑬  必要に応じて、MANOMA アプリの設定をする 
 ホーム画面からモードの変更を行います。 

メニュー画面から、様々な設定の変更を行います。 

⑭  MANOMAの「レシピ」を利用する 
 レシピで、ご利用になる MANOMAの機能を設定します。 

⑮  Alexaスキルの「MANOMA」「MANOMAスマートホーム」を利用する 
 Alexaスキルの「MANOMA」「MANOMAスマートホーム」で音声コマンドなどを利用しま

す。 
⑯  登録した機器や情報を変更・削除する 
 MANOMAで使用する機器やレシピ・ご家族などの情報を変更・削除します。 
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2 MANOMA アプリにログインする 
MANOMA アプリの各種設定を行うために、MANOMA アプリにログインします。 
ここでは、ログインとログアウトの方法を説明します。 
 ログインする（P.7） 
 ログアウトする（P.8） 

 ログインする 

  ホーム画面で 
（ MANOMA アプ
リ）をタップして、
起動します。 
 

 

  ログインに成功す
ると、ホーム画面に
現在の様子が表示
されます。 

 
 

 

ホーム画面については、「4 ホー
ム画面について」（P.11）を参照
してください。 

 

 
 
 
 
 

 

自動ログアウト機能 
初回ログイン時より 1 年以上経過する
と、セキュリティ上の観点から自動的に
ログアウトする設定になっています（手
順 1 のあとにログイン画面が表示されま
す）。 
アプリログイン ID の情報は保持されて
いるため、パスワードのみ入力し、ログイ
ンしてください。 
ログインに成功すると、ホーム画面が表
示されます。 

 

 

 

 通常、入力したパスワードは伏字で表
示されます。パスワードの文字列を表
示する場合は、 （パスワード表示）
をタップします。 

 「パスワードを保存」にチェックを入
れると、次回以降のログイン時にパス
ワードが入力された状態でログイン画
面が表示されます。 
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 ログアウトする 

  ホーム画面で、メニ
ューをタップしま
す。 

 

  メニュー画面でご
利用中のアカウン
ト名をタップしま
す。 
 

 

  プロフィール画面
で「ログアウト」を
タップします。 

 

  ログアウトの確認
ダイアログで「ログ
アウト」をタップす
ると、ログアウトで
きます。 
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3 MANOMA アプリの画面と機能 
ここでは、メニューから表示できる画面と、ご利用できる機能について説明します。 

 アプリケーション画面 

  

ライブカメラ（→P.33） 

表示位置の変更（→P.12） 

家電のリモコン操作（→P.13） 

録画の一覧（→P.34） 

ホーム画面（→P.11） 

メニュー画面（→P.18） 

・家族の管理（→P.19） 
・場所の管理（→P.22） 
・レシピ（→P.23） 
・通知設定（→P.24） 
・MANOMAからのお知らせ（→P.24） 
・連携サービス（→P.25） 
・サービス情報（→P.27） 
・アプリ情報（→P.27） 

モード変更（→P.14） 

タイムライン（→P.16） 
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 ご利用できる機能 

MANOMA アプリで利用できる機能は、「ご契約者さま」と「ご契約者さま以外のご家族」で、以下のよ
うになります。 
 

※1ご自身とご契約者さまの削除は不可 

※2ご自身と Qrio Smart Tagのみご利用のご家族の、場所の検知デバイスの登録・変更・削除が可能 
※3MANOMA Bizではご利用できません 

 
機能 ご契約者さま ご家族 

(ご契約者以外) 

ログイン MANOMA アプリへのログイン ○ ○ 

ホーム 
モードの手動変更 ○ ○ 

ロック操作 ○ ○ 

デバイス 

デバイスの追加・削除 ○ ○ 

デバイスの名前編集 ○ ○ 

室内カメラのプライバシー設定 ○ ○ 

家族の管理 

ご家族の追加・削除 ○※1 ○※1 

アイコン画像・ニックネームの変更 ○ ○ 

ご自身のメールアドレス更新 ○ ○ 

パスワードの変更 ○ ○ 

場所の検知の自動更新設定 ○ ○ 

居場所情報の変更 ○ ○ 

場所の検知をする機器の登録・変更・削除 ○※2 ○※2 

レシピの管理 
レシピの追加・削除 ○ ○ 

レシピの実行 ○ ○ 

セコム 駆けつけ
サービス※3 

アラートの表示と SECOMへの電話 ○ ○ 
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4 ホーム画面について 
ここでは、ホーム画面の表示や使い方について説明します。 
 ホーム画面でできること（P.11） 
 カードの表示位置を変更する（P.12） 
 家電をリモコン操作する（P.13） 
 警戒モードを変更する（P.14） 
 アプリ内通知について（P.15） 
 タイムラインについて（P.16） 
 デバイス画面について（P.17） 

 ホーム画面でできること 

ホーム画面では、スクロールするだけで、家族や家の状態がひと目で分かります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

① 表示位置変更ボタン 
タップすると、カードの表示位置変更画面が表示されます。 
→「4.2カードの表示位置を変更する」（P.12） 

② 家族の様子カード 
ご家族の居場所が表示されます。  
→「6居場所を手動で変更する」（P.28） 

③ カメラカード 
室内カメラの映像をライブ表示します。（複数台カメラを登録している場合、表示位置が一
番上のカメラのみ映像を表示します）タップするとカメラが起動します。 

④ 戸締り確認カード 
登録した開閉センサーまたは Qrio Lockの戸締り状態が表示されます。 

⑤ リモコンカード 
スマート家電リモコンに登録した家電をリモコン操作できます。 
→「4.3家電をリモコン操作する」（P.13） 

⑥ 温度／湿度カード 
登録したスマート家電リモコンの設置場所の温度・湿度が表示されます。 

⑦ ロックカード 
カード下部のステータスで鍵の戸締り状態が確認できます。ロングタップで、鍵の施錠・
解錠操作ができます。 

⑧ 警戒モードカード 
警戒モードの設定状態が表示されます。タップすると警戒モード設定画面が表示されます。 
→「4.4警戒モードを変更する」（P.14） 

⑨ タイムラインカード 
ご家族の場所をはじめ、レシピの実行、モード変更の履歴が表示されます。 
タップすると、履歴の一覧が表示され、表示項目の設定変更ができます。 
→「4.6タイムラインについて」（P.16） 

