
AiSEG2にPanasonic IDを登録する
（AiSEG2またはスマートフォンでの操作）

完了

手順1 手順2

●すでにAiSEG２を利用しており、機器登録している方を対象としています。

●CLOVA WAVE、CLOVA Friends、CLOVA Friends mini、
　CLOVA Deskにて動作確認しております。（2021年9月現在） ●メール通知は、スマートスピーカーの初期設定に使用したLINEアカ

　ウントと連携しているPanasonic IDに送信されます。他の
　Panasonic IDへは送信されません。（スマートスピーカーの設定や
　仕様変更によりメールの通知先は変更される場合があります。）

● ������ アシスタント搭載スマートスピーカーとLINEのスマート
　スピーカー連携サービスの同時使用は、正常に操作できない場合が
　あるため推奨いたしません。

●ＬＩＮＥをお使いの場合で、スマートスピーカー連携サービスを
　AiSEG２経由とAiSEG２以外のシステムで同時に使用する場合は、
　同じ機器を登録しないでください。

●「LINE」、「CLOVA」、「LINE CLOVA」は、LINE株式会社の登録商標です。

AiSEG2に
関するお問い合わせ

住宅エネルギー
マネジメントシステム  ご相談窓口 ［受付時間］365日／9:00～18:00

0120-081-701
※携帯電話からもご利用になれます。 ●上記番号がご利用できない場合 06-6780-2099

注意事項

●CLOVA搭載スマートスピーカー（別売）が必要です。

●スマートスピーカー連携サービスは、宅内でのご利用を前提にして
　います。操作する機器に異常がないことや、機器が動作しても悪影響
　が出ないことを事前に確認してください。また、操作後は正しく動作
　したことを確認してください。

●AiSEG２ 1台につき、スマートスピーカー連携サービスで利用できる
　PanasonicIDは4つまでです。
　ただし1つのPanasonic IDにスマートスピーカーは何台でも使用
　可能なため、Panasonic IDは1つでお使いいただくことをお勧め
　します。（スマートスピーカーの数に制限はありません。）

●Panasonic ID 1つにつき、登録できるLINEアカウントは1つです。

●音声シーン制御を行うと、Panasonic IDでお使いのメールアドレス
　へ音声シーン実行時の各機器の状態をメール送信します。
　「anshin-home.jp」からのメールを受信できるように、ドメイン指定
　による受信設定を行ってください。

スマートスピーカーの
アカウントとPanasonic ID

を連携させる
（スマートフォンでの操作）

CLOVA搭載スマートスピーカーをご利用の方

2022.3 ver.2.0 

エナジーシステム事業部
2022

「スマートスピーカー連携サービス」
利用開始までの流れ
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利用開始までの流れ
※操作を始める前に、AiSEG2（MKN704、MKN705、MKN713）がインターネット回線に常時接続されているか確認してください。

事前に準備していただくこと

その他

手順

STEP1

音声シーン制御を設定する…………………………………43 ページ

AiSEG2にPanasonic IDを登録する……………………33 ページ
必要な準備物
・AiSEG2の最新ファームウェア
・Panasonic ID

STEP2
スマートスピーカーのアカウントとPanasonic IDを連携させる……36 ページ
【重要】機器名称について………………………………………………40 ページ

必要な準備物
・LINE CLOVAアプリの
　セットアップ
・Panasonic ID

AiSEG2のファームウェアを最新にする………………………4 ページ
Panasonic IDを取得する……………………………………………7 ページ

※LINE CLOVAアプリのセットアップには下記3点をご準備ください。
・LINEアカウント
・スマートフォンのBluetoothをON
・無線LANの接続設定情報（SSID、パスワード）

サーバーサービスとスマートHEMSサービスを新規登録する

サーバーサービスを新規登録する

Panasonic IDを取得する

※照明を制御する場合、アドバンスシリーズ用無線アダプタのバージョンが
　2018年12月17日にリリースされた2.0.1A（1.08）以降であることを
　確認してください。

