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ネットワーク接続手順書
● Daikin Smart APPのバージョンアップに伴い、「詳細設定」の方法が変更になりました。本書の手順に従い設定をしてください。

MODEボタン

アップデートアイコン

詳細設定：Daikin Smart APP バージョン2.0（2016年５月公開）以降用 ◆iOSの画面にて説明しています。

スマートフォン（タブレットPC）とアダプターを無線LAN接続する。2
◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載の
SSID（DaikinAP＊＊＊＊＊）を選択し、KEYを入力してください。

スマートフォン（タブレットPC）とルーター（無線LANアクセスポイント）を接続し、
[DaikinAPP]を起動する。

5

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター（無線LANアクセスポイント）のSSIDを選択し、
ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。

◆点灯するまでに約１分かかることがあります。
また、アダプターのPOWER・RUN・APランプが順番に点滅することがあります。

インストールした［DaikinAPP］をタップしてアプリを起動する。3

APランプが点灯していることを確認する。
APランプが消灯している場合はアダプターのMODEボタンを約２秒
長押しし、APランプを点灯させる。

1

BRP072A41、エディオンATRシリーズ（2015モデル）をお使いの場合BRP072A41、エディオンATRシリーズ（2015モデル）をお使いの場合

見える設置の場合 (お部屋から接続アダプターが見える設置方法の場合）

◆上記設定後、アダプターとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続が完了するとRUNランプが点灯します。
1分以上RUNランプが点灯しない場合は、ルーター（無線LANアクセスポイント）の電源やSSID、パスワードを確認
のうえ、手順１からやり直してください。
◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニュー
より設定してください。

接続するルーター（無線LANアクセスポイント）を選択し、アダプターとルーターを接続する。4
②ご自宅のネットワークを
選択する。

③パスワードを入力し、
[接続]をタップする。

④画面指示に従い設定を
完了させて、アプリを
終了させる。

①[アクセスポイントへの接続
設定]をタップする。※

※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデート
してください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン（タブレットPC）の接続先が
アダプターであることを確認してください。



詳細設定：Daikin Smart APP バージョン2.0（2016年５月公開）以降用 ◆iOSの画面にて説明しています。

約１分後、スマートフォン（タブレットPC）とアダプターを無線LAN接続する。2
◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載の
SSID（DaikinAP＊＊＊＊＊）を選択し、KEYを入力してください。

スマートフォン（タブレットPC）とルーター（無線LANアクセスポイント）を接続し、
[DaikinAPP]を起動する。

5

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター（無線LANアクセスポイント）のSSIDを選択し、
ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。

◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。

インストールした［DaikinAPP］をタップしてアプリを起動する。3

エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約５秒間長押しする。
▲▼ボタンで［３］を選択し、自動運転ボタンを押す。

1

BRP072A41をお使いの場合BRP072A41をお使いの場合

見えない設置の場合 (天井裏や壁の中などに取り付けられ、お部屋から接続アダプターが見えない設置方法の場合）

◆上記設定後、アダプターとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続が完了するとタイマーランプが点滅します。
（点滅するまで約１分かかることがあります）運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し続けた場合は、
ルーター（無線LANアクセスポイント）の電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順１からやり直してください。

◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニュー
より設定してください。

接続するルーター（無線LANアクセスポイント）を選択し、アダプターとルーターを接続する。4
②ご自宅のネットワークを
選択する。

③パスワードを入力し、
[接続]をタップする。

④画面指示に従い設定を
完了させて、アプリを
終了させる。

①[アクセスポイントへの接続
設定]をタップする。※

※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデート
してください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン（タブレットPC）の接続先が
アダプターであることを確認してください。

おまかせボタンのリモコンの場合

エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約５秒間長押しする。
ふたを開けて▲▼ボタンで［モード１切換］を選択し、メニュー／決定ボタンを押す。

1

アップデートアイコン



MODEボタン

BRP051A41、エディオンATRシリーズ（2013、2014年モデル）をお使いの場合BRP051A41、エディオンATRシリーズ（2013、2014年モデル）をお使いの場合

