
ユーザー登録

1文字以上8文字以内であること。
ニックネームを入力してください

ニックネーム

3 421

次へ

ユーザー登録

内容を確認し、よろしければ「登録する」
ボタンを押してください。

ユーザー ID

メールアドレス

パスワード

ニックネーム

メールの受信設定について

TOTOUSER001

TOTO＠jp.toto.com

●●●●●●●●●●

たろう

お客様の受信設定により受け取れないことがあります。
本サービスから送信するメールのドメイン
（＠jp.toto.com）を受信できるように設定してください。

登録する

メールが届かない方はこちら

認証が完了した方はログイン画面へ

登録メールアドレスへ仮登録完了メールを送信しました。
メールより本登録のお手続きをお願いします。

仮登録完了

ユーザー登録

TOTOアプリ 本登録手続きのお願い
(仮登録完了 ) 受信トレイ

この度はTOTOアプリの仮登録をいただきありがとう
ございます。
下記URLにアクセスいただき、本登録の完了をお願い
します。

登録完了用URL(※)：
https:// home-iot-app01.jp.toto.com/signup/xxxxxx

※本文中のURLをクリックしても、Webページが開
　かない場合は、URL部分をコピーして、
　Webブラウザのアドレスバー (URL欄 )に貼り付け
　てください。

From ： toto-noreply
To： 自分

＜ご注意＞
　URLの有効期限は、本メール送信より24時間以内
　となっております。
　24時間を経過した場合、仮登録は無効となります
　ので、お手数ですが、再度始めからご登録手続きを
　お願いします。

TOTO( 株 )
***************************************************************
※本メールは配信専用アドレスから配信しています。
　ご返信いただいても、ご返答はできませんのでご了承
　ください。
※本メールにお心あたりのない方、またはご不明点が
　ある方は、下記の つながる快適セット サポートHP
　をご確認のうえ、お問い合わせください。

メールが届かない方はこちら

認証が完了した方はログイン画面へ

登録メールアドレスへ仮登録完了メールを送信しました。
メールより本登録のお手続きをお願いします。

仮登録完了

ユーザー登録

認証中

認証が完了しました。
アプリに戻って下さい。

ユーザー登録

アプリを起動する
ログイン

ユーザー ID

パスワード

IDを忘れた方はこちら
パスワードを忘れた方はこちら

新規にユーザー登録する

ログインする

「通知を許可」に設定してご使用ください。
通知を許可しない場合は通知を受け取る事が

できません。

プッシュ通知について

通知許可を設定する

　　　　　　　　　　

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

位置情報
位置情報設定、位置情報要求

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

xxxxxxxx
xxxxxxx

アプリの権限 どこでもリンナイアプリ

わかすアプリ

おふろ

ムービー

フォト

おふろ

常に許可

おふろ

常に許可

ようこそTOTOアプリへ
このアプリは外出先などはなれたところから

お風呂の湯はりをしたり

「ログイン」「会員登録」をタップすることで
おふろアプリの利用規約、プライバシーポリシーに
同意します。

ログイン

ご自宅や外出先からスマートフォンで
遠隔操作ができます。

ユーザー登録をして始める

ユーザー登録

利用規約

利用規約に同意の上、
ユーザー登録へお進みください

サービス利用規約

利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、
TOTO株式会社（以下、「当社」といいます。）
が提供する第１条に記載のサービス（以下、
「本サービス」といいます。）の提供条件
および当社とお客様との間の権利義務関係
が定められています。