LINE CLOVAアプリをセットアップ・ペアリングする……24 ページ

※すでに完了している場合は不要です。



事前に準備していただくこと

AiSEG2のファームウェアを最新にする
4 ページ

Panasonic IDを取得する
7 ページ

LINE CLOVAアプリをセットアップ・ペアリングする
24 ページ

※すでに完了している場合は不要です。

3
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事前に準備していただくこと

※バージョン情報画面からファームウェアが更新できるのは、インターネット回線に接続している場合のみです。

AiSEG2のファームウェアを最新にする

AiSEG2の画面から　　　　 をタップ
してください。

1

をタップしてください。2

を選ぶ。
タブを選んで3

メニュー

設定

を選ぶ。
➡バージョン情報画面が表示されます。

4 ファームウェア
バージョン

ファームアップ

本体設定・その他

を選ぶ。6 はい

いいえ

➡「確認中です。しばらくお待ちください。」が
表示され、ファームウェアの確認を行います。
●　　　 を選ぶと、
　 バージョン情報画面に戻ります。

を選ぶ。
ファームウェアが最新かどうかを確認する
場合、

5
ファームウェア更新

➡確認画面が表示されます。
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事前に準備していただくこと

AiSEG2のファームウェアを最新にする

更新内容を確認したら、　　　　をタップ
してください。

8 戻る7 最新のファームウェアをお使いの場合は、
下図のような画面が表示されます。
　　　　 をタップし、終了してください。
バージョン情報画面に戻ります。
了解

お客様のサーバーサービスの登録状況を
ご確認ください。

7 ページ

更新するファームウェアがある場合は、
下図のような画面が表示されます。
　　　　 をタップしてください。更新内容

をタップしてください。9 実行

をタップしてください。10 はい
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事前に準備していただくこと

AiSEG2のファームウェアを最新にする

更新完了画面が表示されて、AiSEG2が
再起動します。

12

お客様のサーバーサービスの登録状況を
ご確認ください。

7 ページ

しばらくしてからAiSEG2の画面を
表示させてください。

13

こちらで、AiSEG2のファームウェアの更新が
完了しました。

更新には最大約30分かかります（目安）。11

事前に準備していただくこと

サーバーサービスに登録していますか？

スマートHEMSアプリを利用しますか？

はい

いいえ

はい いいえ

サーバーサービスを
新規登録する
……………………18 ページ

Panasonic IDを取得する…………………………………21 ページ

サーバーサービスと
スマートHEMSサービスを
新規登録する
…………………………………………8 ページ

お客様の登録状況に合わせて、必要な操作を確認してください。

Panasonic IDを取得する
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事前に準備していただくこと

サーバーサービスに登録していますか？

スマートHEMSアプリを利用しますか？

はい

いいえ

はい いいえ

サーバーサービスを
新規登録する
……………………18 ページ

Panasonic IDを取得する…………………………………21 ページ

サーバーサービスと
スマートHEMSサービスを
新規登録する
…………………………………………8 ページ

お客様の登録状況に合わせて、必要な操作を確認してください。

Panasonic IDを取得する

7
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事前に準備していただくこと

※画面イメージはお使いのスマートフォンに準拠します。
　また、画面イメージは予告なく変更する場合がございます。（2022年3月現在）

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

スマートHEMSサービスのアプリを
ダウンロードしてください。

※スマートHEMSのアプリは無料でダウンロード
　できます。
※iPhoneをお使いの方はアプリをダウンロードす
　る際にAppleIDが必要になる場合がございます。

操作を始める前にご確認ください。
●スマートフォンとAiSEG2を同じネットワークに接続してください。
　同じネットワークに接続できない場合、一部手順が異なります。詳しくは14ページを参照してください。
●AiSEG2のファームウェアを最新バージョンに更新してください。詳しくは4ページを参照してください。

1 2
注意

スマートフォンの画面からダウンロード
したアプリをタップしてください。

Androidの場合は、手順 6 へお進みください。

事前に準備していただくこと

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

機能紹介を確認して、　　　　　　を
タップしてください。

3 使い始める

をタップしてください。

● iPhone の場合

●Android の場合

4
初めての方はこちら

　　　　　　　　　　　　　をタップ
してください。

スマートHEMSクラブに新規登録
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Androidの場合は、手順 6 へお進みください。

事前に準備していただくこと

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

機能紹介を確認して、　　　　　　を
タップしてください。

3 使い始める

をタップしてください。

● iPhone の場合

●Android の場合

4
初めての方はこちら

　　　　　　　　　　　　　をタップ
してください。

スマートHEMSクラブに新規登録
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事前に準備していただくこと