⑩ チャットカード 
タップするとMANOMAのチャットサポート画面に遷移します。 

⑪ デバイス 
タップすると、デバイス画面が表示されます。 →「4.7デバイス画面について」（P.17） 

⑫ メニュー 
タップすると、メニュー画面が表示されます。 →「5メニュー画面について」（P.18） 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
 

③ 

⑫ 

① 
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 カードの表示位置を変更する                                          

ホーム画面に表示される各カードの表示位置は変更することができます。 
たとえば一番上に表示させるカードをライブカメラではなくタイムラインにするなど、個人に合わせた
表示方法にカスタマイズすることできます。 

 
  表示位置変更ボタ
ンをタップします。 

 

  表示位置の変更画
面が表示され、移動
したいカードの項
目を上下タップす
ると表示順を自由
に設定することが
可能です。 
 

 

   

  項目左の✓を消す
と、カードを非表示
にすることも可能
です。 
※ただし、通知カー
ド、異常カードを
除く。 

 

  「確定」をタップし
て、表示位置、表示
/非表示の設定を変
更します。 
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 家電をリモコン操作する 

各場所に設置した家電をあらかじめスマート家電リモコンに登録しておくと、リモコンを使って運転開
始/停止、温度調整、音量の調整などの操作ができます。登録方法については、『MANOMA セットアッ
プガイド』を参照してください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  

リモコンカード 
スマート家電リモコンに登録した家電が設置場所ごとに表示され
ます。操作したい機器をタップすると、それぞれのリモコンが表示
され、機器を操作することができます。 

エアコンの場合  テレビの場合  照明の場合  
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 警戒モードを変更する 

 
警戒モード 設定内容 

オフ 警戒モードがオフの状態です。 
オン 警戒モードがオンの状態です。「異常状態を検知」のレシピが有効化されて

いる場合、開閉センサーの開閉や室内カメラの人感センサーで動きを検知す
ると異常モードになります。 

自動でモード切替 スマートフォンや Qrio Smart Tag を場所の検知デバイスとして設定して
いるご家族の在宅状況に応じて、自動で警戒モードのオン/オフを変更しま
す。 

 
  ホーム画面から警
戒モードカードを
タップします。 

 
  警戒モードの設定
画面が表示される
ので、「オフ」「オン」
または「自動でモー
ド切替」を選択しま
す。 
 

 

 
 

 [自動でモード切替の場合]  
警戒モードの時間設定をする場合は、以下の手
順で設定します。 

「警戒モードの
時間設定」を有
効化し、警戒モ
ードの開始時刻
と終了時刻を設
定します。 

 

 

 

 
警戒モードの時間設定をすることで、ご
家族の在宅状況に関わらず、設定した時
刻になると自動的に警戒モードに移行し
ます。 終了時刻を過ぎると、警戒モード
は解除され、ご家族の在宅状況に応じた
自動切換モードに戻ります。 
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 アプリ内通知について 

機器の登録やレシピの設定（P.29）を行うと、MANOMA アプリの画面上にご家族や家の状況に応じた
通知が表示されるようになります。 
通知は、内容の緊急度合によって 2段階のレベルがあります。 

 通知 
確認が必要な通知です。常に最新情報が一番上に表示され、複数件表示されます。「×」ボタンをタップ
する、もしくは「電話をする」などのアクションを実行後、次の通知が表示されます。 

 

 通知（異常モード） 
警戒モード中に、開閉センサーの開閉や室内カメラの人感センサーで動きを検知すると、侵入者がいる
可能性を異常モードとしてお知らせします。 

 

確認済み 
タップすると異常モードが解除され、通常のホーム画面が表示されます。 
「確認済み」をタップするまで異常モードは継続されます。 

電話で確認 
電話アプリでご家族や近所の方へ電話できます。 

駆けつけを要請（オプション） 
セコム駆けつけサービス（オプション）にご加入の場合に表示されます。 
タップすると、セコム駆けつけサービス窓口に電話で駆けつけを要請できます。 
セコム駆けつけサービスについては、「10 セコム 駆けつけサービスに申し込む」
（P.45）を参照してください。 
 

常に最新情報を通知し、複数件表示されます。 
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 タイムラインについて 

タイムラインのカードをタップすると、ご家族の場所をはじめ、レシピの実行、モード変更の履歴が一
覧で表示されます。 
タイムラインに表示する項目は「タイムライン表示項目」で設定できます。 
 

  
 

 タイムラインの表示項目を設定する 

タイムラインに表示する項目にはチェックを付けます（ON）。 
タイムラインに表示しない項目はチェックを外します（OFF）。 

 

 

「タイムライン表示項
目」で設定した項目の履
歴が表示されます。 

以下の表示について、ご家族全員または個別にON/OFF設定ができます。 
 場所に関する履歴項目 
 機器の操作に関する履歴項目（アプリで操作した場合のみ） 

※「全員の履歴」にチェックを付けると、ご家族全員にチェックが付きます。 

モード変更の履歴項目の表示についてON/OFF設定ができます。 

各機器が検知した履歴項目の表示について ON/OFF設定ができます。 
※「機器の動作履歴」にチェックを付けると、すべての機器にチェックが付きます。 

レシピが実行された履歴項目の表示についてON/OFF設定ができます。 
 

タップすると、タイムラインに表示する項目を選択する画面が表示されます。 
以下の「タイムラインの表示項目を設定する」を参照してください。 
画面上部に最新情報が表示されます。 

