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Amazon Alexa対応端末

ノクリア（ノクリアアプリ用）スキル 話しかけ方一覧
話しかけ方の基本形

アレクサ、エアコン つけて
話しかけ方の例
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℃単位で指定してください。機種によっては1℃単位の指定となります。暖房運転時は16℃から指定できます。
※ 除湿運転中は、風量の変更はできません。
※ 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。
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◆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

1

基本操作

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／自動モード／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]

2

風量の設定

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

設定できる風量:

アレクサ、エアコンを [強風／弱風／微風] にして

・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

問合せ（エアコンの状態確認）

3

4 エアコンの登録・名前更新

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?
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℃単位で指定してください。機種によっては1℃単位の指定となります。暖房運転時は16℃から指定できます。
除湿運転中は、風量の変更はできません。

◆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

1

基本操作

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／自動モード／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]

2

風量の設定

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

設定できる風量:

アレクサ、リビング（のエアコン）を [強風／弱風／微風] にして

・強風（きょうふう）／四（よん）／一番強く
・弱風（じゃくふう）／三（さん）

アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 四（よん） にして

・微風（びふう）／二（に）

アレクサ、リビング（のエアコン）風量を 三（さん） にして

・静音（せいおん）／一（いち）／一番弱く

アレクサ、リビング（のエアコン）風量を ニ（に） にして

・自動風（じどうふう）／自動（じどう）

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

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
3

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?
アレクサ、デバイスを探して

問合せ（エアコンの状態確認）

4 エアコンの追加・名前更新

または

アレクサ、リビングの状態は?

設定温度は18℃から30℃の間、0.5℃単位で指定してください。機種によっては1℃単位の指定となります。暖房運転時は16℃から指定できます。
除湿運転中は、風量の変更はできません。

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

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

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
[ノクリアアプリ 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
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例. 漢数字を設定する
[ノクリアアプリ 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
[ノクリアアプリ 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
[ノクリアアプリ 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。
例. 異なる名前で話しかける
[ノクリアアプリ 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。
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