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話しかけ方の基本形

話しかけ方の例 [スマートホーム操作]
     Alexaスマートホームに対応しました。スマートホームの自然な発話で操作できるようになりました。

     エアコン１台のみ設置されている場合は、エアコン名（例.エアコンの名前「リビング」）は不要です。

                   アレクサ、（リビングの）エアコン つけて  ※前回と同じ設定で運転を始めます
                   アレクサ、（リビングの）エアコン 消して
                   アレクサ、（リビングの）エアコンを 26.5度にして
                   アレクサ、（リビングの）エアコンの温度を上げて
                   アレクサ、（リビングの）エアコンを 0.5度下げて
                   アレクサ、（リビングの）エアコンを暖房にして
                   アレクサ、（リビングの）エアコン風量を微風にして
                   アレクサ、（リビングの）エアコン風量を上げて
                   アレクサ、（リビングの）エアコンの風量は?   または    エアコンの状態は?
                   アレクサ、（リビングの）エアコンの設定は?
                   アレクサ、デバイスを探して
      
  ※ 設定温度は18℃から30℃の間、0.5℃単位（無線LANアダプターが外付けタイプの機種は1℃単位）で指定してください。

  ※ 風量は、無線LANアダプター内蔵エアコン、またはカートリッジ式無線LANアダプター対応エアコンで操作できます。
また除湿運転中は、風量の変更はできません。

話しかけ方の例 [カスタム操作]
     今までのカスタムスキルの発話「アレクサ、ノクリアで、＜操作内容＞」も引き続き、お使いになれます。
     冷房26℃ や タイマー設定など、スマートホーム以外の操作ができます。
     またエアコンの運転モードや室温、湿度（一部の機種）など、一度に多くの情報を確認できます。
     どこでもエアコンで登録しているエアコン名も確認できます。
     エアコンの名前を指定しない場合は、「どこでもエアコン」の「エアコン一覧」画面の一番上に表示されるエアコンが操作されます。

                   アレクサ、ノクリアの名前を教えて
                   アレクサ、ノクリアで、（リビングを）冷房26度
                   アレクサ、ノクリアで、（リビングの）運転モードを教えて
                   アレクサ、ノクリアで、（リビングの）室温を教えて
                   アレクサ、ノクリアで、全部のエアコン消して
                   アレクサ、ノクリアで、朝6時に（リビングの）エアコンつけて ※前回と同じ設定で運転を始めます
                   アレクサ、ノクリアで、30分後に（リビングの）エアコン消して
      
  ※ タイマー操作は、無線LANアダプター内蔵エアコン、またはカートリッジ式無線LANアダプター対応エアコンで操作できます。

  ※ エアコンの名前は、リビング、寝室、和室のように一般的な部屋の名前を設定していただくことをおすすめします。
      人名や固有名詞等を設定すると、指定したエアコンを操作できない場合がございます。
      いくつかお試しいただき、好みのエアコン名を見つけてみてください。

※ 改良のため、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

Amazon Alexa対応端末

ノクリアスキル 話しかけ方一覧

            アレクサ、エアコン つけて
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◆スマーホーム操作:エアコン１台設置している時の話しかけ方
項 エアコンの動作／Alexaの応答 話しかけ方の例

アレクサ、エアコンつけて
アレクサ、エアコン消して
アレクサ、エアコンを [冷房／暖房／自動／除湿／送風] にして
アレクサ、エアコンを26.5度にして
アレクサ、エアコンの温度を [上げて／下げて]    ※設定温度は±１℃上下します。
アレクサ、エアコンを 0.5度[上げて／下げて]
アレクサ、エアコン風量を [自動風／強風／弱風／微風／静音] にして
アレクサ、エアコンを [強風／弱風／微風] にして
アレクサ、エアコン風量を 四（よん） にして
アレクサ、エアコン風量を 三（さん） にして
アレクサ、エアコン風量を ニ（に） にして
アレクサ、エアコン風量を 一（いち） にして
アレクサ、エアコン風量を 自動 にして
アレクサ、エアコン風量を 一番強く して  ※強風を設定します
アレクサ、エアコン風量を 一番弱く して  ※静音を設定します
アレクサ、エアコン風量を [上げて／下げて]  または [強くして／弱くして]
アレクサ、エアコンの設定は?
アレクサ、エアコン風量は?     または    アレクサ、エアコンの状態は?

