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無線 LAN 機能　初期設定【かんたん設定】

まず、必要な環境の確認をおこなってください。 3 ページ

初期設定の流れ

初期設定①

空気清浄機とルーターの
無線 LAN	接続 7 ページ 	

初期設定②

「COCORO	AIR」アプリ
のインストール 6 ページ

初期設定③

アプリに空気清浄機
を登録 11 ページ

1. スマートフォンに「COCORO	AIR」
アプリをインストールする

● アプリは以下の配信サービスから
ダウンロードできます。
Android：Google Play
iOS：App Store

2. 「COCORO	AIR」アプリを起動する

3. 「COCORO	AIR 利用規約」を確認し、
「登録する機器の利用者全員が利用規約
に同意する」にチェックを入れる

初期設定①：「COCORO	AIR」アプリのインストール

https://cboard.cloudlabs.sharp.co.jp/cocoroapp/download/air/

4. COCORO	IDとパスワードを入力して、
ログインする
アプリを使用するには、「COCORO MEMBERS」

の COCORO ID が必要です。
 COCORO ID をお持ちでない場合は、「新規登録」

をタップし「COCORO MEMBERS 会員登録」( 無
料 ) をおこない COCORO ID を取得してください。

XXXXX@aaa.bb.cc

*********

5. お使いのスマートフォンの名前を入力し、
「OK」をタップする
 お使いのスマートフォンの機種名が表示され

ています。識別するために任意の名前を付け
ることができます。

お父さんのスマホ
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1. ホーム画面の左上の (メニュー )を
タップし、「機器登録」を選ぶ

2. 「これから機器とルーターを接続する」
を選ぶ

3. 「無線接続ボタンあり」を選ぶ

4. 「空気清浄機」を選ぶ

5. 「KI-*100*を接続」を選ぶ

初期設定②-₁( 無線接続ボタンあり）：空気清浄機とルーターの無線 LAN接続

初期設定②の前に お使いのルーターの無線接続ボタンを確認してください。

無線接続ボタンあり ⇒ ② -1　　　     無線接続ボタンなし ⇒ ② -２ 

6. アプリの画面に従って操作する
1. 運転中に本体の無線ボタンを 3 秒間押して、

コネクトランプを点滅させてください。

【点滅】

2. 点滅から 2 分以内に、ルーターの無線接続
ボタンを押してください。

 無線接続ボタンの操作方法は、お使いのルー
ターの取扱説明書をご確認ください。

3. 音声またはメロディが流れ、コネクトランプ
が点灯に変わったら接続成功です。

【点灯】

 接続まで、数分かかることがあります。
 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」
と音がし、コネクトランプが消灯します。
そのときは、手順 1 からやり直してくださ
い。

接続が成功したら
「アプリに登録」をタップする

11 ページ

♪

7 ページ 8 ページ
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無線 LAN 機能　初期設定【かんたん設定】 ( つづき）

初期設定②-₂( 無線接続ボタンなし）：空気清浄機とルーターの無線 LAN接続
1. ホーム画面の左上の (メニュー )を
タップし、「機器登録」を選ぶ

2. 「これから機器とルーターを接続する」
を選ぶ

3. 「無線接続ボタンなし」を選ぶ

4. 「空気清浄機」を選ぶ

5. 「KI-*100*を接続」を選ぶ

6. アプリの画面に従って操作する
1. 運転中に、本体のメニューボタンを 3 秒間

押してください。

2. 本体の効果実感ボタンで を選び、
おまかせボタンで決定してください。

3. 本体の効果実感ボタンで を選び、
おまかせボタンで決定してください。

4. コネクトランプが点滅に変わり、 が表示
されているか、確認してください。

【点滅】

 コネクトランプの点滅は、約１０分後に自動的
に終了します。
１０分以内に接続を完了させてください。

Android の場合

アプリ画面下の「次へ」をタップしてください。

iOS の場合

アプリ画面を確認してから、「次へ」をタップ
してください。

9ページ

10ページ
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Android の場合
7. ルーターと接続する空気清浄機の機種名
が表示されます。
正しければ ｢接続｣ をタップする