見える設置の場合 (お部屋から接続アダプターが見える設置方法の場合）

詳細設定：Daikin Smart APP バージョン2.0（2016年５月公開）以降用 ◆iOSの画面にて説明しています。

スマートフォン（タブレットPC）とアダプターを無線LAN接続する。2
◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載の
SSID（DaikinAP＊＊＊＊＊）を選択し、KEYを入力してください。

スマートフォン（タブレットPC）とルーター（無線LANアクセスポイント）を接続し、
[DaikinAPP]を起動する。

5

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター（無線LANアクセスポイント）のSSIDを選択し、
ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。

インストールした［DaikinAPP］をタップしてアプリを起動する。3

APランプが点灯していることを確認する。
APランプが消灯している場合はアダプターのMODEボタンを約２秒
長押しし、APランプを点灯させる。（点灯するまで約10秒）

1

◆上記設定後、アダプターとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続が完了するとRUNランプが点灯します。
1分以上RUNランプが点灯しない場合は、ルーター（無線LANアクセスポイント）の電源やSSID、パスワードを確認
のうえ、手順１からやり直してください。
◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニュー
より設定してください。

接続するルーター（無線LANアクセスポイント）を選択し、アダプターとルーターを接続する。4
②ルーター（無線LANアクセスポイント）
のSSIDとパスワードを入力し、[接続]
をタップする。

③画面指示に従い設定を完了させて、
アプリを終了させる。

①[アクセスポイントへの接続設定]
をタップする。※

アップデートアイコン

※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデート
してください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン（タブレットPC）の接続先が
アダプターであることを確認してください。



詳細設定：Daikin Smart APP バージョン2.0（2016年５月公開）以降用 ◆iOSの画面にて説明しています。

スマートフォン（タブレットPC）とアダプターを無線LAN接続する。2
◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から品番シールまたは、無線LAN接続アダプターに記載の
SSID（DaikinAP＊＊＊＊＊）を選択し、KEYを入力してください。

スマートフォン（タブレットPC）とルーター（無線LANアクセスポイント）を接続し、
[DaikinAPP]を起動する。

5

◆スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター（無線LANアクセスポイント）のSSIDを選択し、
ルーターのパスワードを入力するなどの方法で接続できます。

◆室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが交互に点滅します。
（点滅するまで約1分かかることがあります）

インストールした［DaikinAPP］をタップしてアプリを起動する。3

エアコンの運転停止中にリモコンの自動運転ボタンを約５秒間長押しする。
▲▼ボタンで［３］を選択し、自動運転ボタンを押す。

1

BRP051A41をお使いの場合BRP051A41をお使いの場合

見えない設置の場合 (天井裏や壁の中などに取り付けられ、お部屋から接続アダプターが見えない設置方法の場合）

接続するルーター（無線LANアクセスポイント）を選択し、アダプターとルーターを接続する。4

おまかせボタンのリモコンの場合

エアコンの運転停止中にリモコンのおまかせボタンを約５秒間長押しする。
ふたを開けて▲▼ボタンで［モード１切換］を選択し、メニュー／決定ボタンを押す。

1

◆上記設定後、アダプターとルーター（無線LANアクセスポイント）の接続が完了するとタイマーランプが点滅します。
（点滅するまで約１分かかることがあります）運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し続けた場合は、
ルーター（無線LANアクセスポイント）の電源やSSID、パスワードを確認のうえ、手順１からやり直してください。

◆IPアドレスやDNSアドレスの手動設定を行う場合は、ネットワーク設定画面中の「ネットワーク詳細設定」のメニュー
より設定してください。

アップデートアイコン

※ファームウェアのアップデートアイコンが表示される場合は、機器をタップしてアップデート
してください。アップデート後に手順2に戻り、スマートフォン（タブレットPC）の接続先が
アダプターであることを確認してください。

M16B023

②ルーター（無線LANアクセスポイント）
のSSIDとパスワードを入力し、[接続]
をタップする。

③画面指示に従い設定を完了させて、
アプリを終了させる。

①[アクセスポイントへの接続設定]
をタップする。※
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