登録完了までの流れを確認し、

をタップしてください。

5
「スマートHEMSクラブ」
に登録する

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

利用規約を確認し、チェックボックスをタップ
してください。チェックマークが付いたら、

6
　　　　　　　　　　　　　　をタップ

してください。

同意（上のチェックボックスにチェック）
して次へ

事前に準備していただくこと

※ここに入力いただいたメールアドレスが
　Panasonic IDになります。
　パスワードと併せて必ずメモしてください。

お客様の情報を入力し、　　　　　 を
タップしてください。

7 登　録

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

仮登録が完了したら、一度アプリを閉じて、
登録したメールアドレスに
『Panasonic ID本登録手続き完了のお願い』
というタイトルのメールが来ているか
確認してください。

8

※ここに入力いただい
　たメールアドレスが
　Panasonic IDに
　なります。
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事前に準備していただくこと

※ここに入力いただいたメールアドレスが
　Panasonic IDになります。
　パスワードと併せて必ずメモしてください。

お客様の情報を入力し、　　　　　 を
タップしてください。

7 登　録

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

仮登録が完了したら、一度アプリを閉じて、
登録したメールアドレスに
『Panasonic ID本登録手続き完了のお願い』
というタイトルのメールが来ているか
確認してください。

8

※ここに入力いただい
　たメールアドレスが
　Panasonic IDに
　なります。
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事前に準備していただくこと

【メールが届かないお客様へ】

メール受信のセキュリティをかけておられるお客様
はメールが受信できない場合がございます。パナソ
ニックからのメールを受信できるように設定をしてい
ただくか、違うメールアドレスで登録をしてください。
 「gg.jp.panasonic.com」からのメールを受信
できるようにしてください。

メールに記載されているURLをタップして
ください。

9

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

先ほど登録したPanasonic ID
（手順 7 で入力したメールアドレス）と
パスワードを入力して、　　　　  を
タップしてください。

11

本登録完了画面の　　　　　　  を
タップしてください。

10 アプリを起動

ログイン

事前に準備していただくこと

※機器コードは取扱説明書の裏表紙または
　バージョン情報画面に表示されています。
※工場出荷時のアクセスパスワードは機器コードの
　数字10桁（ハイフン含まず）です。変更した場合
　は変更後のパスワードを入力してください。

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

ニックネーム、機器コード、アクセス
パスワードを入力し、　　　  を
タップしてください。

14
登録

※工場出荷時のアクセスパスワードは
　機器コードの数字10桁（ハイフン含まず）
　です。変更した場合は取扱説明書の
　裏表紙に表示されています。

13 　　　　　　　　　　  と
　　　　　　　　　　　　  を順に

タップして、両方の規約をご確認いただき、

　　　　  をタップしてください。

サーバーサービス利用規約

スマートHEMSサービス利用規約

同意する

　　　　　　　　　 をタップして
ください。

12 AiSEGをお持ちの方

※エラー画面が表示された場合は、次ページを
　確認して対応してください。
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事前に準備していただくこと

※機器コードは取扱説明書の裏表紙または
　バージョン情報画面に表示されています。
※工場出荷時のアクセスパスワードは機器コードの
　数字10桁（ハイフン含まず）です。変更した場合
　は変更後のパスワードを入力してください。

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

ニックネーム、機器コード、アクセス
パスワードを入力し、　　　  を
タップしてください。

14
登録

※工場出荷時のアクセスパスワードは
　機器コードの数字10桁（ハイフン含まず）
　です。変更した場合は取扱説明書の
　裏表紙に表示されています。

13 　　　　　　　　　　  と
　　　　　　　　　　　　  を順に

タップして、両方の規約をご確認いただき、

　　　　  をタップしてください。

サーバーサービス利用規約

スマートHEMSサービス利用規約

同意する

　　　　　　　　　 をタップして
ください。

12 AiSEGをお持ちの方

※エラー画面が表示された場合は、次ページを
　確認して対応してください。
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事前に準備していただくこと

【手順12でエラー画面が表示された場合】
●確認コードは、セキュリティ保持のため更新する
　ことをおすすめします。
●下図のエラー画面が表示された場合は、スマート
　フォンが無線LAN（Wi-Fi）でAiSEG2と同じ
　ルーターに接続されていることを確認し、
　「再度、AiSEGを検索する」をタップして、
　手順13 以降の操作を行ってください。
　AiSEG2が見つからない場合は、「連携コードを
　入力する」をタップしてスマートHEMSサービスの
　利用規約を確認して　　　　をタップした後、
　「ニックネーム・機器コード・連携コード」を入力して
　登録してください。

