
スマートフォンでエコキュートを操作する
スマートフォンとエコキュートを無線LAN接続することで、インターネット経由でスマートフォンから�
エコキュートを操作することができます。（ご購入時の設定「切」）
無線LAN接続アダプターの無線仕様：対応規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ)、チャネル１～13CH

無線LANご使用上の注意
■無線LANは電波を使っ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。� �
無線LANご使用にあたっては、その危険性を十分にご理解いただいたうえ、製品の無線LAN接続アダプターや� �
無線LANルーターのSSID・KEY、アプリのログインID・パスワード（CLUB�DAIKIN会員登録時に入力した� �
メールアドレス・パスワード）を、他人に知られないように管理してください。� �
万一不正なアクセスで製品を操作された場合、無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしてください。� ▶39ページ

■無線LANルーターをご使用になる前に、無線LANルーターのセキュリティに関する設定を「WPA、WPA2」の� �
暗号化方式にしてください。

■セキュリティ対策を実施せずに生じた損害については、当社は一切の責任を負い兼ねますのであらかじめご了承ください。
■他の無線機や電子レンジの近くでのご使用は、無線通信に影響を及ぼす場合があります。
■本製品は、電気通信事業者（インターネットプロバイダなど）の通信回線に直接接続することはできません。� �
インタ－ネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由し接続してください。

■ 心臓ペースメーカーを装着している方が利用する可能性がある場所では、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。�
（ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因）

■ 心臓ペースメーカーや除細動器を装着している方の近くで無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。� �
（近過ぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれ）

■ 自動ドアなどの自動制御機器の近くでは、無線LAN接続アダプターの機能を「入」にしない。� �
（機器の誤動作による事故の原因）

警�告

スマートフォンアプリご使用上の注意
■ふろ自動運転をする場合は、おふろの栓とふたをしていることを事前に確認しておいてください。
■通信状況によっては、スマートフォンで操作した内容がエコキュートに反映されないことがあります。

外出先からエコキュートを操作する場合は、ほかの人のおふろ（浴室の浴そう）や給湯（シャワーやじゃ口）の使用状況を
確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔
操作がご利用できない場合があります。事前に安全を十分確認して使用してください。
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。
■�事前（在宅中）に以下の内容を確認しておく
●� �ほかの人のおふろ（浴室の浴そう）や給湯（シャワーやじゃ口）の
使用状況、リモコンの温度設定やおふろなどを使用する予定時間。�
（思わぬお湯の温度変化により、体調を崩す原因）
●� �遠隔操作ができなくても、人や財産などに悪影響がでないこと。�
（リモコンの設定、お湯の温度の影響で体調を崩す原因）
　・操作が必要な場合は、宅内のリモコンで操作してください。
　・�乳幼児や身体の不自由な方、高齢者などご自身でリモコン操

作などができない方や、誤った操作をするおそれのある方が
在宅している場合は、宅内のリモコンで操作してください。

■ 屋外からの操作前、操作中に以下の内容を確認する
●� �人がいることが分かっているときは、屋外からお湯はりな
どの操作をすることを知らせておく。� �
（急な浴そうへの注湯や水位の上昇により、体調を崩す原因。��
転倒やおぼれる原因。動物などに悪影響を及ぼす原因）

●��こまめに設定内容や運転状況を確認する。� �
通信状況によっては、スマートフォンで操作した内容がエ
コキュートに反映されないことがあります。� �
（急な浴そうへの注湯や水位の上昇により、体調を崩す原因。��
転倒やおぼれる原因。動物などに悪影響を及ぼす原因）

●��エラーが発生したときは操作を中止し、お買い上げの販売
店にご相談ください。�

警�告

接続前の準備  CLUB�DAIKINへのユーザー登録が必要となります。� ▶裏表紙
● 付属の遠隔操作シールは台所リモコンに貼り付けてください。
お客様でご用意いただくもの
■ スマートフォン（タブレットPC）
■ インターネット回線と通信機器（モデム、ONUなど）
■ ルーター（無線LANアクセスポイント）
●  アプリの設定や内容、最新の対応OSについては、ホームページ

または、ホームページにある取扱説明書を参照ください。  
https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/index.html

インターネット

ルーター
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スマートフォンでエコキュートを操作する　つづき

1 ルーターにWPS機能※が搭載されているか確認する
※WPSのほか、AOSS などの自動接続機能を有するルーター（無線LANアクセスポイント）でも設定できる場合があります。