（定義）
第1条　本規約において使用する以下の
用語は、各々以下に定める意味を有するも
のとします。

ユーザー登録へ

同意する

ユーザー登録

ユーザー IDを入力してください

8文字以上入力してください

3 421

次へ

ユーザー ID

3 421

ユーザー登録

ご登録後、下記のメールアドレスに仮登録完了の
ご案内をお送りいたします。

メールアドレスを入力してください

メールアドレス

次へ

ユーザー登録

10文字以上20文字以内であること。
英小文字・英大文字・数字が混在すること。
「-」「!」「_」が1文字以上含まれていること。

パスワードをご入力ください

パスワード

3 421

次へ

「通知を許可」に設定してご使用ください。
通知を許可しない場合は通知を受け取る事が

できません。

プッシュ通知について

通知許可を設定する

「通知を許可」に設定してご使用ください。
通知を許可しない場合は通知を受け取る事が

できません。

許可許可しない

「おふろ」は通知を送信します。
よろしいですか？
通知方法には、テキスト、アイコンバッジ
があります。

ユーザー登録が完了しました。
「機器登録へすすむ」ボタンを押し、

スマートフォンで操作する内容を選択してください。

新規ユーザー登録完了

ユーザー登録

機器登録へすすむ

つながる快適セット
無線LAN接続設定ガイド（かんたん版）

必ず最初にお読みください （アプリは初期設定が必要です）

アプリストアで「TOTOおふろ」を検索

無線LAN電波強度によっては、動作が不安定になる場合
があります。

接続設定を行う際に、位置情報のONが必要となります。本アプリの使用時に位置情報を使用することはありません。

��無線LANルーターの接続

iPhone※2Android※1

※�表示は一例です。

��アプリの起動11 �ユーザーIDの入力3��利用規約の確認と同意12

�パスワードの入力5

�メールアドレスの入力4

�ニックネームの入力6 登録内容の確認・登録7

��受信メールの確認18 ��登録完了用URLへのアクセス19 �認証の完了10 ����アプリへのログイン15111 ����プッシュ通知の設定15112

STEP 2 アプリ接続前の準備 

STEP 3 ユーザー登録 

STEP 1 アプリのインストール

2

入力条件 英字＋数字、もしくは英字のみ
文字数 8〜20文字（半角のみ）
英字 大文字、小文字どちらでも○

入力例）TOTOUSER001

2 2

1

動画を見る

ユーザー登録

2 2

2

1

まだ押さない

つながる快適セット・専用アプリ・通信環境に関するお困りごとは

つながる快適セットサポートセンターにご相談ください

ご自宅の通信環境の確認など訪問によるサポートサービスも対応しております（有償）

TEL 0120-124-107
受付時間：9：00～17：00（夏期休暇、年末年始、当社指定の休日等を除く）

入力例）Unit-19170515

入力条件 英字＋数字＋記号の 
３つを全て使用する

文字数 10〜20文字 
（半角のみ）

英字 大文字、小文字 
両方を使用する

記号 「 - 」 「 ! 」 「 _ 」の 
いずれかを使用する

入力例）太郎、Taroなど

入力条件 全角、半角すべて可
文字数 1〜8文字

1

�「つながる快適セット」サポート
ご利用前の準備

電波が不安定になる場合は

1

1 1

https:// home-iot-app01.jp.toto.com/signup/xxxxxxhttps:// home-iot-app01.jp.toto.com/signup/xxxxxx
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STEP 1 アプリのインストール

STEP 2 アプリ接続前の準備 

STEP 3 ユーザー登録  

STEP 4 TOTO製品の登録 

  アプリを使う 

STEP3、STEP4の詳細は�
WEBサイトでご確認いただけます。

�「つながる快適セット」サポート
アプリの使いかた

•� このたびは、つながる快適セットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
•� 専用アプリ「おふろ」のご利用には、ユーザー登録（無料）と利用規約への同意が必要です。�
この取扱説明書をよくお読みのうえ、初期設定をお願いします。

•� AndroidTM※1およびiPhone※2に対応しています。
•� タブレット端末には対応していません。
•� スマートスピーカーには対応していません。
•� 当社のWEBサイトから、設定方法の動画がご確認いただけます。�
※通信料がかかります。�
※�ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

•� アプリ自体は無料ですが、アプリインストール時およびアプリ利用時の通信料はお客様負担と
なります。

•� 画面および仕様は、実際に提供するサービスと異なる場合があります。
•� スマートフォン（以下スマホと表示）の画面サイズによって、文字の表示位置が異なる場合が
あります。

•� スマホの画面サイズによっては、文字入力時に入力欄がキーボードの下にかくれてしまう場合
があります。その場合は、スマホアプリ画面をタップして文字入力をご確認ください。

•� 転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡し
ください。

※1�Android 、�Google Play�および�Google Play�ロゴは�、�Google LLC�の商標です。
※2��TM�and�©�2018�Apple�lnc.�All�rights�reserved.�
「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple�lnc.の商標です。�
iPhoneの商標は、�
アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。�
「App�Store」は、Apple�lnc.のサービスマークです。

※3�「�AOSS」は株式会社バッファローの登録商標です。
※４「�WPS（Wi-Fi�Protected�Setup）」は”Wi-Fi�Alliance”の登録商標です。