●アプリのトップ画面が表示されずに下記のエラー
　画面が表示された場合は、お使いのAiSEG2の
　ファームウェアバージョンが最新ではありません。
　画面にしたがってAiSEG2のファームウェアを
　更新してください。

●新規登録時にすでに登録済みのユーザーがいる場合は、
　そのユーザー名が表示されます。不要な登録は画面に
　したがって削除することをおすすめします。
●スマートフォンの機種を変更する場合は、専用アプリ
　「スマートHEMSサービス」の左上メニュー
　「スマートフォンの機種変更」から「機種変更コード」
　を発行してください。
　（ 　　　当社ホームページ「専用アプリの
　はじめかたと注意事項」）

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

登録する

事前に準備していただくこと

※すでに設定されている場合は、下図のような
　画面は表示されずに、自動的に次の手順へ進み
　ます。表示された画面の指示に従ってください。

注意

※すでに設定されている場合は、下図のような
　画面は表示されずに、自動的に次の手順へ進み
　ます。表示された画面の指示に従ってください。

注意

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

家庭設定を入力して「次へ」を
タップしてください。

15 料金設定を入力して「次へ」を
タップしてください。

16
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事前に準備していただくこと

※すでに設定されている場合は、下図のような
　画面は表示されずに、自動的に次の手順へ進み
　ます。表示された画面の指示に従ってください。

注意

※すでに設定されている場合は、下図のような
　画面は表示されずに、自動的に次の手順へ進み
　ます。表示された画面の指示に従ってください。

注意

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

家庭設定を入力して「次へ」を
タップしてください。

15 料金設定を入力して「次へ」を
タップしてください。

16
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事前に準備していただくこと

※入力をやり直す場合は「戻る」をタップして
　ください。

※設定確認画面は手順15、16で入力した内容が
　表示されます。
　すでに設定されている場合は、下図のような
　画面は表示されずに、自動的に次の手順へ進み
　ます。表示された画面の指示に従ってください。

注意 ※すでに登録されている場合は、下図のような
　画面は表示されず、「設定中です。しばらく
　お待ちください。」の文字が表示されます。

スマートスピーカー連携サービスを登録
するかどうか  　　　　　　　　を選んで
タップする
●　　　　　　をタップすると、アプリのトップ
　画面が表示されます。手順20以降の
　操作は必要ありません。

注意

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する

設定内容を確認して「登録」をタップして
ください。

17 18

この数字が確認コードになります。
必ずメモしてください。

発行された「確認コード」を取扱説明書の
裏表紙に記入して「次へ」をタップして
ください。

19
いいえ

いいえ

はい
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������������をセットアップする
24 ページ

へお進みください。

事前に準備していただくこと

サーバーサービスとスマートHEMS
サービスを新規登録する
20 「閉じる」をタップする

➡ アプリのトップ画面が表示されます。

「スマートHEMSサービス」のTOP画面
（タイムライン）が表示されると完了です。
専用アプリ「スマートHEMSサービス」を
ご利用いただけます。

22

スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDの連携操作を行う23利用規約を確認して　　　　　をタップする

●　　　　　　　 をタップすると登録操作が
　中止され、メッセージが表示されます。
　「閉じる」をタップすると、手順 19の
　画面に戻ります。

スマートスピーカーを使用する人のニックネーム、
登録したPanasonic ID（メールアドレス）と
パスワードを入力して、 　　　を タップする
●Panasonic IDは自動で入力されます。
● 　　　　　　 をタップすると登録操作が
　中止され、アプリのトップ画面が表示されます。

21

登録する

同意する

同意しない

登録をやめる
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事前に準備していただくこと

サーバーサービスを新規登録する

AiSEG2の画面から　　　　  をタップ
してください。

1 4

「機器コード」を入力して 
　　　　　をタップしてください。
➡サーバーサービス設定画面が表示されます。
●機器コードはAiSEG2本体、取扱説明書の
  裏表紙またはバージョン情報画面（ 　　　
  取扱説明書（詳細版））に表示されています。