 モードの変更履歴 
モードのアイコンが表示されます。 
表示例： 「警戒モードになりました」 
     「通常モードになりました」 

 レシピの実行  
レシピのアイコンが表示されます。 

 機器の動作履歴  
機器の動作履歴が表示されます。 

 ご家族の場所  
該当のご家族のアイコン画像が表示されます。 
表示例： 「自宅につきました」「自宅をでました」 
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 デバイス画面について 

登録されているデバイスを一覧で表示します。 

 

 

 

  

登録されているデバイスが設置場所別に一覧で表示されます。 
登録できる機器・登録内容の上限は、以下のとおりです。 

機器の最大登録数（Qrio Smart Tagを含む） 50台 

設置場所の最大登録数 12か所 

機器名の最大文字数 256文字 

設置場所名の最大文字数 256文字 

スマート家電リモコンの最大登録数 8台 

Qrio Smart Tagの最大登録数 7台 

開閉センサーの最大登録数 30台 

室内カメラの最大登録数 4台 

Qrio Lockの最大登録数（1 Qrio Hubあたり） 2台 

 

タップすると、デバイスの追加画面が表示されます。 
追加方法については、『MANOMAセットアップガイド』を参照してください。 
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5 メニュー画面について  
ここでは、メニュー画面とメニュー画面からできる操作について説明します。 
 メニュー画面でできること（P.18） 
 ご家族の管理について（P.19） 
 場所の管理画面について（P.22） 
 レシピ画面について（P.23） 
 通知設定画面について（P.24） 
 お知らせ（P.24） 
 連携サービス画面（P.25）※ 
 サービス情報画面（P.27） 
 その他画面（P.27） 

※ MANOMA Bizではご利用できません。 

 メニュー画面でできること      

メニュー画面から各管理画面やお知らせ、設定画面などに移動できます。 
 

 

※ MANOMA Bizではご利用できません。 

設定できる項目が表示されます。 
各項目の詳細については、以下を参照してください。 
 家族の管理（P.19） 
 場所の管理（P.22） 
 レシピ（P.23） 
 通知設定（P.24） 
 MANOMAからのお知らせ（P.24） 
 連携サービス（P.25）※ 
 サービス情報（P.27） 
 アプリ情報（P.27）  
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 ご家族の管理について 

家族の管理画面では、登録されているご家族を一覧で表示できます。 
MANOMAを利用されるご家族の追加登録や削除ができます。 

 

家族の管理画面の見方 
表示されているご家族をタップすると、該当のご家族のプロフィール画面が表示されます。 
プロフィール画面については、「ご家族のプロフィール画面」（P.20）を参照してください。 

 

 
 

MANOMA アプリに招待中のご家族 

タップすると、家族の追加画面が表示されます。 
追加方法については、『MANOMA セットアップガイド』を参照してください。 

MANOMA アプリをご利用中のご家族 



5 メニュー画面について 

20 

ご家族のプロフィール画面 
 MANOMAアプリをご利用のご家族（ログイン済み） 

 

 
 

 
 

ご家族のアイコン画像が表示されます。 

アカウント（メールアドレス/電話番号）の変更画面が表示されます。 

パスワードの変更画面が表示されます。 

アプリからログアウトします。 
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 MANOMAアプリを利用していないご家族 

 
 
 

 

ご家族のアイコン画像が表示されます。 

場所の検知デバイスとして Qrio Smart Tagをご利用の場合、場所を検知
するまでの時間を設定できます。 
初期値は、推奨の「3分」です。 

 
場所の通知が頻繁に発生するなど誤検知がある
場合は、初期値の 3 分より時間を長めに変更し
てください。 
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 場所の管理画面について 

場所の管理画面では、家族が日常過ごす場所を登録したり、子どもの習い事などよく行く場所を登録し
ます。家族の管理で、家族の場所の検知デバイスを設定すると、登録した場所への出入りをご利用のス
マートフォンで通知として受け取れます。 
 

 
 

 場所の詳細画面 

 
 
 

登録されている場所の名前と住所が一覧で表示されます。 
登録カテゴリによってアイコンは異なります。 

タップすると、場所の追加画面が表示されます。 
追加方法については、『MANOMAセットアップガイド』を参照してください。 

場所の住所 
設定した場所の地図を表示します。 
※場所の位置は地図中央にピンで表示されます。 
※円は、場所の出入りを検知する範囲を表します。 

検知範囲 
200,300,400,500m から設定できます。 

場所の名前 

場所のカテゴリ 
場所のカテゴリを設定します。 
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 レシピ画面について 

MANOMAでは 3種類のレシピを利用できます。 
レシピを利用するためにはレシピの設定を行う必要があります。 
 

    
 
 
 

① 異常状態を検知 警戒モード時に、開閉センサーを取り付けたドアや窓などの
開閉や、室内カメラの人感センサーで動きを検知すると知ら
せてくれる機能。AIホームゲートウェイからは警告音が鳴動
します。 

② 家族が帰宅したら音楽再生 家族が不在時に、最初に帰宅した家族を室内カメラの人感セ
ンサーが検知すると自動で音楽を再生する機能。 

③ 帰宅時にリモコン操作 帰宅時に、スマート家電リモコンに登録したリモコン操作を
おすすめする機能。 

 

「+」ボタンからご利用になりたいレシピを設定します。 
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 通知設定画面について 

MANOMAからの通知について ON/OFFを設定できます。 
 

 
 

 お知らせ 

MANOMA のソフトウェアアップデート/サーバーメンテナンス/障害報告や、連携サービスからのお得
なキャンペーン情報などをお知らせします。 
なお、お知らせはアプリ内通知やプッシュ通知から確認することもできます。 
 

 
 

  

場所通知 
家族が「場所の管理」で登録した場所に出入りすると、ご利用のスマート
フォンに通知されます。 
ご利用には、あらかじめ「家族の管理」で検知デバイスの登録と、「場所の
管理」で場所の登録が必要です。 