4 エアコンの登録・名前更新 アレクサ、デバイスを探して
                   設定温度は18℃から30℃の間、0.5℃単位（無線LANアダプターが外付けタイプの機種は1℃単位）で指定してください。
                   風量は、無線LANアダプター内蔵エアコン、またはカートリッジ式無線LANアダプター対応エアコンで操作できます。除湿運転中は、風量の変更はできません。

◆カスタム操作:エアコン１台設置、またはどこでもエアコン アプリのエアコン一覧で一番上に表示しているエアコンを操作する時の話しかけ方
項 エアコンの動作／Alexaの応答 話しかけ方の例

アレクサ、ノクリアで、つけて
アレクサ、ノクリアで、消して
アレクサ、ノクリアで、[冷房／暖房／自動／除湿／送風] 
アレクサ、ノクリアで、26度
アレクサ、ノクリアで、冷房26度
アレクサ、ノクリアで、温度 [上げて／下げて] ※設定温度は±0.5℃上下します
アレクサ、ノクリアで、2度[上げて／下げて]
アレクサ、ノクリアで、朝7時にエアコン[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、23時にエアコン[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、2時間後にエアコン[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、90分後(1時間半後)にエアコン[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、タイマー2を解除して
アレクサ、ノクリアで、全部のタイマーを解除して
アレクサ、ノクリアの タイマーを教えて

アレクサ、ノクリアの[名前／登録] は?
アレクサ、ノクリアの運転モードは?
アレクサ、ノクリアの タイマーを教えて

                   設定温度は18℃から30℃の間、1℃単位で指定してください。
                   タイマー操作は、無線LANアダプター内蔵エアコン、またはカートリッジ式無線LANアダプター対応エアコンで操作できます。現在時刻から30分以上後の時間を設定してください。

◆スマーホーム操作:エアコン２台以上設置、またはエアコン名で操作する時の話しかけ方（エアコン名をリビング に設定した場合）
 Alexaスマートホームのデバイス名やグループ名に同じ名前がある場合は、「リビングのエアコン」のように「のエアコン」を付けて話しかけてください。
項 エアコンの動作／Alexaの応答 話しかけ方の例

アレクサ、リビング（のエアコン）つけて
アレクサ、リビング（のエアコン）消して
アレクサ、リビング（のエアコン）を [冷房／暖房／自動／除湿／送風] にして
アレクサ、リビング（のエアコン）を26.5度にして
アレクサ、リビング（のエアコン）の温度を [上げて／下げて] ※設定温度は±１℃上下します
アレクサ、リビング（のエアコン）を 0.5度[上げて／下げて]
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を [自動風／強風／弱風／微風／静音] にして
アレクサ、リビング（のエアコン）を [強風／弱風／微風] にして
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 四（よん） にして
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 三（さん） にして
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を ニ（に） にして
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 一（いち） にして
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 自動 にして
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 一番強く して  ※強風を設定します
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 一番弱く して  ※静音を設定します
アレクサ、リビング（のエアコン）風量を [上げて／下げて]  または [強くして／弱くして]
アレクサ、リビングの（エアコンの）設定は?
アレクサ、リビングの（エアコンの）風量は?    または    アレクサ、リビングの状態は?

4 エアコンの追加・名前更新 アレクサ、デバイスを探して
                   設定温度は18℃から30℃の間、0.5℃単位（無線LANアダプターが外付けタイプの機種は1℃単位）で指定してください。
                   風量は、無線LANアダプター内蔵エアコン、またはカートリッジ式無線LANアダプター対応エアコンで操作できます。除湿運転中は、風量の変更はできません。

1 基本操作

2 風量の設定
設定できる風量:
・強風（きょうふう）／四（よん）／一番強く
・弱風（じゃくふう）／三（さん）
・微風（びふう）／二（に）
・静音（せいおん）／一（いち）／一番弱く
・自動風（じどうふう）／自動（じどう）

自動風での操作:
[上げて]または「強くして] の操作は強風 になります
[下げて]または「弱くして] の操作は静音 になります

1 基本操作

2 タイマー設定
※タイマーは、10分単位の時刻が予約されます。
 現在時刻から30分以上後の時間を設定してください
予約時間:
7時、19時、午前7時、午後7時、朝7時、夜7時
23時30分、23時半
30分後、120分後、2時間後、2時間30分後、2時間半後
12時は、お昼の12時が予約されます。
夜中の12時(0時) を予約する場合は、0時、夜12時、午前0時 と
指定してください。

1 基本操作

3 問合せ（エアコンの状態確認）

3 問合せ（エアコンの状態確認）

3 問合せ（エアコンの状態確認）

2 風量の設定
設定できる風量:
・強風（きょうふう）／四（よん）／一番強く
・弱風（じゃくふう）／三（さん）
・微風（びふう）／二（に）
・静音（せいおん）／一（いち）／一番弱く
・自動風（じどうふう）／自動（じどう）