2 WPS機能が搭載されている場合  エコキュートをネットワークに接続する

①�台所リモコンの� �を押す

②� �で��

初期設定�を選び、 �
初期設定
　
　

ご相談窓口表示

メニュー 3/3

選択

③� �で�
無線LAN設定�を選び、���

試運転
バブル設定
無線 LAN 設定

電力契約設定

初期設定 1/1

選択

④� �で�
無線LAN接続設定WPSあり���

を選び、

無線 LAN 接続 WPS なし
無線 LAN 初期化
　

無線 LAN 接続 WPS あり

無線 LAN 設定 1/1

選択

⑤�ルーターのWPSボタン※１を押す
●  WPSボタンの操作方法は  

ルーターによって異なります。  
詳細はルーターに付属の説明書を  
参照ください。

※１  WPS機能以外の自動接続機能を 
使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続
ボタンを操作してください。

⑥� �を押す
無線 LAN 接続 WPS あり

ご自宅のルーターのWPS（らく

らく無線スタート・AOSS）ボ

タンを長押しして、WPS機能を

有効にしてから、決定を押してく

ださい。

戻る 次へ

▶

無線 LAN 接続 WPS あり

戻る

接続中...

接続中…表示をします。
（60秒程度かかることがあります） 

失敗した場合は、再度、手順①~⑥を行ってください。 
それでも接続できないときは、
WPS機能が搭載されていない場合  ▶39ページ  の 

手順で設定してください。

⑦� �を押して、�
メニュー操作を�
終了する

無線 LAN 接続 WPS あり

ルーターとの接続に成功しまし

た。スマホアプリをご利用の場合

は、アプリをダウンロードして、

「機器を操作するための事前設

定」を行ってください。

ＯＫ

⑧��スマートフォン（タブレットPC）と
ルーターをWi-Fiで接続する
●  スマートフォンの設定で「Wi-Fi」から、ご使用のルーター

のSSIDに接続されていることを確認してください。

⑨��アプリを起動し、ログインする
●  インストールした「Daikin Smart APP」を起動し、

CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス、 
パスワードを使ってログインしてください。

⑩��接続したエコキュートを、アプリから
操作できるように登録する
●  「機器リモコン」画面の下部に表示される「機器を操作する 

ための事前設定」をタップし、移動先の画面で該当機器の 
操作を有効にしてください。

⑪��エコキュートを操作する
●  自宅や外出先からスマートフォンでエコキュートの操作が 

可能になります。

WPSボタン

お使いのスマートフォンに以下のアプリをインストールしてください。
「Daikin�Smart�APP」のインストール方法（QRコードからもインストールできます。）
Androidの場合
①［Google Play］を開く
②［DaikinAPP］を検索
③  画面にしたがってインストール

iOS（iPhoneなど）の場合
①［App Store］を開く
②［DaikinAPP］を検索
③  画面にしたがってインストール

◆  アプリは無料です。ダウンロードや操作には通信料が発生します。
◆  アプリ「Daikin Smart APP」およびダウンロードサービス「Google Play」「App Store」の名称は変更される可能性があります。
◆  アプリは常に最新の状態でご利用ください。

接続設定 本手順はエコキュート発売時点による手順です。
アプリのアップデートにより、アプリの操作が変更される可能性があります。
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● iPhoneは、Apple Inc.の商標および登録商標です。
● Androidは、Google LLC.の商標および登録商標です。
● AOSSは、株式会社バッファローの商標および登録商標です。
● その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標、登録商標です。

2 WPS機能が搭載されていない場合  エコキュートをネットワークに接続する
WPS機能が搭載されている場合でもWPS機能を使用しない場合は、下記の手順で設定してください。

①�台所リモコンの� �を押す

②� �で��

初期設定�を選び、 �
初期設定
　
　

ご相談窓口表示

メニュー 3/3

選択

③� �で�
無線LAN設定�を選び、���

試運転
バブル設定
無線 LAN 設定

電力契約設定

初期設定 1/1

選択

④� �で�
無線LAN接続設定WPSなし���

を選び、

無線 LAN 接続 WPS なし
無線 LAN 初期化
　

無線 LAN 接続 WPS あり

選択

無線 LAN 設定 1/1

⑤� �を押す
無線 LAN 接続 WPS なし

スマホアプリをダウンロードし

て、機器の追加のガイダンスに

従ってください。

[決定]を押すと、無線LAN機能

が入になります。

戻る 次へ

▶

無線 LAN 接続 WPS なし

接続中...