戸締まり確認の通知 
警戒モードになったとき、設定している開閉センサーを取りつけたドアや
窓、Qrio Lcokを取りつけたドアの戸締まりを確認して通知します。 

デバイス操作の通知 
■Qrio Lock 
Qrio Lockを解錠/施錠したときに通知します。 

■Qrio Smart Tag 
家族が自宅にいるとき、Qrio Smart Tagのボタンを長押しすると通知しま
す。ご利用には「デバイス」で Qrio Smart Tagの登録と、「家族の管理」
で、検知デバイスに Qrio Smart Tagを設定する必要があります。 
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 連携サービス画面 

※ MANOMA Bizではご利用できません。 
 

 

 

 Entranceの提携サービスの場合 

契約の有無に関わらず、各サービスのサービスサイトやお問い合わせ窓口へのお電話番号などの情
報を表示します。 
 

（例） ベアーズの画面 

 

 

連携サービス一覧 
MANOMAと連携しているサービスが一覧で表示されます。 
サービス名称をタップすると、該当サービスの画面が表示されます。 
 
Entrance の提携サービスについては、下記の「Entrance の提携サービスの場合」
（P.25）を参照してください。 
 
セコム 駆けつけサービスについては、「セコム 駆けつけサービスの場合」（P.26）を
参照してください。 
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 セコム 駆けつけサービスの場合 

セコム 駆けつけサービスの加入状況を確認します。また、サービス加入サイトへ遷移できます。 
ご契約者さまのサービス加入状況によって表示される画面が異なります。 

 

 

 セコム 駆けつけサービスへの申し込みは任意です。 
 お申し込みに際し、加入料金や月額基本料金のお支払いは必要ありません。 

 
 セコム 駆けつけサービスに加入していない場合の確認画面 

 

 
 セコム 駆けつけサービスに加入している場合の確認画面 

 

 

セコム 駆けつけサービスをご利用になる場合 
「10 セコム 駆けつけサービスに申し込む」（P.45）を参照して、 
セコム 駆けつけサービスをお申し込みください。 

 

セコム 駆けつけ窓口の電話番号に電話し、 
駆けつけ要請を行うことができます。 

セコム 駆けつけサービスのご契約番号が表示されます。 
セコム 駆けつけ窓口でお客さまの契約番号を 
オペレーターにお伝えください。 

タップすると、サービス加入サイトが表示されます。 
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 サービス情報画面 

Entrance利用時などに必要なMANOMA契約 IDを確認することが可能です。 
 

 
 
 

 その他画面 

 

アプリ情報 
 

 

 

タップすると、プライバシーポリシーが表示されます。 

タップすると、オープンソースライセンスが表示されます。 

お使いのMANOMA アプリのバージョンが表示されます。 
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6 居場所を手動で変更する 
ホーム画面の家族アイコンをタップすると、家族がいる場所の地図や、登録されている場所への出入り
のタイムラインが表示されます。 
また、以下の条件で居場所を手動で変更することができます。 

ご家族の条件 手動変更 
ご自身のアカウントの居場所の変更 できる 
スマートフォンを利用しているご家族の居場所の変更 できない 
Qrio Smart Tagのみ利用している（スマートフォンを持っていない）ご家
族の居場所の変更 

できる 

  ホーム画面で居場
所を変更するご家
族のアイコンをタ
ップします。 
 

 

  場所の編集ボタン
をタップします。 
 

 

  変更したい場所も
しくは外出中を選
択し「確定」をタッ
プすると居場所が
変更されます。 

 

 

■アプリを利用しているご家族が外出
中の場合 
アプリを利用している家族が外出中
の場合は、地図は表示されません。登
録されている場所にいることが検知
されているときのみ、地図が表示され
ます。 
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7 MANOMAの「レシピ」を利用する 
MANOMAアプリで設定する、MANOMAの便利な機能を「レシピ」といいます。 
ここでは、レシピを利用するための、以下の操作について説明します。 
 異常状態を検知する（P.29） 
 ご家族が帰宅したら音楽を再生する（P.30） 
 帰宅時にリモコン操作を通知する（P.31） 

 異常状態を検知する 

本レシピは、警戒モード中に開閉センサー/室内カメラが動きを検知するとご利用のスマートフォンに
異常を通知し、ご自宅の AIホームゲートウェイから警告音を鳴動することができます。 

 

 

異常状態を検知してアプリに通知を行うためには、警戒モードをオンにしている必要
があります。警戒モードを変更する（→P.14）を参考に警戒モードを設定してくださ
い。 

 

  レシピの追加画面
で、「異常状態を検
知」をタップしま
す。 

 

  動きを検知するデ
バイスを設定する
ため「デバイスを選
択」をタップしま
す。 

 

  アプリに登録済み
の開閉センサー/室
内カメラが表示さ
れます。動きを検知
するデバイスを選
択し「確定」をタッ
プします。 

 

  設定した内容を確
認し「確定」をタッ
プします。 
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 ご家族が帰宅したら音楽を再生する 

本レシピは、家族の帰宅を室内カメラの人感センサーで検知すると、登録した AI ホームゲートウェイ
から Amazon Musicの音楽を再生することができます。 

  レシピの追加画面
で、「家族が帰宅し
たら音楽再生」をタ
ップします。 

 

  動きを検知するデ
バイスを設定する
ため「デバイスを選
択」をタップしま
す。 

 

  アプリに登録済み
の室内カメラが表
示されます。 
動きを検知するデ
バイスを選択し「確
定」をタップしま
す。 

 

  音楽を出力するデ
バイスを設定する
ため「デバイスを選
択」をタップしま
す。 

 

  アプリに登録済み
の AI ホームゲート
ウェイが表示され
ます。音楽を出力す
るデバイスを選択
し「確定」をタップ
します。 

 

  設定した内容を確
認し「確定」をタッ
プします。 
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 帰宅時にリモコン操作を通知する 

本レシピは、家族の帰宅を検知すると、登録したリモコン操作を実行するかMANOMAアプリに通知し
ます。通知は、帰宅を検知するご家族にのみ行われます。
 

  レシピの追加画面
で、「帰宅時にリモ
コン操作」をタップ
します。 

 