5
をタップしてください。2

をタップしてください。3

すでにサーバーサービス登録済みの方が、再度サーバーサービス登録をされると、
今まで蓄積されたデータが上書きされて消えてしまいます。

注意

メニュー

設定

決定

サーバーサービス

をタップしてください。サーバーサービス
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事前に準備していただくこと

サーバーサービスを新規登録する

サーバーサービスご利用規約を確認し、
　　　　　　 をタップしてください。

9

登録手順を確認し、　　　　をタップして
ください。

8

発行された「確認コード」を取扱説明書
の裏表紙に記入して、　　　　をタップ
してください。
（次の画面で入力が必要になります。）

10

次へ

同意し次へ

次へ

この数字が確認コードになります。
必ずメモしてください。

ご登録の注意を確認し、　　　　をタップ
してください。

7 了解

をタップしてください。6 新規登録
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事前に準備していただくこと

サーバーサービスを新規登録する

こちらで、サーバーサービスの新規登録が
完了しました。
サーバーサービス設定画面に戻ります。

Panasonic IDを取得する
21 ページ

へお進みください。

ご家庭情報を入力して、　　　  を
タップしてください。

12

入力内容を確認していただき、
　　　　をタップしてください。

13

※全項目必須になります。

をタップしてください。14

決定

終了

次へ

先ほど控えた確認コード（手順 10）を
入力し、　　　  をタップしてください。

11
※確認コードを忘れた方は　　　　 をタップして
　確認してください。

戻る

次へ

事前に準備していただくこと

※画面イメージはお使いのスマートフォンに準拠します。下記手順ではiPhone画面イメージを記載しています。
　また、画面イメージは予告なく変更する場合がございます。（2022年3月現在）

※ここに入力いただいたメールアドレスが
　Panasonic IDになります。
　パスワードと併せて必ずメモしてください。

Panasonic IDを取得する

Panasonic ID お客様サポートのページを
開いてください。

1

をタップしてください。2

お客様の情報をすべて入力し、終わったら
　　　　　　　　 をタップしてください。

3

新規登録

同意して次へ

※ここに入力いただい
　たメールアドレスが
　Panasonic IDに
　なります。

https://csapl.pcpf.panasonic.comURL
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事前に準備していただくこと

※画面イメージはお使いのスマートフォンに準拠します。下記手順ではiPhone画面イメージを記載しています。
　また、画面イメージは予告なく変更する場合がございます。（2022年3月現在）

※ここに入力いただいたメールアドレスが
　Panasonic IDになります。
　パスワードと併せて必ずメモしてください。

Panasonic IDを取得する

Panasonic ID お客様サポートのページを
開いてください。

1

をタップしてください。2

お客様の情報をすべて入力し、終わったら
　　　　　　　　 をタップしてください。

3

新規登録

同意して次へ

※ここに入力いただい
　たメールアドレスが
　Panasonic IDに
　なります。

https://csapl.pcpf.panasonic.comURL
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事前に準備していただくこと

Panasonic IDを取得する

仮登録が完了し、下図のように表示されたら
一度アプリを閉じて、先ほど入力していた
だいたメールアドレスにメールが来ているか
確認してください。

5ご入力内容を確認し、　　　　をタップ
してください。

4 登録
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事前に準備していただくこと

こちらで、Panasonic IDの取得が
完了しました。

【メールが届かないお客様へ】

メール受信のセキュリティをかけておられるお客様
はメールが受信できない場合がございます。パナソ
ニックからのメールを受信できるように設定をしてい
ただくか、違うメールアドレスで登録をしてください。
 「gg.jp.panasonic.com」からのメールを受信
できるようにしてください。

Panasonic IDを取得する

本登録が完了したら、登録したメールアドレ
スに届いた『Panasonic ID  本登録完了の
お知らせ』メールでご自身のログインIDを
確認してください。

7仮登録完了後、登録したメールアドレスに
届いた『Panasonic ID  本登録手続き
完了のお願い』に記載されているURLを
タップしてください。

6

こちらがPanasonic IDです。
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セットアップ方法

●セットアップにはLINEアカウントが必要です。作成方法についてはLINE株式会社のWEBページを
　ご確認ください。
●事前にスマートフォンのBluetooth機能をONにしてください。
●無線LANの接続設定情報（SSID、パスワード）をご準備ください。