自動風での操作:
[上げて]または「強くして] の操作は強風 になります
[下げて]または「弱くして] の操作は静音 になります
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◆カスタム操作:エアコン２台以上設置、またはエアコン名で操作時の話しかけ方（エアコン名をリビング に設定した場合）
項 エアコンの動作／Alexaの応答 話しかけ方の例

アレクサ、ノクリアで、リビングを つけて
アレクサ、ノクリアで、リビングを 消して
アレクサ、ノクリアで、リビングを [冷房／暖房／自動／除湿／送風] 
アレクサ、ノクリアで、リビングを 26度
アレクサ、ノクリアで、リビングを 冷房26度
アレクサ、ノクリアで、リビングの 温度 [上げて／下げて] ※設定温度は±0.5℃上下します
アレクサ、ノクリアで、リビングを 2度[上げて／下げて]
アレクサ、ノクリアで、全部のエアコン消して
アレクサ、ノクリアで、朝7時にリビングを[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、23時にリビングを[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、2時間後にリビング（のエアコン）を[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、90分後(1時間半後)にリビングを[つけて／消して]
アレクサ、ノクリアで、リビングの タイマー2を解除して
アレクサ、ノクリアで、リビングの全部のタイマーを解除して
アレクサ、ノクリアで、リビングのタイマーを教えて
アレクサ、ノクリアの[名前／登録] は?
アレクサ、ノクリアで、リビングの運転モードは?
アレクサ、ノクリアで、リビングのタイマーを教えて

                   設定温度は18℃から30℃の間、1℃単位で指定してください。
                   タイマー操作は、無線LANアダプター内蔵エアコン、またはカートリッジ式無線LANアダプター対応エアコンで操作できます。現在時刻から30分以上後の時間を設定してください。

エアコン名を指定して操作する場合（アレクサ、リビングをつけて など）の、おすすめエアコン名

エアコン名をつける注意点
１⃣  数字やアルファベット、記号は指定できない場合がございます。漢字やひらがな、カタカナの単語を含めることをおすすめします。
    例. 漢字やひらがな、カタカナの名前を話しかける

[どこでもエアコン エアコン一覧の設定]
１階 リビング     ・・・①    リビング＠１階    ・・・①
２階 子供部屋     ・・・②    子供部屋＠２階    ・・・②
２階 書斎       ・・・③    書斎＠２階      ・・・③
３階 寝室       ・・・④    寝室＠３階      ・・・④
Ｂ１ 地下室・作業場  ・・・⑤    地下室・作業場＠Ｂ１ ・・・⑤
①アレクサ、リビング（のエアコン）をつけて
②アレクサ、子供部屋（のエアコン）をつけて
③アレクサ、書斎（のエアコン）をつけて
④アレクサ、寝室（のエアコン）をつけて
⑤アレクサ、地下室（のエアコン）をつけて
 アレクサ、作業場（のエアコン）をつけて

    例. 漢数字を設定する
[どこでもエアコン エアコン一覧の設定]
一階 リビング     ・・・①
二階 子供部屋     ・・・②
二階 書斎       ・・・③
三階 寝室       ・・・④
Ｂ１ 地下室・作業場  ・・・⑤
①アレクサ、リビング（のエアコン）をつけて
 アレクサ、一階（のエアコン）をつけて
②アレクサ、子供部屋（のエアコン）をつけて
③アレクサ、書斎（のエアコン）をつけて
④アレクサ、寝室（のエアコン）をつけて
 アレクサ、三階（のエアコン）をつけて
⑤アレクサ、地下室（のエアコン）をつけて
 アレクサ、作業場（のエアコン）をつけて

２⃣ ⾧いエアコン名の場合は、エアコン名の一部を話しかけてください。（部分一致）
    例. エアコン名の一部を話しかける

[どこでもエアコン エアコン一覧の設定]  
我が家  リビングのspecial nocria ・・・①
川崎の実家  南側主寝室のノクリア    ・・・②
①アレクサ、我が家のエアコン をつけて
②アレクサ、実家のエアコン をつけて

３⃣ 人名や固有名詞等、指定できない単語もございます。普通名詞で話しかけることをおすすめします。
    例. 部屋名で話しかける

[どこでもエアコン エアコン一覧の設定]  
太郎の勉強部屋     ・・・①
花子の子供部屋     ・・・②
①アレクサ、勉強部屋（のエアコン）をつけて
②アレクサ、子供部屋（のエアコン）をつけて

