
Google Home と連携すると、ご自宅では声で家電操作ができます。 
事前に赤外線リモコン 01の登録、操作する家電の登録、および Google Home の
初期設定を行ったうえで、以下の設定を行ってください。 

【赤外線リモコン 01】Google Home との連携方法 

【手順１】Google Home アプリで設定（エアコン・照明操作用） 

■with HOME アプリと Google Home の連携設定 
操作する家電によって、Google Home との連携方法、声での操作方法が異なり
ます。以下表から操作する家電を確認し設定を行ってください。 

エアコン・照明 
のみ操作 

テレビ 
のみ操作 

エアコン・照明・
テレビすべて操作 

【手順１】 
Google Home アプリ 

設定必要 （設定不要） 設定必要 

【手順２】 
Googleアシスタント 

（設定不要） 設定必要 設定必要 

左上のメニューを
タップ 

[スマートホーム] を
タップ 

Google Home アプリを
タップ 

１ ２ ３ 

■事前設定 
・赤外線リモコン 01の登録、操作する家電の登録 手順はこちら 
・Google Home の初期設定            手順はこちら 

次ページへ 

https://www.shizuokagas.co.jp/life/iot/document/2_3_sekigaisen.pdf
https://www.shizuokagas.co.jp/life/iot/document/24_configuration.pdf


画面右下の[＋]をタップ ４ ５ [withHOME Service]を
タップ 

６ [Wow!IDでログイン]を 
タップ 

画面の表示が異なる場合は[6-1]の操作へ 

７ Wow!ID 、パスワードを入
力し、ログインボタンを
タップ 

６-１ [上記のお客様はこちら]を
タップ。 

[6]の操作を終えた方はスキップ 



8 9 [同意する]をタップ リンク中の画面を確
認。 

リンクされたサービスとし
て、[with HOME Service]
と表示されることを確認 
 

10 

テレビを操作したい場合は手順２（5ページへ） 

Google Home に話しかけてみましょう。 
音声コマンド例は次ページを参照してください。 



Google Home 音声コマンド例（エアコン・照明） 

<ニックネーム> <部屋名>は Google Home アプリで設定します。 
<名前>はwith HOMEアプリで設定します。 

操作家電 音声コマンド例 

エアコン 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OK Google, エアコンをつけて 

OK Google, <名前>をつけて 

OK Google, <ニックネーム>をつけて 
OK Google, エアコンを消して 

OK Google, <名前>を消して 
OK Google, <ニックネーム>を消して 

OK Google, エアコンを暖房にして 
OK Google, <名前>を暖房にして 
OK Google, <ニックネーム>を暖房にして 

OK Google, エアコンを冷房にして 
OK Google, <名前>を冷房にして 

OK Google, <ニックネーム>を冷房にして 
OK Google, 温度を25度にして 
OK Google, エアコンを25度にして 

OK Google, <名前>を21度にして 
OK Google, <ニックネーム>を21度にして 

OK Google, 暖房を23度にして 
OK Google, 冷房を25度にして 

照明 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OK Google, 電気つけて 
OK Google, 電気をつけて 
OK Google, 電気消して 

OK Google, 電気を消して 
OK Google, <ニックネーム>をつけて 

OK Google, <ニックネーム>を消して 
OK Google, <名前>をつけて 

OK Google, <名前>を消して 

OK Google, <部屋名>の電気をつけて 
OK Google, <部屋名>の電気を消して 

OK Google, 電気を全部つけて 
OK Google, 電気を全部消して 



「ウィズ ホームにつない
で」と発話 

表示されたアカウント 
設定画面をタップ 

ホームボタンを長押して、 
Google アシスタントを起動 

１ ２ ３ 

【手順２】Googleアシスタントで設定（テレビ操作用） 
 

スマートフォンのOSがAndroidの場合 

長押し 

マイク表示の場合はタップして
から発話 

「ウィズ ホームにつないで」 
※OK Googleは不要 

次ページへ 

Google Home に「ウィズ ホームにつないで」でと発話時、 
スマホに「アカウント情報に基づく設定をONにしてください」と表示された場合は 

以下操作をしてください 

②自分が登録したGoogle 
Home名を選択 

③アカウントに基づく情報 
を有効（右にスライド）にする 

①表示された通知をタップ 



リンクが問題なく終了する
と元の画面に戻り完了 

９ ８ 

「ログイン]をタップ ５ with HOMEを契約した
Wow!IDとパスワードを入力 

６ 

７ リンク中の画面を確
認。 

[同意する]をタップ 

Google Home に話しかけてみましょう。 
音声コマンド例は9ページを参照してください。 

［上記以外のお客様は 
 こちら］をタップ 

４ 



Google Assistant 
アプリをタップします 

１ 「ウィズ ホームにつな
いで」と発話 

２ ３ 

「ウィズ ホームにつないで」 
※OK Googleは不要 

※事前にGoogle Assistantアプリのインストールを行い、以下操作を行ってください。 

表示されたアカウント 
設定画面をタップ 

【手順２】Googleアシスタントで設定（テレビ操作用） 
 

スマートフォンのOSがiOSの場合 

につないで 

が 

マイク表示の場合はタップして
から発話 

「ログイン]をタップ ５ 
エネリアつながるIoTを契
約したWow!IDとパスワード
を入力 

６ ［上記以外のお客様は 
 こちら］をタップ 

４ 



Google Home に話しかけてみましょう。 
音声コマンド例は9ページを参照してください。 

リンクが問題なく終了する
と元の画面に戻り完了 

９ ８ ７ リンク中の画面を確
認。 

[同意する]をタップ 



Google Home 音声コマンド例（テレビ） 

OK Google 
with HOMEにつないで 

はい。 with HOMEです。 

ご用件をどうそ。 

テレビつけて 
はい。テレビの電源を入れます。 

次のご用件をどうぞ 

終了 ※ 
with HOMEアプリを終了します 

テレビを操作する場合は、「OK Google with HOMEにつないで」と
話かけて、with HOME アプリへ接続し操作を行います。 
※with HOME アプリに接続している間、「OK Google」で呼び出すサービスは利用できません。 
※with HOME アプリに接続している間、エアコン、照明は「OK Google」の呼び出しなしで操
作ができます。 

操作家電 音声コマンド例 

テレビ 

テレビつけて 

テレビの電源を入れて 

テレビ消して 

テレビの電源を切って 

テレビを5チャンネルにして 
テレビを5チャンにして 
テレビの音 or 音量 or ボリューム大きくして 

テレビの音 or 音量 or ボリューム上げて 

テレビの音 or 音量 or ボリューム小さくして 

テレビの音 or 音量 or ボリューム下げて 

エアコン 
エアコン or 暖房 or 冷房つけて 
エアコン or 暖房 or 冷房消して 

エアコン or 暖房 or 冷房 21度にして 

照明 
でんきつけて 

でんき消して 

※ Google Home、Google は Google LLC の商標です。 
※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。  

※「OK Google」で呼び出すサービスを利用したい場合は、with HOME アプリへの
接続を終了する必要がありますので、「終了」と話しかけて終了してください 