  帰宅を検知する家
族を設定するため
「家族を選択」をタ
ップします。 

 

  帰宅を検知する家
族が表示されるの
で、対象の家族を選
択し「確定」をタッ
プします。 
※場所の検知デバ
イスで「スマートフ
ォン」を設定してい
るご家族のみ本レ
シピを利用するこ
とができます。  

  リモコンで操作す
る家電を設定する
ため「デバイスを選
択」をタップしま
す。 

 

  リモコン登録され
ている家電が表示
されるので、操作し
たい家電を選択肢
「確定」をタップし
ます。 

 

  家電の操作内容を
設定するため「操作
内容を設定」をタッ
プします。 
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  操作する内容を設
定します。 

 

  設定した内容を確
認し「確定」をタッ
プします。 

 

 登録したご家族が、自宅に近づくとスマートフォンに以下のような通知が表示されます。 

 

 

Androidの場合 

 

iOSの場合 
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8 室内コミュニケーションカメラを利用する 
室内コミュニケーションカメラ（以降、室内カメラ）を利用することで、不在時でも室内カメラを設置
したお部屋の様子を録画したり、外出先からお部屋の様子をモニタリング（ライブカメラ）しながら、
在宅中のご家族とコミュニケーションをとったりすることができます。 
ここでは室内カメラでできること、およびその設定方法について説明します。 
 室内カメラの画面について（P.33） 
 クラウドから録画映像をダウンロードする（P.37） 
 室内カメラの録画モードを設定する（P.38） 

 室内カメラの画面について 
 

ライブカメラ画面 
室内カメラのライブカメラ画面では、ご自宅に設置した室内カメラの映像をライブカメラとして視聴で
きます。室内カメラからの映像を視聴することはもちろん、ご利用のスマートフォンと室内カメラで通
話することができるため、在宅中のご家族とコミュニケーションをとることができます。 
ご自宅に室内カメラが複数設置されている場合は、カメラの切り替えができます。 
 

 
 

  

 

 

「カバー開/閉」ボタンをタップすると以下の切り替えが可能です。 

 

 

 

 録画を停止します。 

録画を開始します。 

室内カメラのレンズカバーが開きます。 

 

 

室内カメラのレンズカバーが閉じます。 
録画中の場合、録画は停止します。 

ミュートボタンをタップすると以下の切り替えが可能です。 

「録画開始/停止」ボタンをタップすると以下の切り替えが可能です。 

カメラから音声が消音になります。 

カメラからの音声が聞こえる状態になります。 

「通話開始」ボタンをタップすると以下の切り替えが可能です。 

通話停止状態 

通話中状態 
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録画の一覧画面 
室内カメラで録画された映像は、連続的に室内カメラの microSD メモリーカードに保存されます。ま
た、異常状態を検知した場合は、室内カメラの microSD メモリーカードに録画された映像が自動的に
クラウドにアップロードされます。 
録画の一覧画面では、microSDメモリーカードおよびクラウドに保存された録画映像の一覧が、録画日
時の新しいものから順に表示されます。 
録画映像は 1時間単位のチャンク（塊）として一行ずつ表示されます。 
さらに、室内カメラの人感センサーが検知したイベントもひと目で確認でき、見たい映像を簡単に検索
できます。 

 

 

蓄積された録画映像により microSD メモリーカードの容量を超えてしまう場合は、古い録
画映像から順に新しい録画映像に上書きされます。 

 
 
 
 

 
 
 

 

シークバー 

録画映像チャンク一覧 
・連続して撮影した録画映像をチャンク（塊）として１時間単位で表示します。 
・新しい順に上から時系列で表示されます。 
・再生中動画アイコン 
「▶」は、映像表示領域に表示されている録画映像チャンクであることを表してい
ます。 

録画日時 

操作ボタン 
左より「3分前スキップ」「15秒前スキップ」「再生または一時停止」 
「15秒後スキップ」「3分後スキップ」のボタンが表示されます。 

オプションメニュー 
・カメラ設定：カメラの映像品質の設定やファームバージョンの確認ができます。 
・ダウンロード：クラウドに保存されている録画映像をご利用の端末に保存します。 

横画面表示にして、再生領域を拡大します。 
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シークバーの赤く表示されている箇所は人感センサーが反応し
ていた時間帯です。長時間の録画映像を確認する場合など、人
感センサーが反応していた箇所のみ確認すれば効率的です。 
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プライバシー設定 
室内カメラでは、登録されているご家族ごとに、在宅中にカメラ撮影録画を禁止するかを設定できます。
これを「プライバシー設定」といいます。 
プライバシー設定が有効となっているご家族が在宅中のときには、室内カメラへの接続ができなくなり、
ライブカメラの視聴や microSD メモリーカードへの録画が停止します。室内カメラのレンズカバーも
閉じます。初期値は OFFです。 
※ただし、室内カメラのライブカメラ画面で、シャッター開閉／録画開始・停止の操作は可能です。 
 

 

異常モード時は、プライバシー設定が無効になり、録画映像は microSDメモリーカードに
保存されます。 

 

 

 
 
 
 
 

プライバシー設定 
登録されているご家族ごとにプライバシー設定の ON/OFF を
切り替えます。 
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 クラウドから録画映像をダウンロードする 

異常モードを検知すると、室内カメラの microSD メモリーカードに録画された映像がクラウドにアッ
プロードされます。アップロードされた映像は、録画日時から約 3 か月後に自動的に削除されます
(MANOMA を解約された場合は、解約処理が完了した時点で自動的に削除されます)。異常モード時に
録画された映像は、以下の手順に従って、ご利用のスマートフォンにバックアップすることをお勧めし
ます 
 

  カメラ画面の右上
にあるオプション
メニューをタップ
します。 

 

  オプションメニュ
ーで「ダウンロー
ド」をタップしま
す。 
 

 