４⃣ エアコン名は異なる名前をつけることをおすすめします。カスタム操作でエアコン名を指定しない発話の場合、 どこでもエアコンのエアコン一覧の一番上のエアコンが操作されます。
    例. 異なる名前で話しかける

[どこでもエアコン エアコン一覧の設定]  
寝室:パパ       ・・・①
寝室:おばあちゃん   ・・・②
①アレクサ、パパのエアコン をつけて
②アレクサ、おばあちゃんのエアコン をつけて

いくつかお試しいただき、話しかけやすい名前を見つけてください。

リビング、ダイニング、リビングルーム、ダイニングルーム、寝室、ベッドルーム、和室、洋室、書斎、子供部屋、勉強部屋、仕事部屋、お父さんの部屋、
お母さんの部屋、パパの部屋、ママの部屋、実家、別荘、客室、客間、ゲストルーム、二階、三階、地下室、キッチン、台所、シアタールーム、カラオケルーム、トレーニングルーム、ア
トリエ、ロフト、office（オフィスは英語で設定してください）、診察室、待合室、休憩室、会議室、事務室、集会所、事務所、作業場、教室、工房、食堂、ノクリア

3 問合せ（エアコンの状態確認）

1 基本操作

2 タイマー設定
※タイマーは、10分単位の時刻が予約されます。
 現在時刻から30分以上後の時間を設定してください
予約時間の例:7時、19時、午前7時、午後7時、朝7時、夜7時
23時30分、23時半
30分後、120分後、2時間後、2時間30分後、2時間半後
12時は、お昼の12時が予約されます。
夜中の12時(0時) を予約する場合は、0時、夜12時、午前0時 と
指定してください。
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◆その他カスタム操作のバリエーション
                   ／  :どちらを読んでも操作は可能です。
                   △℃:設定温度は18℃から30℃の間、1℃単位で指定してください。
                   (   ):読まなくても操作は可能です。

項 エアコンの動作／Alexaの応答 話しかけ方の例
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンつけて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコン入れて
アレクサ、ノクリアで、(リビングを／二番目を)運転開始
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)オン
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)入れて
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)スイッチオン
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンの電源オン
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)運転スタート
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコン消して
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコン止めて
アレクサ、ノクリアで、(リビングを／二番目を)運転停止
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコン切って
アレクサ、ノクリアで、(リビング)オフ
アレクサ、ノクリアで、(リビング)消して
アレクサ、ノクリアで、(リビング)運転ストップ
アレクサ、ノクリアで、(リビング)スイッチオフ
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンの電源オフ
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)クーラー消して
アレクサ、ノクリアで、全部のエアコン消して
アレクサ、ノクリアで、すべてのエアコン止めて
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)冷房
アレクサ、ノクリアで、冷房／クーラー つけて
アレクサ、ノクリアで、冷房／クーラー 入れて
アレクサ、ノクリアで、冷房モード
アレクサ、ノクリアで、冷房で運転開始

  アレクサ、ノクリアで、冷房運転スタート
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを冷房
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)暖房
アレクサ、ノクリアで、暖房つけて
アレクサ、ノクリアで、暖房入れて
アレクサ、ノクリアで、暖房モード
アレクサ、ノクリアで、暖房で運転開始
アレクサ、ノクリアで、暖房運転スタート
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを暖房
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)除湿
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)湿度下げて
アレクサ、ノクリアで、除湿／ドライ にして
アレクサ、ノクリアで、除湿／ドライ で運転開始
アレクサ、ノクリアで、除湿／ドライ 運転スタート
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを除湿
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)自動
アレクサ、ノクリアで、自動運転
アレクサ、ノクリアで、自動で運転開始
アレクサ、ノクリアで、自動モードで運転開始
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを自動
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)送風
アレクサ、ノクリアで、送風モード
アレクサ、ノクリアで、送風運転スタート
アレクサ、ノクリアで、運転モードを送風
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを送風

