
工事のいらないホームセキュリティ
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1 ご自宅の状況を外出先で確認 2 ブザーで侵入者を威嚇 3 履歴で動きを振り返り可能

「あれ戸締りしたっけ？」など、外出後
に不安になってしまうことはありません
か？専用アプリからいつでもご自宅の状
況を確認でき、センサーの反応はリアル
タイムにプッシュ通知で受信できます。

空き巣、ストーカーなどの侵入者がもっ
とも恐れるのは『音』です。外出時など
にアプリで「警報モード」設定をすれ
ば、センサーが反応した際に異常を検知
して警報音を再生します。

留守中の侵入被害。痕跡を残さず、盗聴
器やカメラを仕掛けるストーカー犯罪も
増えています。センサーの動きは時系列
に履歴で確認でき、不在時の不審な動き
にも簡単に気づくことができます。

異常時にブザー音を再生

不安を感じたとき、すぐに気軽に始められる 
ホームセキュリティを開発しました。
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簡単に導入可能
リーズナブルな

価格と体験保証

家の安全を

スマホで確認

もしもの時も

安心

ネット申込・60秒で完了 外出中も家の安全を確認 家の異常をスマホに通知初期費用0円

もしもの時に活用できるオ

プションサービスもご用意

月額1,480円 から(税込1,628円) 
工事不要、5分設置 センサー反応履歴を確認 大音量のブザーで警報

届いてから14日間無料体験
3M製の貼ってはがせる

両面テープで貼り付け 違約金なしでいつでも解約

leafee (リーフィー) の特徴
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お手持ちのスマートフォンお家に工事不要で設置可能

専用アプリ

工事不要で機器をカンタンに取り付けできます。 

設置箇所にインターネット環境がない場合はLTE回線で導入できます。

インターネット

Wi-Fi回線

Wi-FiまたはLTE回線無線接続

ホームハブ

セキュリティカメラ

センサー

leafee (リーフィー) のしくみ



専用アプリ画面
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センサー情報を確認 センサーの反応履歴 状況の変化をスマホに通知今の家の様子を確認

シンプルで操作が簡単な専用アプリを提供しています。 

アプリを開けば、パッと”ひと目”で状況が把握できます。



メディア掲載
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メディアからも多く注目されています。

詳しくはこちら
https://news.leafee.me/tag/media/

https://news.leafee.me/tag/media/


お申し込みについて2
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無料で試してから導入可能
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これまで試すことが難しかったホームセキュリティを 

安心してお試しいただくことにこだわりました。

初期費用 日間無料体験円0 14
機器はレンタルです。 

初期費用が発生せずにスタートできます。

14日間はクレジットカードの決済はさ

れません。期間内に解約すれば無料で

お試しできます。

契約期間の縛りや解約時の違約金はありません。



解約も簡単
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leafeeの解約はインターネットで完結。書類や電話でのやりとりは不要です。 

まずはお試しいただきたいので、お申し込みと解約の手軽さにこだわりました。

いつでも 
解約！

ネットで申し込み レンタル機器のご返送

ご自分の都合に合わせて 

いつでも解約が可能です。

機器をご返送ください。 

機器が弊社に到着し次第 

解約完了です。



ご利用開始までのステップ
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ご利用開始までの3ステップ

1 ネットで申し込み
フォームに必要事項を入力す
れば申し込みが完了します。

2 機器のセットアップ
工具は不要です。シールなど

で簡単に設置できます。

3 ご利用開始
アプリをインストールして 

利用を開始します。

 https://lp2.leafee.me

https://lp2.leafee.me/


プラン・ご利用料金について3
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プランの種類
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設置する機器をレンタルするか、購入するかでプランを選択します。

機器をレンタルで提供します。 

初期費用が0円でご利用を開始できます。

はじめに機器を購入いただきます。 

月額費用を抑えてご利用いただけます。

サブスクプラン で利用を開始した後に、 

ご利用中の機器を購入して 機器買取プラン に変更できます。

サブスクプラン 機器買取プラン



サブスクプランのご利用料金
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サブスクプラン 機器をレンタルして利用開始
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（税込¥1,628/月）
¥1,480~ 月¥0初期費用 月額費用

スターターセット 無料で1セットをレンタル

ネットワーク環境 Wi-FiまたはLTE回線を選択可能 
※ LTE回線を利用する場合、月額費用に ¥500(税込 ¥550)が追加されます。

無料トライアル期間 14日間

利用可能な端末の台数 4台のスマートフォンまで

利用可能な機器の台数 ホームハブ 3台、センサー24台、カメラ3台まで

機器の追加 いつでも追加レンタルが可能 
不要になったらいつでも返却が可能

保証期間 期限なく無償交換可 
※ 製品動作に問題があった場合



追加機器のレンタル料金
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お住まいの間取りなどに合わせて追加機器をレンタルができます。 
導入後にいつでも追加でレンタル機器を追加できます。

ホームハブ Wi-Fiモデル

leafee hub

（税込¥594/月）
¥540 月

設置箇所のWi-Fiインターネット環境
と接続して利用するモデルです。 
インターネットとセンサーを中継す
るハブとして機能します。

ホームハブ LTEモデル

leafee hub

（税込¥1,628/月）
¥1,480 月

LTE(4G)回線を用いてご利用いただけ
るモデルです。設置箇所にWi-Fiイン
ターネット環境がない場合でも、イ
ンターネットとセンサーを中継する
ハブとして機能します。