  クラウドに保存さ
れている録画映像
データが最新のも
のから順に時系列
で表示されます。 
リストからご利用
のスマートフォン
に保存したい映像
データにチェック
を付け、「ダウンロ
ード開始」をタップ
します。 
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 室内カメラの録画モードを設定する 

 
  カメラ画面の右上
にあるオプション
メニューをタップ
します。 

 

  オプションメニュ
ーで「カメラ設定」
をタップします。 
 

 

 

 

カメラ設定画面で設定・表示で
きる項目は以下のとおりです。 
【感度設定】 
人感センサーで検知する感度の
レベルを設定します。 
【録画モード】 
録画品質を設定します。 
・ 長時間モード（初期値）： 
長期の録画ができます。 

・ 高画質モード： 
長時間モードと画質やビット
レートが異なるため、1-2日の
録画が可能です。 

【microSDカード】 
カード容量の残量表示とカード
の安全な取り出し方法について
のご案内、microSD カードのフ
ォーマット（保存データ削除）が
できます。 
【その他】 
ファームウェアバーションを表
示します。最新のものか確認で
き、古い場合はファームウェア
更新できます。 
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9 MANOMAの機能を音声で操作する  
Alexaのスキルを利用することで、音声で家電を操作したり、戸締りを確認したりなど、ハンズフリー
で MANOMAの機能を利用することができます。 
 
ご利用できる Alexaのスキルには、Alexa 標準のスマートホームスキル「MANOMAスマートホームス
キル」と、 MANOMA独自のカスタムスキル「MANOMAスキル」があります。 
それぞれ対応する操作や発話が異なるため、 用途に合わせてお使いください。（併用も可能です） 

 MANOMAスマートホームスキル 

以下の音声で、テレビ・エアコン・照明など家電の操作が可能です。 

 発話例 「アレクサ、○○して」 

家電 操作 発話例 

テレビ 

電源 
 アレクサ、テレビをつけて／入れて 
 アレクサ、テレビを消して／切って 

チャンネル 
 アレクサ、テレビのチャンネルを１にして／1チャンネルに変えて 
 アレクサ、テレビのチャンネルをあげて／チャンネルをさげて 

音量 

 アレクサ、テレビのボリュームをあげて／大きくして 
 アレクサ、テレビのボリュームをさげて／小さくして 
 アレクサ、テレビを消音にして／ミュートにして 
 アレクサ、テレビの消音を解除して／アンミュートにして 

エアコン 

電源 

 アレクサ、エアコンをつけて 
 アレクサ、エアコンを消して／切って／オフにして 
 アレクサ、暖房をつけて／暖房を消して 
 アレクサ、冷房をつけて／冷房を切って 

モード設定  アレクサ、エアコンを暖房／冷房／自動／除湿／送風にして 

温度設定 
 アレクサ、エアコンの温度を 24度にして 
 アレクサ、エアコンの温度を上げて／下げて 

モード確認  アレクサ、エアコンのモードは何？ 

照明 
電源  アレクサ、照明をつけて／消して 
照度  アレクサ、照明を明るくして／暗くして 

※機種およびモードによって、操作が実行できない場合があります。 
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MANOMAスマートホームスキルの設定方法 
 

  ホーム画面の左上
にあるメニューボ
タンをタップしま
す。 

 
  「スキル・ゲーム」
のメニュー項目を
タップします。 

 
  右上の検索アイコ
ンをタップしま
す。 

 

  「マノマ」または
「MANOMA」を入
力し検索します。 

 
  検 索 結 果 か ら
「MANOMA スマ
ートホーム」スキ
ルを選択し、「有効
にして使用する」
をタップします。 

 
  認証画面が表示され
るので、MANOMA
アプリのアカウント
とパスワードを入力
し、「Sign In」をタ
ップします。 
※アカウント（メ
ールアドレス）は
すべて小文字で入
力してください 
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  アカウントが正常
にリンクされたこ
とを確認し、左上の
「×」をタップして
ウィンドウを閉じ
ます。 

 

  「端末を検出」をタ
ップします。 
スマート家電リモ
コンとお手持ちの
スマートフォンを
できるだけ近い位
置に置いて検出し
てください。 
 

 

 

 

端 末 の 検 出 を 行 う に は 、
MANOMA アプリでスマート家
電リモコンの機器登録およびネ
ットワーク設定が完了している
必要があります。まだ設定が完
了していない場合は、セットア
ップガイドを参照して設定を完
了してください。 

 

  スマート家電リモ
コンが検出される
まで待ちます。 

 

  検出に成功すると、
検出完了画面が表
示されます。「デバ
イスを選択」をタッ
プします。 
※画面例は、あらかじ
めMANOMA アプリで
スマート家電リモコン
に「テレビ」「エアコン」
「照明」を登録してい
るため、「３台のデバイ
スを検出」と表示され
ています。  

  検出されたデバイ
スの内 1 つを選択
し、「デバイスをセ
ットアップ」をタッ
プします。 

 

  セットアップ完了
画面が表示されま
す。「続行」をタップ
します。 
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  残りの検出された
デバイスがすべて
セットアップ完了
するまで、手順 11-
13 を繰り返しま
す。 

 

  すべてのデバイス
のセットアップが
完了したら「終了」
をタップします。 

 

  「デバイス」画面に
遷移します。 
操作できるリモコ
ンは、「すべてのデ
バイス」から確認で
きます。 
※エアコンは「サー
モスタット」として
も表示されます。 
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 MANOMAスキル 

※ MANOMA Bizではご利用できません。 
 
以下の音声で、戸締りの確認、家族への呼び出しができます。 

 発話例 「アレクサ、マノマで〇○して」 

操作 内容 発話例 

呼び出しの通知 
MANOMA アプリに登録されて
いるご家族全員に対して、呼び
出し通知を送ります。 

アレクサ、マノマで家族を呼び出して 

戸締りの確認 
玄関の施錠状況、すべての扉や
窓の開閉状況が確認できます。 

アレクサ、マノマで戸締りを確認して 

 