事前に準備していただくこと

※画面イメージはお使いのスマートフォンに準拠します。本マニュアルではiPhone画面イメージを掲載しています。
　また、画面イメージは予告なく変更する場合がございます。（2022年3月現在）

LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする

LINE CLOVAアプリをタップしてください。1 「直接入力」または
をタップし、LINEアカウントに
ログインしてください。

2 ����ログイン
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注意事項を確認し、
をタップしてください。

3 「許可」または「許可しない」を
タップしてください。

5

事前に準備していただくこと

LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする

4 「OK」をタップしてください。「開く」をタップしてください。 6

許可する



26

こちらで、LINE CLOVAアプリの
セットアップが完了しました。

事前に準備していただくこと

LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする
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スマートスピーカーを電源に接続してください。1
LINE CLOVAアプリを起動し、「デバイスの
登録」をタップしてください。

2

利用するスマートスピーカーの下部のライトが
オレンジに光っていることを確認してください。
（マイクボタンを6秒以上長押ししスピーカーを
 ネットワーク接続状態にしてください）

3

ペアリング方法

をタップしてください。5

4

事前に準備していただくこと

LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする

利用する無線LANのSSIDが表示されている
ことを確認し、パスワードを入力してください。
異なるSSIDが表示されている場合は、　　を
タップして正しいものを選択し、パスワードを
入力してください。

接続
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LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする

画面が遷移します。しばらくお待ちください。6 設定が完了したら、「次へ」をタップして
ください。

7

呼び名を変更する場合は「変更する」を、
変更しない場合は「後で」をタップして
ください。

8

事前に準備していただくこと

LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする

ガイダンスに従って操作方法を確認し、
「終了」をタップしてください。
9

事前に準備していただくこと
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LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする

ガイダンスに従って操作方法を確認し、
「終了」をタップしてください。
9

事前に準備していただくこと



位置情報やLINEメッセージ、アラーム音
などを設定してください。

10

事前に準備していただくこと

LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする

30



31

こちらで、ペアリングが完了しました。

事前に準備していただくこと

LINE CLOVAアプリをセットアップ・
ペアリングする



手順 AiSEG2での操作

AiSEG2にPanasonic IDを登録する
�����

33 ページ

●ご自身のスマートフォンなどから操作してください。
　スマートフォンなどでAiSEG2画面を表示させるには、
　「AiSEG2画面の表示ガイド」を参照してください。

注意

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/pdf/displayguide.pdfURL

必要な準備物
AiSEG2の最新ファームウェア、Panasonic ID

AiSEG2にPanasonic IDを登録する

AiSEG2の画面から　　　　  をタップ
してください。

1 をタップしてください。4

をタップしてください。2

をタップしてください。3

メニュー

サーバーサービス

設定 5

STEP1：AiSEG2での操作手順

・AiSEG2のファームウェアの確認方法は、4ページを参照してください。

・Panasonic IDをお持ちでない場合は、7ページを参照してください。

サーバーサービス

決定

AiSEG2本体に記載されている
「機器コード」を入力して 

 をタップしてください。

32
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必要な準備物
AiSEG2の最新ファームウェア、Panasonic ID

