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さまざまなご要望を実現できる対応力があります

確かな技術と対応力で
スマートホームをもっと便利に

開発・組込み支援・
生産まで

ワンストップで
サポート

クラウド連携
お客様のさまざまな

システムやサービスと
連携可能

Wi-Fiワットチェッカー
RS-WFWATTCH1

Bluetoothワットチェッカー
RS-BTWATTCH2

スマート家電リモコン
RS-WFIREX4

Wi-Fi環境センサー
RS-WFEVS1

小型温湿度センサー
RS-SEEK3

ラインナップ

Wi-Fi Wi-Fi

Wi-Fi Bluetooth

採用実績多数！

など

通信事業者 住宅設備機器メーカー 賃貸住宅管理 ホテル

電機機器メーカー 家電量販店 システム開発

Bluetooth

家電を制御する

赤外線でコントロール

電力をはかる

家電の動作状況を把握

空気質を見える化する
CO2・PM2.5・VOC…

スマートスピーカーに話す

声で家電を制御

手がふさがっていても操作可能

今ある家電そのままで OK

家族に安心の環境づくり

　家族やペットの熱中症対策

宅内に IoT センサーデバイスを設置し、入居者の利便性や快適性、安心感を高めます。

：当社にて開発実績のあるデバイス

ラトックシステムのスマートホーム展開

温度・湿度を見える化する
室内の快適度を表示

Wi-Fi CO2センサー
RS-WFCO2

Wi-Fi

LTE-M CO2センサー
RS-LTECO2

LTE-M

スマート家電リモコン
RS-WFIREX5

Wi-Fi Bluetooth
スマート家電リモコン
RS-BTIREX2

Bluetooth

Bluetooth環境センサー
RS-BTEVS1

Bluetooth

空気質を見える化する
温度・湿度を見える化する

電力をはかる家電を制御する

温度・湿度を
見える化する

Wi-Fi

smaliaスマートリモコン
RS-WBRCH1
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IoT時代に集める、つなぐ技術で貢献する
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ラトックシステム株式会社
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東京支店 コーポレート・ソリューショングループ

法 人 様 専 用 窓 口
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スマホを操作する

家電の制御、計測値の確認

どこでも家電の操作や計測値の
確認が可能



コマンド仕様を提供

赤外線の送信・学習 / センサー情報（温度、湿度、明暗）取得  ほか

商談の上、システム組み込みに必要なコマンド仕様書を提供可能です。
※機密保持契約の締結が必要です。

豊富なリモコンライブラリ
当社では、自社で集めた家電のリモコンデータをプリセット
で用意。メーカー、モデル、型番を選択するだけで、すぐに使
うことができます。
プリセットへのリモコンデータの追加にも対応可能です。

Actions
on Google AWS Gateway

Alexa Skill

Google
アシスタント搭載

スピーカー

Amazon Alexa
搭載スピーカー

スマート家電リモコン
RS-WFIREX4

Lambda IoT MQTT

AWS

Wi-Fiルーター

外出先から ご自宅で

S3
（プリセットデータ）

お客様の
クラウド

LTE

2AWS API Gateway
経由の通信

AWS Lambda
ダイレクト呼び出し通信

赤外線

スマート家電リモコンは、スマートフォンやスマートスピーカーを使って、おうちの家電を操作できる IoT デバイスです。
温度 ・ 湿度 ・ 明暗センサーを搭載し、外出先からの確認や操作もおこなえます。

【例】システム構成（RS-WFIREX4)

おうちの家電を操作

ハード・クラウド・アプリを自社開発！　スマートホームの付加価値upに！

スマートホームの付加価値 UP ！
スマート家電リモコンで 「家電操作」 機能をプラス

自社開発だからこそ、様々な要件に柔軟に対応することが可能です。

ソリューションに合わせて無線規格を選択可能

A

B C
D

E

最新データを
スピーディーに反映

国内家電メーカーとの
リレーション

プリセット数
750 機種以上
※2022年7月現在

コマンドの例

AWS経由の通信 Wi-Fi通信

アプリ開発 iOS　Android　WindowsA

スキル開発
Amazon Alexa　Googleアシスタント
Line ClovaB

クラウド
（AWS IoT）
構築・連携

データ収集　データ処理　アプリ管理　
認証　セキュリティ管理　外部データ連携　
デバイス接続管理 など

・APNセレクトコンサルティングパートナー
・SPS 認定済ソリューションパートナー
・ELTRES パートナー

C

通信プログラム
開発

Bluetooth　Z-Wave　Wi-SUN　
Wi-Fi　LPWA

・Bluetooth SIG
・Wi-SUN Alliance、 
・Z-Wave AllianceD

デバイス開発

スマート家電リモコン

E センサーデバイス
　温度　湿度　照度　電力　電圧　電流　加速度
　CO2　PM(1/2.5/4/10)　VOC　気圧　UV

開発実績

スマホとの接続、設定が簡単。
IoTゲートウェイへの接続に。

Bluetooth
リモコン

安定した長距離伝送。エネルギー分野・スマー
トメーターで採用されている規格。

Wi-SUN
リモコン

アプリケーションクラスの互換性が確保され
た規格なので、導入が容易。

Z-Wave
リモコン ゲートウェイ AWS

クラウド

IoTサービスでの採用実績がもっとも多い
リモコンです。

Wi-Fi
リモコン

ルーター

リモコンは、Wi-Fiのほか、Bluetooth、Z-Wave、Wi-SUN接続モデルを展開。

スマホとの接続、設定が簡単。
IoTゲートウェイへの接続に。

Wi-Fi
環境センサー

Bluetooth
環境センサー

スマホとの接続、設定が簡単。
IoTゲートウェイへの接続に。

ネットワーク環境が届かいない場所への設
置が可能。

LTE-M
CO2センサー

ゲートウェイ

AWS
クラウド（SORACOMサービス経由）

ルーター

CO2や温湿度などの空気質を可視化する環境センサーは、Wi-Fi、LTE-M、Bluetooth接続
モデルを展開しています。

加入団体
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