戻る

接続中…表示をします。
（60秒程度かかることがあります） 

失敗した場合は、再度、手順①~⑤を行ってください。 
それでも接続できないときは、お買い上げの販売店または
お客様ご相談窓口にご相談ください。 

⑥�アプリを起動し、機器の追加を行って�
エコキュートとルーターを接続する
● 機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力

したメールアドレス・パスワードを使ってアプリにログイン
してください。

● 画面下部の「機器リモコン」あるいは「アプリ設定」を選び、 
「機器の追加」をタップして画面の指示にしたがってください。

● 接続にはエコキュートのSSIDと
KEYが必要になります。 
エコキュートのメニュー画面を
ご確認ください。

● 接続には無線LANルーターの
SSIDとKEYが必要になります。 
お使いの無線LANルーターの取
扱説明書をご確認ください。

無線 LAN 接続 WPS なし

機器の追加のガイダンスに従って

スマートフォンを下のSSIDに

接続してください。

SSID ：*************

KEY ：*************

戻る 終了

⑦� �を押して、メニュー操作を�
終了する

⑧�エコキュートを操作する
● 自宅や外出先からスマートフォンでエコキュートの操作が

可能になります。

無線LAN接続アダプターの機能を「切」にしたいとき
①�台所リモコンの� �を押す

②� �で��

初期設定�を選び、 �
初期設定
　
　

ご相談窓口表示

メニュー 3/3

選択

③� �で�
無線LAN設定�を選び、���

試運転
バブル設定
無線 LAN 設定

電力契約設定

初期設定 1/1

選択

④� �で�
無線LAN入切設定���

を選び、

無線 LAN 接続 WPS なし
無線 LAN 入切設定
無線 LAN 初期化

無線 LAN 接続 WPS あり

無線 LAN 設定 1/2

選択

⑤� �で��

切�を選び、 �

無線 LAN 入切設定

入 無線 LAN 接続を
無効にします。

切

■アダプターの機能を「入」にしたいとき　　�
手順①～④を行い、手順⑤で「入」を選び、「決定」を押す。
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スマートフォンでエコキュートを操作する　つづき

機器一覧画面で  が表示される場合は
 無線LAN接続アダプターのファームウェア  

のバージョンアップのお知らせです。  
タップしてバージョンアップしてください。

 お知らせは、スマートフォンをルーターに  
接続しているときに表示されます。

「機器リモコン」の機器一覧画面で機器（エコキュート）がみつからないとき
● 機器の操作が有効になっているか確認してください。  

画面下部の「機器リモコン」を選び、「機器を操作するための事前設定」をタップして、
機器の操作を有効にしてください。

● 無線LANの通信表示 ▶11ページ  が点灯していない場合は、接続設定をもう一
度行ってください。

● ルーターを台所リモコンの近くに移動してください。  
リモコンで通信電波の強度が確認できます。 ▶11ページ  

必要なときに  無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき
●  設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターをご購入時の状態に初期化することができます。 

初期化すると、ネットワーク設定が消去されます。
●  廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために無線LAN接続アダプターを初期化してください。

①�台所リモコンの� �を押す

②� �で��

初期設定�を選び、 �
初期設定
　
　

ご相談窓口表示

メニュー 3/3

選択

③� �で�
無線LAN設定�を選び、���

試運転
バブル設定
無線 LAN 設定

電力契約設定

初期設定 1/1

選択

④� �で�
無線LAN初期化���

を選び、

無線 LAN 接続 WPS なし
無線 LAN 入切設定
無線 LAN 初期化

無線 LAN 接続 WPS あり

選択

無線 LAN 設定 1/2

⑤� �を押す 無線 LAN 初期化

戻る ＯＫ

ネットワーク設定が
消去されます。
初期化しますか？

▼
無線 LAN 初期化

初期化中...

▼
無線 LAN 初期化

ネットワーク設定が
初期化されました。

必要なときに  自動時刻補正　ご購入時の設定「入」
●  自動時刻補正を利用する場合は、最新のファームウェアにバージョンアップしてください。
●  インターネットに接続されていないときは、無線LAN入切設定と自動時刻補正が「入」でも時刻補正しません。
●  「入」設定にしてから時刻が補正されるまでに最大１日かかります。

①�台所リモコンの� �を押す

②� �で��

初期設定�を選び、 �
初期設定
　
　

ご相談窓口表示

メニュー 3/3

選択

③� �で�
無線LAN設定�を選び、���

試運転
バブル設定
無線 LAN 設定

電力契約設定

初期設定 1/1

選択

④� �で�
自動時刻補正���

を選び、

　
　
　

自動時刻補正

選択

無線 LAN 設定 2/2

⑤� �で�
設定内容を変更し、

自動時刻補正

入 リモコンの日時・
時刻を自動で補
正します。

切

 入／切を設定します。
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