AiSEG2にPanasonic IDを登録する

AiSEG2の画面から　　　　  をタップ
してください。

1 をタップしてください。4

をタップしてください。2

をタップしてください。3

メニュー

サーバーサービス

設定 5

STEP1：AiSEG2での操作手順

・AiSEG2のファームウェアの確認方法は、4ページを参照してください。

・Panasonic IDをお持ちでない場合は、7ページを参照してください。

サーバーサービス

決定

AiSEG2本体に記載されている
「機器コード」を入力して 

 をタップしてください。

33



34

手順 スマートフォンでの操作

スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDを連携させる

36 ページ

�����

● 【重要】 機器名称について

40 ページ

STEP1：AiSEG2での操作手順

AiSEG2にPanasonic IDを登録する

※他のPanasonic IDをAiSEG2に登録する
　場合は、手順 8～10を繰り返してください。

こちらで、Panasonic IDの登録が
完了しました。
サーバーサービス設定画面に戻ります。

をタップしてください。8 Panasonic ID
登録

使用する人のニックネーム（10文字以内）、
Panasonic IDとパスワードを入力して
　　　   をタップしてください。

9
設定

同意事項を確認し、　　　　　　 を
タップしてください。

7 同意し次へ

10 戻る をタップしてください。

をタップしてください。６ スマート
スピーカー設定



手順 スマートフォンでの操作

スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDを連携させる

36 ページ

�����

● 【重要】 機器名称について

40 ページ

35



36

・LINE CLOVAアプリのセットアップ・ペアリングの方法は、24ページを参照してください。

必要な準備物
LINE CLOVAアプリのセットアップ・ペアリング、Panasonic ID

STEP2：スマートフォンでの操作手順

※「LINE」、「CLOVA」、「LINE CLOVA」はLINE株式会社の登録商標です。

※画面イメージはお使いのスマートフォンに準拠します。本マニュアルではiPhone画面イメージを掲載しています。
　また、画面イメージは予告なく変更する場合がございます。（2022年3月現在）

スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDを連携させる

スマートフォンでLINE CLOVAアプリの
アイコンをタップしてアプリを起動してください。

1 「家電操作をCLOVAで」をタップしてください。3

をタップしてください。2 AiSEGのアイコンをタップしてください。4
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STEP2：スマートフォンでの操作手順

スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDを連携させる

「今後この画面を表示しない」タップし、チェック
マークがついたら、「同意する」をタップして下さい。

7

「続ける」をタップしてください。8「OK」をタップしてください。6

「ログイン」をタップしてください。5
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STEP2：スマートフォンでの操作手順

スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDを連携させる

利用規約を確認し、　　　　 を
タップしてください。

10

Panasnioc IDとパスワードを入力して
ください。
「同意します」をタップし、チェックマークが
ついたら、　　　　  をタップしてください。

9
ログイン

同意する

音声で操作したい機器をタップし、
チェックマークがついたら　　　　 を
タップしてください。

11
次へ

発話例を確認し、　　　　をタップ
してください。

12 登録

「照明1」や「エアコンA」のように機器名称に
数字、アルファベット、記号などがあると正しく
音声認識しない場合があります。
40、41ページ 【重要】機器名称について を
確認してください。
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STEP2：スマートフォンでの操作手順

【重要】機器名称について
40 ページ

を必ず確認してください。

音声操作したいシーンを選択し、
「連携する」をタップしてください。

音声操作したい機器を選択し、
「連携する」をタップしてください。

13

スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDを連携させる

15

「OK」をタップしてください。16
「OK」をタップしてください。14
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STEP2：スマートフォンでの操作手順

名称変更したい機器をタップしてください。1 機器名をタップしてください。2

AiSEG2で設定した機器名称が音声発話時の機器の名称になります。名称は2文字以上10文字
以内で設定してください。「照明1」や「エアコンA」のように機器名称に数字、アルファベット、
記号などがあるとAiSEG2で設定した機器名称がCLOVAアプリに反映されません。
必ず、部屋名などを組み合わせた固有の名称に変更して使用してください。
（ 　  設定マニュアル）

（例）　
　・エアコン　→　リビングエアコン
　・床暖房A　→　ダイニング床暖房
　・照明01　→　ダウンライト　など

また、LINE CLOVA アプリで変更した名称はAiSEG２に反映されません。
AiSEG２の機器名称を変更する場合は、設定マニュアル「機器の名称を変更するには」を
参照してください。

機器名称について重要

LINE CLOVA アプリでの機器名称の変更方法



STEP2：スマートフォンでの操作手順

3

こちらで、スマートスピーカーのアカウントと
Panasonic IDの連携が完了しました。
スマートスピーカー連携サービスをご利用
いただけます。

現在の名称を削除し、新しい機器名称を
入力してください。
入力が完了したら　　　　　をタップして
ください。

保存

数字、アルファベット、記号などを
含まない機器名称に変更して
ください。

41



音声シーン制御を登録する
43 ページ

その他

AiSEＧ2でシーンを作成する

その他

AiSEG2の画面から　　　　  をタップ
してください。

1

4をタップしてください。2

3メニュー

設定 をタップしてください。サーバーサービス

をタップしてください。サーバーサービス

※最大8つのシーンを設定できます。
※音声シーン制御を行うと、������������ でお使いのメールアドレスへ音声シーン実行時の各機器の状態をメール送信します。
　「��������������」からのメールを受信できるように、ドメイン指定による受信設定を行ってください。
※メール通知は、スマートスピーカーの初期設定に使用したLINEアカウントと連携している ������������ に送信されます。
　他の �������������へは送信されません。（LINE CLOVAの設定や仕様変更によりメールの通知先は変更される場合があります。）