1 運転ON
※前回と同じ設定で運転を始めます。

2 運転OFF

3 2台以上のエアコンを一括運転OFF

4 運転中:冷房モードに変更
停止中:冷房モードで運転ON

5 運転中:暖房モードに変更
停止中:暖房モードで運転ON

6 運転中:除湿モードに変更
停止中:除湿モードで運転ON

7 運転中:自動モードに変更
停止中:自動モードで運転ON

8 運転中:送風モードに変更
停止中:送風モードで運転ON
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項 エアコンの動作／Alexaの応答 話しかけ方の例
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)冷房28度
アレクサ、ノクリアで、冷房運転28度
アレクサ、ノクリアで、冷房モード28度
アレクサ、ノクリアで、28度で冷房運転
アレクサ、ノクリアで、28度で冷房モード
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)冷房28度にして
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)暖房22度
アレクサ、ノクリアで、暖房運転22度
アレクサ、ノクリアで、暖房モード22度
アレクサ、ノクリアで、22度で暖房運転
アレクサ、ノクリアで、22度で暖房モード
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)暖房22度にして
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)除湿／ドライ 25度
アレクサ、ノクリアで、除湿／ドライ 運転25度
アレクサ、ノクリアで、除湿／ドライ モード25度
アレクサ、ノクリアで、25度で 除湿／ドライ 運転
アレクサ、ノクリアで、25度で 除湿／ドライ モード
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)除湿25度にして
アレクサ、ノクリアで、(リビングを)26度
アレクサ、ノクリアで、26度にして
アレクサ、ノクリアで、室温を26度
アレクサ、ノクリアで、設定温度26度
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを26度

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)温度上げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)室温上げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)設定温度を上げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングを)暖かくして

アレクサ、ノクリアで、(リビングを)暖めて

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)温度下げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)室温下げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)設定温度を下げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングを)涼しくして

アレクサ、ノクリアで、(リビングを)冷たくして

アレクサ、ノクリアで、(リビングを)2度上げて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)室温を3度上げて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)設定温度を4度上げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングを)2度下げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)室温を3度下げて

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)設定温度を4度下げて

9 運転中:冷房△℃に変更
停止中:冷房△℃で運転ON

10 運転中:暖房△℃に変更
停止中:暖房△℃で運転ON

運転中:設定温度を1℃下げる
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載の機種は、

0.5℃下がります。

停止中:運転ON 
※前回と同じ設定で運転を始めます。

11 運転中:除湿△℃に変更
停止中:除湿△℃で運転ON
※除湿の強さ（強／標準／弱）を設定する機種では、リ
モコンで設定してください。

12 運転中:設定温度変更
停止中:設定不可

13 運転中:設定温度を1℃上げる
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載の機種は、

0.5℃上がります。

停止中:設定不可

17 運転中:設定温度を△℃上げる 
 
※1℃単位で指定してください。

18 運転中:設定温度を△℃下げる 
 
※1℃単位で指定してください。

14 運転中:設定温度を1℃上げる
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載の機種は、

0.5℃上がります。

停止中:運転ON
※前回と同じ設定で運転を始めます。

15 運転中:設定温度を1℃下げる
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載の機種は、

0.5℃下がります。

停止中:設定不可
16
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項 エアコンの動作／Alexaの応答 話しかけ方の例

アレクサ、ノクリアで、(リビングの)室温を教えて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)室温をチェックして
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)温度を知りたい
アレクサ、ノクリアの、(リビングの)運転状態を見て
アレクサ、ノクリアの、(リビングの)運転モードを確認して
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンの状態を教えて
アレクサ、ノクリアの、名前を教えて
アレクサ、ノクリアで、エアコンの登録を教えて
アレクサ、ノクリアで、エアコン一覧を表示して
アレクサ、ノクリアで、登録しているエアコンを確認して
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを朝6時につけて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンを30分後に消して
アレクサ、ノクリアで、エアコンを19時に運転開始
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)タイマー1を解除して
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)タイマー2を消して
アレクサ、ノクリアで、エアコンのタイマー3を解除して
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)タイマーを解除して
アレクサ、ノクリアで、エアコンのタイマーを全て消して
アレクサ、ノクリアで、リビングのエアコンのタイマーを消して
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)タイマーを教えて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)タイマー予約を確認して
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)エアコンのタイマーを表示して

26 Alexaと会話形式でエアコンを操作する アレクサ、ノクリアを開いて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)お部屋の状況を教えて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)お部屋の状況を聞いて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)設定温度を教えて
アレクサ、ノクリアで、(リビングの)設定温度を確認して

28 スキルの使い方を話す（ヘルプ） アレクサ、ノクリアの、使い方を教えて
アレクサ、キャンセル
アレクサ、ストップ

29 スキルを終了する

23 タイマーを個別に解除する
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載機種のマル
チタイマーを設定できます。

24 タイマーを全て解除する
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載機種のマル
チタイマーを設定できます。

25 タイマーを確認する
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載機種のマル
チタイマーを設定できます。

20 運転モードを話す

21 登録しているエアコンを話す

22 タイマーを設定する
※2019年発売の無線LANアダプター標準搭載機種のマル
チタイマーを設定できます。

27 お部屋の情報を話す ＋ 温度変更／運転ON
※お部屋の情報:室温,しつど,運転モード,設定温度

19 室温を話す
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