LTE (4G)

対応



追加機器のレンタル料金

16

人感センサー

leafee move

（税込¥385/月）
¥350 月

人の動きを検知して設置箇所の動き
を確認できます。

セキュリティカメラ

leafee cam

（税込¥429/月）
¥390 月

設置箇所のライブ映像や、最大20日
の録画動画を確認できます。 
※ 録画に必要なmicro SDカードは別
売りです。

開閉センサー

leafee mag

（税込¥385/月）
¥350 月

窓鍵の施錠状態や、ドアや冷蔵庫な
どの開閉を確認できます。



機器買取プランのご利用料金

17



機器買取プラン 機器を最初に購入して利用開始
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（税込¥1,078/月）
¥980~ 月

（税込¥12,980）
¥11,800~初期費用 月額費用

スターターセット ¥11,800 (税込 ¥12,980) 
※ LTE回線を利用するセットは ¥18,000 (税込 19,800)

ネットワーク環境 Wi-FiまたはLTE回線を選択可能 
※ LTE回線を利用する場合、月額費用に ¥500(税込 ¥550)が追加されます。

無料トライアル期間 14日間 
※ トライアル期間内に解約した場合は、機器の返却後初期費用を全額返金させていただきます。

利用可能な端末の台数 4台のスマートフォンまで

利用可能な機器の台数 ホームハブ 3台、センサー24台、カメラ3台まで

機器の追加 いつでも追加の購入が可能

保証期間 ご購入より1年間 
※ 製品動作に問題があった場合



追加機器の購入料金
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お住まいの間取りなどに合わせて追加で機器をご注文いただけます。 
導入後にいつでも単品の追加購入が可能です。

ホームハブ Wi-Fiモデル

leafee hub

（税込¥6,028）
¥5,480

設置箇所のWi-Fiインターネット環境
と接続して利用するモデルです。 
インターネットとセンサーを中継す
るハブとして機能します。

ホームハブ LTEモデル

leafee hub

（税込¥550/月）（税込¥10,780）
¥9,800 ¥500 月

LTE(4G)回線を用いてご利用いただけ
るモデルです。SIM回線使用料とし
て月額¥500(税込 ¥550)が追加されま
す。

LTE (4G)

対応



追加機器の購入料金
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人感センサー

leafee move

人の動きを検知して設置箇所の動き
を確認できます。

セキュリティカメラ

leafee cam

設置箇所のライブ映像や、最大20日
の録画動画を確認できます。 
※ 録画に必要なmicro SDカードは別
売りです。

開閉センサー

leafee mag

（税込¥3,278）
¥2,980

窓鍵の施錠状態や、ドアや冷蔵庫な
どの開閉を確認できます。

（税込¥3,828）
¥3,480

（税込¥4,378）
¥3,980



追加オプションサービス4
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追加オプションサービス
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近隣トラブル解決サービス

近隣トラブルやストーカーなどの相談を 
警察官OBが電話でアドバイス。

（税込528円）¥480 月

 営業時間は平日10:00 - 18:00（土日祝祭日、年末年始を除く
 ご相談までの流れやオプションサービスの詳細は下記URLをご確

認ください。 
https://leafee.me/psupo

駆けつけオプション

もしものとき、アプリから 
警備員の駆けつけを要請できます

（税込1,100円）¥1,000 月

 出動1回あたり別途出動費(税込¥30,800~)が発生します
 対応時間と提供可能エリアは、ご加入いただく駆けつけオプ

ションの種類によって異なります。 
詳細は弊サービスのサポートサイトをご確認ください。



会社情報5

23



会社概要

Stroboは暮らしの中で日々使われ続け生活習慣の一部となる 
IoT製品・サービスを生み出すことを目指しています。 
そして日々使われる製品だからこそ、モノだけでなくソフトの品質にもこだわっています。

『暮らしの中で使われ続けるIoT製品を作る』
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社名

創業

本社

代表

株式会社Strobo

2015年2月

東京都文京区本郷5-24-2 グレースイマスビル2階

業天 亮人（ギョウテン アキト）

事業内容 家庭向けの防犯IoT製品・サービスの開発と提供



代表・開発者プロフィール
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代表取締役

業天 亮人 
日本から新たに家電メーカーを生み出したい、という想いで家電ベンチャーを2社起業。 
日常生活の中の生活習慣となる家電・サービスを開発したい、 
自分たちの技術でより良い暮らしをつくりたい、 
という思いでホームセキュリティサービス「leafee (リーフィー)」を開発しました。

プロフィール
 静岡県浜松市出
 東京大学工学部精密工学学科卒
 家庭向けIoT製品を開発するハードウェアベンチャーを 

2社起
 エンジニア出
 2018年 Forbes『アジアを代表する30才未満の30人』に 

選出

経歴
2011年 1社目の家電ベンチャー「Pluto」を東京大学在学中

に起業・代表就任

2015年 2社目の家電ベンチャー「Strobo」を起業・代表就任

2015年 東京大学工学部精密工学科卒業



お問い合わせ・お申し込み
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お申し込みこちら

https://lp2.leafee.me/

お問い合わせやサポートはこちら

チャット

https://leafee.channel.io/

サポートサイト

https://support.leafee.me/