 機器のネットワーク名 「AP-SHARP-**｣ の
** は、MAC アドレスの下 2 桁の数字です。 

 機種名や機器のネットワーク名が違う場合は、
アプリ画面左下の 「再検索｣をタップして、ネッ
トワーク名を選んでください。

8. 空気清浄機と接続するルーターを選ぶ

ルーターのパスワードを入力し「OK」
をタップする。

9. 音声またはメロディが流れ、コネクトラン
プが点灯に変われば接続成功です。

【点灯】

 接続まで、数分かかることがあります。
 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」
と音がします。
そのときは、運転 / 停止ボタンを押して設定
を終了し、手順 1 からやり直してください。

接続が成功したら、本体の運転 / 停止ボタン
を押してから「アプリに登録」をタップする

11ページ

××××××××

♪

KI-JP100_無線LANガイドブック.indd   9 2018/09/21   15:15:00



10

無線 LAN 機能　初期設定【かんたん設定】( つづき )

初期設定②-₂( 無線接続ボタンなし）：空気清浄機とルーターの無線 LAN接続

iOS の場合

7. スマートフォンの設定のWi-Fi	画面から
「AP-SHARP-**」を選び、ホーム画面
から「COCORO	AIR」アプリを再度開
きます。

① スマートフォンの設定の Wi-Fi 画面から
「AP-SHARP-**」を選びます。

 「AP-SHARP-**｣ の ** は、MAC アドレスの
下 2 桁の数字です。

 機種名や機器のネットワーク名が違う場合は、
アプリ画面左下の 「再検索｣をタップして、ネッ
トワーク名を選んでください。

② スマートフォンのホーム画面から
｢COCORO AIR｣ アプリを再度開きます。

8. ルーターと接続する空気清浄機の機種名
が表示されます。
正しければ ｢接続｣ をタップする

9. ルーターのSSID	とパスワードを入力し
「OK」をタップする

10. 音声またはメロディが流れ、コネクト
ランプが点灯に変われば接続成功です。

【点灯】

 接続まで、数分かかることがあります。
 接続できないときは、「ピッピッピッピッ」
と音がします。
そのときは、運転 / 停止ボタンを押して設定
を終了し、手順 1 からやり直してください。

接続が成功したら、本体の運転 / 停止ボタン
を押してから「アプリに登録」をタップする

11ページ

♪

××××××××

××××××
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4. 3	分以内に本体の無線ボタンを押す
ピピッ

5. 音声またはメロディが流れ、コネクトラン
プが点灯に変わります

【点灯】

初期設定が完了しました

 設定が完了できなかったときは、「ピッピッ
ピッピッ」と音がし、コネクトランプの点
滅が終了します。
そのときは、手順 1 からやり直してくださ
い。

お知らせ設定画面やクラウドサービス画面が
表示されます。
内容を確認し、設定してください。

1. スマートフォンが空気清浄機と同じルー
ターに接続していることを確認する

 設定方法は、スマートフォンの取扱説明書を
ご確認ください。

2. 登録した空気清浄機の「登録する」を
タップする

KI-JP100

 他の COCORO ID で登録済みの空気清浄機
は、機器が表示されません。異なる ID で同
じ空気清浄機を登録するときは、すでに空
気清浄機を登録している方から「COCORO 
MEMBERS 家族会員登録」で家族招待※して
もらってください。
※家族招待ができるのは ｢COCORO MEMBERS｣

の主会員だけです。

3. 空気清浄機情報を入力して「次へ」を
タップする

 「コネクトランプ」が、点滅します。

【点滅】

※ 他のスマートフォンで登録済みの空気清浄
機は、この画面は表示されません。

初期設定③：アプリに空気清浄機を登録 ( リンク設定）

♪
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