MANOMAスキルの設定方法 
 

  ホーム画面の左上
にあるメニューボ
タンをタップしま
す。 

 
  「スキル・ゲーム」
のメニュー項目を
タップします。 

 

  右上の検索アイコ
ンをタップしま
す。 

 
  「マノマ」または
「MANOMA」を入
力し検索します。 
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  検 索 結 果 か ら
「MANOMA」スキ
ルを選択し、「有効
にして使用する」
をタップします。 

 

  アカウントが正常
にリンクされたこ
とを確認し、左上の
「×」をタップして
ウィンドウを閉じ
ます。 
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10 セコム 駆けつけサービスに申し込む 
※ MANOMA Bizではご利用できません。 

セコム 駆けつけサービスは、ご利用者さまの要請により、セコムの対処員がご自宅を訪問して安全を
確認したり、ご利用者さまに同行して安全を確保したりするサービスです。 
「自宅にいる子供や高齢の祖父母のことが心配」「1人で帰宅するのが不安」といった場合に利用できま
す。 
セコム 駆けつけサービスをご利用になる場合は、サービスを提供する「セコム株式会社」へのお申し込
みが必要です。セコム 駆けつけサービスのサイトで内容をご確認のうえ、お申し込みください。 

 

 セコム 駆けつけサービスへの申し込みは任意です。 
 お申し込みに際し、加入料金や月額基本料金のお支払いは必要ありません。 

 
  メニュー画面で、
「連携サービス」を
タップします。 

 

  連携サービス画面
で、「セコム 駆けつ
けサービス」をタッ
プします。 

 

  セコム 駆けつけサ
ービスの確認画面
で、「サービスサイ
トへ」をタップしま
す。 

 

  セコム 駆けつけサ
ービスのサイトで、
内容を確認し、ペー
ジ下部にある申込
ボタンからサービ
スマイページにロ
グインしてお申し
込みください。 
 
 

 

 

 

お申し込みから契約完了まで
は、セコム株式会社の審査があ
るため、数日かかります。 
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11 Entranceの提携サービスを利用する 
これまで、ご不在宅で家事代行やハウスクリーニングといったサービスを利用する場合は、事前に鍵を
預けたり、遠隔操作などで鍵の解施錠をしたりする必要がありました。 
MANOMAで提供される鍵の解施錠管理機能「MANOMA Entrance」を利用すると、事前に予約した日
時にご自宅を訪問したサービス事業者が、サービス会社のスタッフであることを認証したうえで玄関の
鍵を解施錠します。 
ご利用の際は、連携サービス画面の各社サービス画面をご確認のうえ、各事業者へ直接お申し込みくだ
さい。なお、各サービスの料金・申込方法は事業者により異なります。 
 

 

Entranceの提携サービスを利用する場合は、以下の条件を満たす必要があります。 
 MANOMAサービスを利用開始していること 
 Qrio Lockを MANOMAアプリへ登録していること 

※ Qrio Hubを利用している場合、リモート操作設定済みの Qrio LockをMANOMAアプ
リへ登録してください。 

 Qrio Lockを 2 つ以上の扉に設置していないこと（ 1 つの扉に 2Lockは可、表口と勝
手口への設置などは不可） 

 利用する Qrio Lockは型番が Q-SL2 であること 
 

 作業開始と作業終了のお知らせについて 

連携サービス事業者の作業開始と作業完了は、ホーム画面でお知らせします。 
ここでは、「ベアーズ」を利用した場合の画面を例に説明します。 
 

               

 

作業を開始したとき 
ホーム画面に Entrance 連携サ
ービスカードが表示され、事業
者のアイコンと作業中のステ
ータスを確認することができ
ます。 

作業を完了したとき 
ホーム画面に表示されている
Entrance 連携サービスカード
が非表示となります。タイムラ
インにて作業完了を確認する
ことができます。 
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12 登録したデバイスや情報を削除する 
ここでは、以下の操作について説明します。 
 デバイスを削除する（P.47） 
 ご家族のアカウントを削除する（P.49） 
 レシピを削除する（P.50） 
 Alexaスキルの「MANOMA」を無効化する（P.51） 
 録画した映像を削除する（P.51） 
 リモコンの登録情報をすべて削除する（P.53） 

 

 デバイスを削除する 

登録されているデバイスを MANOMA アプリから削除します。

 
  デバイス画面から、
削除するデバイス
をタップします。 
 
ここでは、例として
AI ホームゲートウ
ェイを削除する画
面で説明します。 

 

  削除するデバイス
の内容を確認し、
（ゴミ箱）をタッ

プします。 

 

  デバイスの削除ダ
イアログで「OK」を
タップします。 

 

  デバイス画面で該当のデバイスが削除さ
れたことを確認します。 
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開閉センサーを削除する 
登録されている開閉センサーを MANOMA アプリから削除します。

 
  デバイス画面から
削除したい「開閉セ
ンサー」をタップし
ます。 

 

  削除したい開閉セ
ンサーの内容を確
認し、 （ゴミ箱）
をタップします。 

 

  デバイスの削除ダ
イアログで「OK」を
タップします。 

 

  開閉センサーの削
除画面で、開閉セン
サーの削除方法を
確認し、センサーを
解除モードにする
ため、「削除の開始」
をタップします。 
※強制削除された場合
は初期化を行わないと
再登録できません。初
期化の方法はコチラを
ご確認ください。 
 

 

  開閉センサーの裏
ぶたを取り外し、タ
ンパスイッチを 2
秒間に 3 回押しま
す。削除に成功する
と、削除したセンサ
ーの名前が表示さ
れるので、確認後
「OK」をタップし
ます。 

 
 

 

https://support.sonynetwork.co.jp/manoma/web/knowledge3054.html
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 ご家族のアカウントを削除する 

 

  家族の管理画面で、
削除するご家族を
タップします。 

 

  削除するご家族を
確認し、 （ゴミ
箱）をタップしま
す。 

 