登録した機器のそれぞれの状態を、「在宅」や「外出」などといった生活シーンや
部屋ごとに設定しておけば、音声で一括制御できます。
発話例：「ねぇ CLOVA、●●シーンにして」
（●●はご自身で設定していただけます。詳しくは手順17を参照してください。）

音声シーン制御を登録する

42
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AiSEＧ2でシーンを作成する

その他

AiSEG2の画面から　　　　  をタップ
してください。

1

4をタップしてください。2

3メニュー

設定 をタップしてください。サーバーサービス

をタップしてください。サーバーサービス

※最大8つのシーンを設定できます。
※音声シーン制御を行うと、������������ でお使いのメールアドレスへ音声シーン実行時の各機器の状態をメール送信します。
　「��������������」からのメールを受信できるように、ドメイン指定による受信設定を行ってください。
※メール通知は、スマートスピーカーの初期設定に使用したLINEアカウントと連携している ������������ に送信されます。
　他の �������������へは送信されません。（LINE CLOVAの設定や仕様変更によりメールの通知先は変更される場合があります。）

登録した機器のそれぞれの状態を、「在宅」や「外出」などといった生活シーンや
部屋ごとに設定しておけば、音声で一括制御できます。
発話例：「ねぇ CLOVA、●●シーンにして」
（●●はご自身で設定していただけます。詳しくは手順17を参照してください。）

音声シーン制御を登録する
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『機器』の項目の　　　をタップして
ください。

13 追加『シーン名称』の項目の　　　をタップ
してください。

11 設定

1412

【例】照明を設定する場合

※名称は音声で操作する際の発話に利用します。
　例えば家にいるときの機器の状態をシーン設定
　する場合なら「在宅」など、ご自分がわかりやすい
　名前を設定してください。

（「帰宅」を設定する場合）

※全角／半角6文字以内で入力してください。
※数字、英語、記号、空白は使用しないでください。
※すでに設定した名称と同じ名称には設定できません。

15

その他

音声シーン制御を登録する

名称を入力して、　　　　をタップ
してください。

決定
設定する機器を選択し、　　　  を
タップしてください。

次へ

『機器の種類』の項目の「アドバンス照明」
をタップし、設定する機器を選択して、
　　　   をタップしてください。次へ

����������のサービスを選択して、
　　　  をタップしてください。

8
設定

その他

音声シーン制御を登録する

「機器コード」を入力して
をタップしてください。

5

6 をタップしてください。スマート
スピーカー設定

をタップしてください。7 登録済み各種
サービス一覧

決定

9 をタップしてください。音声シーン

10 未設定シーンの　　　をタップして
ください。

追加
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『機器』の項目の　　　をタップして
ください。

13 追加『シーン名称』の項目の　　　をタップ
してください。

11 設定

1412

【例】照明を設定する場合

※名称は音声で操作する際の発話に利用します。
　例えば家にいるときの機器の状態をシーン設定
　する場合なら「在宅」など、ご自分がわかりやすい
　名前を設定してください。

（「帰宅」を設定する場合）

※全角／半角6文字以内で入力してください。
※数字、英語、記号、空白は使用しないでください。
※すでに設定した名称と同じ名称には設定できません。

15

その他

音声シーン制御を登録する

名称を入力して、　　　　をタップ
してください。

決定
設定する機器を選択し、　　　  を
タップしてください。

次へ

『機器の種類』の項目の「アドバンス照明」
をタップし、設定する機器を選択して、
　　　   をタップしてください。次へ
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こちらで、音声のシーン制御設定が
完了しました。
音声シーン画面に戻ります。

20 をタップしてください。了解

その他

音声シーン制御を登録する

※あらかじめAiSEG2から照明シーンの作成が
　必要です。

『制御』の項目の　　　  をタップして
ください。

16 変更

17 設定シーンに組み込みたい照明シーンを
タップしてください。

18 をタップしてください。決定

19 機器設定が全て終わったら、
をタップしてください。

決定


