
  

 

2020年 4月 17日 

SB C&S株式会社 

 

Yeelightのスマートホーム 4製品を発売 

 

SB C&S 株式会社は、200 か国以上での販売実績を誇る世界的なスマート照明メーカーQingdao Yeelink 
Information Technology Co.,Ltd（以下、Yeelight）のスマートライト 4製品「スマート LEDライト（マ
ルチカラー）」「スマート LEDライト（調光）」「スマート LEDテープライト（2m）」「延長用スマート LED
テープライト（1m）」を、SoftBank SELECTION オンラインショップや PayPayモール、Amazon、全
国の家電量販店（一部店舗を除く）で 2020 年 4 月 24 日に発売します。発売に先立ち、SoftBank 
SELECTION オンラインショップと PayPayモール、Amazon、全国の家電量販店（一部店舗を除く）で
は、本日より予約の受け付けを開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スマート LEDライト（マルチカラー）」は、スマホやスマートスピーカーと接続してカラーや明るさを

自由に切り替えることができる LED 電球です。気分や雰囲気に合わせて 1600 万色の中からカラーを選

んだり、スケジュール機能を利用して目覚める時間に合わせて段階的にライトを点灯させたりと、ライフ

スタイルに合わせて活用することができます。「スマート LEDライト（調光）」は、5%～10%の範囲で明

るさを調整することができ、スマホからいつでも心地よい明るさに設定できます。 

 

「スマート LED テープライト（2m）」は、スマホやスマートスピーカーと接続してカラーや明るさを自

由に切り替えることができる間接照明です。家具の裏やクローゼット、ベッドルームなどに設置すること

でフットライトやインテリアのアクセントとして活躍します。裏面に粘着テープが付いているため取り付

けが簡単で、短くカットすることや、「延長用スマート LEDテープライト（1m）」を使用して最大 10mま

で延長ができるなど、お好みの長さにアレンジが可能です。 

 

今回発売する 4製品は、Yeelightアプリで外出先からでも操作が可能で、他の Yeelight製品とまとめてグ

https://www.softbankselection.jp/cart/top.aspx/?utm_source=pr&utm_medium=ols&utm_campaign=2019112701
https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/softbank-selection/top/
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ループ管理することができます。外出中の照明消し忘れ確認、防犯対策にも役立ちます。Wi-Fi に接続す

るだけですぐに利用でき、設定も簡単です。スマートスピーカーにも対応しており、手がふさがっている

ときや、スマホが手元に無いときでも音声で操作するこができるなど、日々の生活をより便利で快適に過

ごすことができます。 

 

※「延長用 LEDテープライト（1m）」は「LEDテープライト（2m）」との連結が必要です。 

 

SoftBank SELECTION オンラインショップ 

https://www.softbankselection.jp/onlineshop/ 

 

【今回発売する 4製品】 

スマート LEDライト（マルチカラー） 

 製品画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な特長 

‐ 1600万色のカラーや明るさを自由に設定可能 

‐ 外出先からでもスマホで操作可能 

‐ 設定した時間に電源点灯や消灯ができるタイマー機能搭載 

‐ スマートスピーカーに対応し、音声で操作可能 

‐ 音に合わせてライトが変化するミュージック連動機能 

 

 主な仕様 

バルブサイズ（口径） E26 

広配光タイプ 160°～170° 

明るさ 800ルーメン 

色温度 1700K～6500K（ろうそくのような温かい色～青みが強いクールな色） 

定格入力 100-240V～50/60Hz 

定格電力 8.5W 

サイズ 縦 124㎜×横 60㎜ 

ワイヤレス接続 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n 2.4GHz 

https://www.softbankselection.jp/onlineshop/
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対応OS Android 4.4以降および iOS 8.0以降 

 

 価格（税込み） 

オープン価格（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：3,630円） 

 

 製品URL 

https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580549350218 

 

スマート LEDライト（調光） 

 製品画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な特長 

‐ 5%～100%の範囲で明るさの調整可能 

‐ 外出先からでもスマホで操作可能 

‐ 設定した時間に電源点灯や消灯ができるタイマー機能搭載 

‐ スマートスピーカーに対応し、音声で操作可能 

 

 主な仕様 

バルブサイズ（口径） E26 

広配光タイプ 160°～170° 

明るさ 800ルーメン 

色温度 2700K（電球色） 

定格入力 100-240V～50/60Hz 

定格電力 8.5W 

サイズ 縦 124㎜×横 60㎜ 

ワイヤレス接続 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n 2.4GHz 

対応OS Android 4.4以降および iOS 8.0以降 

 

 価格（税込み） 

オープン価格（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：2,420円） 

https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580549350218
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 製品URL 

https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580549350201 

 

スマート LEDテープライト（2m） 

 製品画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な特長 

‐ カラーや明るさを自由に設定可能 

‐ 外出先からでもスマホで操作可能 

‐ 裏面の粘着テープにより、取り付けが簡単 

‐ 好みの長さに短縮可能 

‐ スマートスピーカーに対応し、音声で操作可能 

‐ 音に合わせてライトが変化するミュージック連動機能 

 

 主な仕様 

周波数帯域 2400MHz-2483.5MHz 

定格入力 100-240V～50/60Hz 0.17A 

定格電力 7.5W 

サイズ 長さ 2m、幅 1cm 

ワイヤレス接続 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n 2.4GHz 

対応OS Android 4.4以降および iOS 8.0以降 

 

 価格（税込み） 

オープン価格（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：6,600円） 

 

 製品URL 

https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580549350195 

 

延長用スマート LEDテープライト（1m） 

https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580549350201
https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580549350195
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 製品画像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な特長 

‐ 「LEDテープライト（2m）」に接続し、最大 10mまで延長可能 

‐ 裏面の粘着テープにより、取り付けが簡単 

‐ 好みの長さに短縮可能 

 

 主な仕様 

周波数帯域 2400MHz-2483.5MHz 

定格入力 100-240V～50/60Hz 0.17A 

定格電力 7.5W 

サイズ 長さ 1m、幅 1cm 

ワイヤレス接続 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g /n 2.4GHz 

対応OS Android 4.4以降および iOS 8.0以降 

 

 価格（税込み） 

オープン価格（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：1,760円） 

 

 製品URL 

https://www.softbankselection.jp/cart/ProductDetail.aspx?sku=4580549350225 

 

 

Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd について 

2012 年にスマートライトのブランド「Yeelight」を設立。現在 210 の国と地域で製品を販売してお

り、Yeelight ブランドの製品の累計出荷数は 1,300 万個に達する。 

 

⚫ SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標
です。 

⚫ その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。 

 