Android OS Ver.10 の方のみ必ず実施 位置情報を「常に許可」にする

アプリにログインするときに使用します。
忘れないようにメモやスクリーンショット
での撮影をおすすめします。

メールでの認証完了後、11 �で
「認証が完了した方はログイン画面へ」
を押します。

仮登録完了

入力完了したメールアドレスに
仮登録完了メールが届きます。

通知を利用する場合は、�
「許可」を選択
※�スマホの設定でもアプリの
通知設定をONにしておく
必要があります。

「機器登録へすすむ」ボタンが表示された方

上記以外の方（※アプリを操作）



ヘルプ

ついていない

お家の無線 LANルーターに「AOSS」や
「WPS」などの自動設定機能ボタンは
ついていますか？

無線 LANルーターに
自動設定機能ボタンがありますか？

ついている
ランプが点滅しない

ランプが点滅している

①「無線 LAN」ボタンを5秒以上押し続ける。
　（「フィルター清掃」ボタンのランプが点滅し
　 「切タイマー表示」に「1」が点灯している）
②「切タイマー」ボタンを1回押し、表示を
　「2」にする。
③「無線 LAN」ボタンを1回押す。
④「無線 LAN」ボタンのランプが点滅したら
　「ランプが点滅している」ボタンを押してください。

洗面所のマルチリモコンで、
無線 LANの設定を行ってください

点滅（赤） 点滅（緑）

ランプが点滅しない

①「無線 LAN」ボタンを5秒以上押し続ける。
　（「フィルター清掃」ボタンのランプが点滅し
　 「切タイマー表示」に「1」が点灯している）
②「無線 LAN」ボタンを1回押す。
③「無線 LAN」ボタンのランプが点滅したら
　アプリの「ランプが点滅している」ボタンを
　押してください。

洗面所のマルチリモコンで、
無線 LANの設定を行ってください

ランプが点滅している

ランプが点滅しない

①「無線 LAN」ボタンを5秒以上押し続ける。
　（「フィルター清掃」ボタンのランプが点滅し
　 「切タイマー表示」に「1」が点灯している）
②「切タイマー」ボタンを1回押し、表示を
　「2」にする。
③「無線 LAN」ボタンを1回押す。
④「無線 LAN」ボタンのランプが点滅したら
　「ランプが点滅している」ボタンを押してください。

洗面所のマルチリモコンで、
無線 LANの設定を行ってください

ランプが点滅している

機器を設定しています

Connect to Wi-Fi networks?

はい いいえ

Suggested by おふろ

Androidシステム？

機器を設定しています

ランプが点滅しない

ランプが点滅している

①「無線 LAN」ボタンを5秒以上押し続ける。
　（「フィルター清掃」ボタンのランプが点滅し
　 「切タイマー表示」に「1」が点灯している）
②「切タイマー」ボタンを1回押し、表示を
　「2」にする。
③「無線 LAN」ボタンを1回押す。
④「無線 LAN」ボタンのランプが点滅したら
　「ランプが点滅している」ボタンを押してください。

洗面所のマルチリモコンで、
無線 LANの設定を行ってください

点滅（赤） 点滅（赤） 点滅（緑）

AO
SS
WP
S

AOSS
WPS

自動設定ボタン
（例）

お使いの無線 LANルーターの「AOSS」や
「WPS」などの自動設定ボタンを押してください。
押したらアプリの「自動設定ボタンを押しました」
ボタンを押してください。

お使いの無線 LANルーターの
自動設定ボタンを押してください

自動設定ボタンを押しました

操作 状況 設定 メニュー
エアコン

引き続き給湯機を登録しますか？

機器登録を完了する

本アプリで、他社の給湯機を使ってお湯はり
するためにはこちらの登録が必要です。
登録する場合は、「給湯機を登録する」ボタン
を押してください。
完了する場合は「機器登録を完了する」ボタン
を押してください。

給湯機を登録する

ランプが点滅しない

①「無線 LAN」ボタンを5秒以上押し続ける。
　（「フィルター清掃」ボタンのランプが点滅し
　 「切タイマー表示」に「1」が点灯している）
②「切タイマー」ボタンを1回押し、表示を
　「2」にする。
③「無線 LAN」ボタンを1回押す。
④「無線 LAN」ボタンのランプが点滅したら
　「ランプが点滅している」ボタンを押してください。