  家族の削除ダイア
ログで「OK」をタッ
プします。 

 

  家族の管理画面で、該当のご家族が削除さ
れたことを確認します。 
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 レシピを削除する

  レシピ画面で、削除
したいレシピをタ
ップします。 

 

  内容を確認し、
（ゴミ箱）をタップ
します。 

 

  レシピの削除ダイ
アログで「OK」をタ
ップします。 
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 Alexaスキルの「MANOMA」を無効化する 

  Amazon Alexa アプリのホーム画面上に
ある （メニューボタン）をタップしま
す。 

  メニュー項目で「スキル」をタップします。 

  Alexaスキルの「MANOMA」のページを表
示し、スキルの無効化を行います。 

 
 
 

 

 録画した映像を削除する 

室内カメラで録画した映像を削除することができます。 

microSDメモリーカードに保存した録画映像を削除する 
 

  録画の一覧画面で、
削除するチャンク
を選択した状態で
オプションメニュ
ーをタップします。 

 

  メニューから「削
除」をタップしま
す。 

 

  録画映像の削除ダ
イアログが表示さ
れます。 
「OK」をタップし
ます。 
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クラウドに保存された録画映像を削除する 
 

  ダウンロード画面
で、削除する録画映
像にチェックを付
け、右上にある削除
アイコンをタップ
します。 

 
 
 
 
 

  録画映像の削除ダ
イアログが表示さ
れます。 
「削除」をタップし
ます。 

 

 

クラウドに保存された録画映像は削除す
ると復元できません。 
ダウンロードするなど、必要に応じて、事
前に保存してください。 
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 リモコンの登録情報をすべて削除する 

スマート家電リモコンを削除することで登録した情報をすべて削除することができます。 
 

  スマート家電リモ
コン画面で、画面右
上の （ゴミ箱）を
タップします。 

 

  デバイスの削除ダ
イアログで「OK」を
タップします。 

 

  デバイス画面でス
マート家電リモコ
ンが削除されたこ
とを確認します。 
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こんなときは 
MANOMA のご利用に関して不明な点やトラブルが発生した場合の解決方法は、下記のページで紹介し
ていますので、参照してください。   

 
 

更新履歴 
 

2021年 1月 29日更新 Ver.10.0.0 
2020年 12月 4日更新 Ver.9.0.0 
2020年 7月 13日更新 Ver.8.0.0 
2020年 6月 2日更新 Ver.7.0.0 
2019年 10月 18日更新 Ver.6.0.0 
2019年 6月 14日更新 Ver.5.0.0 
2019年 2月 15日更新 Ver.4.0.0 
2018年 12月 28日更新 Ver.3.0.0 
2018年 12月 19日更新 Ver.2.0.0 
2018年 10月 23日発行 Ver.1.0.0 

 

 MANOMA サービスサイトの FAQ 
https://manoma.jp/r/faq 
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お問い合わせ先 
●お問い合わせの前に・・・ 
サポートページでは、お客様から寄せられたよくあるご質問を 
掲載しています。 
お困りの際は、こちらをご確認のうえ、お問い合わせください。 

 

ご契約内容の確認や変更など各種手続きに関するお問い合わせ 

フォームによるお問い合わせ MANOMAサポートデスク 

  

 
設定方法や使い方に関するお問い合わせ 

MANOMAチャットサポート（※無償） MANOMA解決サポート（※有償） 

  

 
機器故障など修理に関するお問い合わせ 

ソニーネットワークコミュニケーションズ総合窓口 
故障かな？と思ったら、まずは、サポートページの FAQを参考にお調べ頂き、それでも改善しない場合は、ソニーネットワ
ークコミュニケーションズ総合窓口までお問い合わせください。 

 

 
 

 MANOMA サポートページ 
https://support.sonynetwork.co.jp/
manoma/web/index.html  

https://support.sonynetwork.co.jp/
manoma/web/form150.html 

受付時間： 9：00～18：00 
（1月 1日、2日および弊社指定のメンテナンス日を除きます。） 
 
※ 一部の IP電話から 03-5796-6259（通常の通話料がかかります。） 
※ IP電話とは、「So-net フォン」など、インターネット回線を利用した
サービスのことです。 

0120-183-019 

電話番号：マイページよりご確認ください。 
https://manoma.jp/_mypage/account/login 

受付時間： 9：00～18：00 
（1月 1日、2日および弊社指定のメンテナンス日を 
除きます。） 
 
※ ご利用には、MANOMA解決サポート（月額：500円 ※税抜）をお申
し込みいただく必要がございます。 
ご希望のお客さまは、マイページよりお申し込みをお願いします。 

受付時間： 9：00～18：00 
（1月 1日、2日および弊社指定のメンテナンス日を除きます。）0120-520-053 

※ 一部の IP電話から 03-5796-6285（通常の通話料がかかります。） 
※ IP電話とは、「So-netフォン」など、インターネット回線を利用したサービスのことです。 

サポートページ内のチャットよりお問い合わせ
ください。 
https://support.sonynetwork.co.jp/
manoma/web/index.html 

※MANOMA Bizに関するお問い合わせ先は次ページをご確認ください。 
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MANOMA Bizに関するお問い合わせ 

MANOMA Biz サポートデスク 

 

 
 
● 電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにご注意ください。 
● お問い合わせ内容に応じて、お問い合わせ窓口の電話番号が異なるため、他の窓口で対応可能なお問い合わせ内容については、該当
担当窓口へ転送させていただくこともございます。あらかじめ、ご了承ください。 

● お客さまのご要望に正確かつ迅速に対応するため、通話内容を録音させていただいております。対応終了後、消去いたします。 
 

受付時間： 11：00～20：00 
（年末年始およびシステムメンテナンス日を除きます）0120-829-814 

※ 一部の IP電話から 03-6375-8016（通常の通話料がかかります。） 
※ IP電話とは、「So-netフォン」など、インターネット回線を利用したサービスのことです。 
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