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１．「Daikin Smart Home」について
⃝このアプリについて 

Google を使って、ダイキン工業製のルームエアコン・空気清浄機を 
声で操作できます。

エアコン 空気清浄機
⃝操作できる機能 

運転／停止 
運転モードの設定 
温度の設定

⃝お知らせ機能 
室内温度 
室内湿度※ 
運転モード 
設定温度

⃝操作できる機能 
運転／停止

⃝お知らせ機能 
室内温度 
室内湿度

※湿度対象機のみ 
（リモコンやアプリで湿度設定が
できる機種でも対象外の場合が
あります）

２．対象機種
2018 年以降発売の、無線 LAN 接続アダプターを搭載したエアコン・空気清浄機。
詳細は「対象機種一覧」をご確認ください。
対象機種一覧（エアコン）
https://www.daikinaircon.com/app/ai_speaker/kisyu_g.pdf
対象機種一覧（空気清浄機）
https://www.daikinaircon.com/app/ai_speaker/ac_kisyu_g.pdf
⃝一部の機種では別売の無線 LAN 接続アダプターが必要です。

https://www.daikinaircon.com/app/ai_speaker/kisyu_g.pdf
https://www.daikinaircon.com/app/ai_speaker/ac_kisyu_g.pdf


３．アプリご使用時の安全上のご注意
⃝インターネットを利用してデータを送受信するため、盗聴や不正なアク

セスを受けるおそれがあります。
⃝本アプリに使用している、Daikin Smart APP の「ログイン ID とパス

ワード（CLUB DAIKIN のログイン情報）」は、他人に知られないよう
管理してください。

⃝ネット回線が不安定であることにより、Google からの応答通りに機器
が動作しないことがあります。

⃝別の部屋に設置した機器を操作する場合は、機器やその周辺、在室する
人などの状態を確認することができないため、事前に安全を十分確認し
てご使用ください。 
場合によっては、人などが死亡、重傷を負ったり、財産の損害が発生し
たりするおそれがあります。

⃝音声で操作や問い合わせを行った場合、Google からの応答を確認し、
意図したとおりに動作したかをご確認ください。



４．事前準備
⑴スマートフォンアプリ [Daikin Smart APP] の設定 

Daikin Smart APPをご準備ください。（こちらからダウンロードできます）
 Daikin Smart Home では Daikin Smart APP で使用しているログイン ID、

パスワードを利用します。 
Daikin Smart Home で機器を操作するためには、Daikin Smart APP
から機器操作ができるようにする必要があります。Daikin Smart APP
の取扱説明書の「はじめに設定いただくこと」を参照し、設定してくだ
さい。 
Daikin Smart APP 取扱説明書
⃝バージョン 7.0 より前のアプリをご利用の方は「外から操作設定」を

ON にしてください。 
前のバージョンの Daikin Smart APP 取扱説明書はこちら

⑵スマートフォンアプリ [Google Home] の設定 
Google Home アプリを開き、「Daikin Smart Home」を有効にする。 

（Google Home アプリは、事前にインストールして Google アシスタ
ント対応端末（Google Home）のセットアップを完了させておいてく
ださい）
①「＋」をタップする。 ② 「デバイスのセット

アップ」をタップ 
する。

③ 「Google と連携さ
せる」をタップする。

⃝各ご家庭での環境により画面の表示内容は変わります。
⃝ソフトウェアや Web サイトでのサービスはバージョンアップされる 

場合があり、本説明書での説明とは画面などが異なることがあります。
⃝Google に関する詳しい情報は、Google のヘルプをご参照ください。

https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/download.html
https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/user_guide/#/
https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/download.html


④ 「Daikin Smart 
Home」を検索し
タップする。

⑤ 内容を確認し、 
「次へ」をタップ 
する。

⑥ 「アプリご使用時の安
全上のご注意」、「利用
規約」を必ず確認し、

「利用規約に同意する」
をタップする。



⑦   Daikin Smart APP で 
使用しているログイン ID と
パスワードでログインする。

⑧  Google に呼びかける
名前（設置場所）を設定
する。

以上で設定は完了です。５．使いかたを参考に、音声操作を行ってください。

名前（設置場所）の設定について
･ 操作したい製品を特定するために「設置場所」の設定が必要です。
･ エアコンの各機器に同じ設置場所名は設定できません。
･ 空気清浄機の各機器に同じ設置場所名は設定できません。
･ リビング、キッチン、ダイニング、寝室、子供部屋、洋室、和室など

から選択できます。
･ 設定した「設置場所」の名前は Google Home アプリの「部屋」名

に設定されます。 
変更したい場合は、Google Home アプリにて変更できます。 
新しい製品を登録する場合は、Google Home アプリから 
[Daikin Smart Home]を一度無効にしてから、再度有効にしてください。



５．使いかた
音声操作例

【エアコンの操作例】

操
作
の
発
話
例

⃝ OK Google, リビングのエアコンをつけて
⃝ OK Google, リビングをつけて

→ 「～この操作を実行してもよろしいですか ?」と確認があります。 
「はい」と回答すると、停止前の運転モード、設定温度で運転を
行います。

⃝ OK Google, リビングを暖房にして 
→運転モードを指定して運転を行います。

⃝ OK Google, リビングの温度を 22℃にして 
→現在の運転モードで温度を変更します。

⃝ OK Google, リビングのエアコンを消して 
→運転を停止します。

⃝ OK Google, すべてのエアコンを消して 
→接続されているエアコンの運転を停止します。

⃝ 機種を指定したい場合は、機種の名前（エアコンなど）をつけてお話し
ください。

⃝ 直前にほかの端末から機器の操作を行った場合や、パワフルやランドリー
などの運転を行っている場合、その機器を操作することはできません。

「現在利用できません」と応答します。

お
知
ら
せ
の
発
話
例

⃝ OK Google, リビングの温度を教えて 
→運転モードと設定温度、室内温度を応答します。

⃝ OK Google, リビングの設定温度を教えて 
→運転モードと設定温度を応答します。



【空気清浄機の操作例】

操
作
の
発
話
例

⃝ OK Google, リビングの空気清浄機をつけて
→ 「～この操作を実行してもよろしいですか ?」と確認があります。 
「はい」と回答すると、停止前の運転設定で運転を行います。

⃝ OK Google, リビングの空気清浄機を消して 
→運転を停止します。

⃝ 機種を指定したい場合は、機種の名前（空気清浄機など）をつけてお話
しください。

お
知
ら
せ
の
発
話
例

⃝ OK Google, リビングの温度を教えて 
→室内温度を応答します。

⃝ OK Google, リビングの湿度を教えて 
→室内湿度を応答します。

応答内容は予告なく変更される場合があります。

６．よくある質問
よくある質問

http://www.daikinaircon.com/app/smartspeaker/faq_g.html
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