洗面所のマルチリモコンで、
無線 LANの設定を行ってください

ランプが点滅している

※�マルチリモコンはご購入されている機器によってボタンの配置が異なります。

��マルチリモコンとアプリの接続準備13��自動設定ボタンの確認12��モードの選択11

ア
プ
リ
を
操
作

��マルチリモコンとアプリの接続��　14

STEP 4 TOTO製品の登録 

ア
プ
リ
を
操
作

アプリを操作（右記）�へ

① �� �を押し続ける（5秒以上） ② �� �を押す（1回）

「1」→「PA」へ表示が変わる
※�最大３０秒程度かかる場合
があります。

「1」が表示される

ピッ ピッ

※�無線ＬＡＮランプと２４時間換気を除くすべてのランプが消灯していることを確認してください。２４時間換気が一時止になっている場合、一時止を解除してください。

「PA」が表示されてから�

さらに約３０秒�����お待ちください。
30秒

洗
面
所
に
移
動
し
て
マ
ル
チ
リ
モ
コ
ン
を
操
作

③ ��30秒待つ

① �� �を押し続ける（5秒以上） ③ �� �を押す（1回）② �� �を押す（1回）

��マルチリモコンと無線LANルーターの接続準備15

「1」が表示される 「1」→「2」へ表示が変わる
※�最大３０秒程度かかる
場合があります。

ピッ ピッ ピッ

「2」→「PA」へ表示が変わる
※�最大３０秒程度かかる場合があります。

※��ボタンを押す長さは�
無線LANルーターによって異なります。

��自動設定ボタンを押す17��無線LANルーターとマルチリモコンの接続16

ア
プ
リ
を
操
作

マ
ル
チ
リ
モ
コ
ン
を
操
作

ア
プ
リ
を
操
作

無
線
L
A
N
ル
ー
タ
ー
の
設
置
場
所
へ�

移
動
し
、
ル
ー
タ
ー
を
操
作

「無線 LAN」ボタンのランプが点灯して
いることを確認してください。
点灯したらアプリの「ランプが点灯している」
ボタンを押してください。

機器登録が完了しました

ランプが点灯しない

ランプが点灯している

内容を確認し登録してください

機器登録タイプ
スマホで確認モード

型式

シリアル番号

機器 ID

機器登録する

内容を確認し登録してください

機器登録タイプ
スマホで操作モード

型式

シリアル番号

機器 ID

機器登録する

内容を確認し登録してください

機器登録タイプ
スマホで確認モード

型式

シリアル番号

機器 ID

機器登録する

�無線LANランプの点灯確認9��機器登録タイプの確認18

機器登録タイプに間違いがないかを確認してください。

スマホで操作モード スマホで確認モード

無線通信を切断無線通信を切断 無線通信を接続 無線通信を接続

※�� �をタップすると、ホーム画面に戻ります。

接続完了まで、最大２分程度
かかる場合があります

�TOTO製品の登録完了10

画面上部から下にスワイプして�
通知メニューを表示

画面下部から上にスワイプして通知メニューを非表示

登録タイプを選択

ヘルプ

スマホで操作モード

自宅の給湯機や浴室機器をアプリで
遠隔操作可能なタイプです

スマホで確認モード

遠隔で機器を動かすことができません
離れて暮らすご家族のご利用状況を
アプリで確認できるタイプです

　　　　　　　　　　

まだ押さない

まだ押さない

ご自宅の無線LANルーターに�
「AOSS※３」や「WPS※4」などの�
自動設定ボタンはありますか？

AO
SS
WP
S

AOSS
WPS

自動設定ボタン
（例）

動画を見る

TOTO製品の登録

� 10 �TOTO製品の登録完了�へ

アプリを使う 

Android OS Ver.10 の方のみ必ず実施 を操作してください

お風呂お風呂

・ふろ自動
・追いだき
・排水栓

浴槽掃除・�浴室、洗面所
の暖房
・衣類乾燥

空調空調 掃除掃除

マルチリモコンを操作後、
4 �で「ランプが点滅している」を
押します。

マルチリモコンを操作後、6 �で
「ランプが点滅している」を押します。

する

しない
→「機器登録を完了する」を押す

→「�給湯機を登録する」を押す�
（�自動的にTOTO製品の登録が完了します。）

スマホからお湯はり操作をしますか？

動画を見る

給湯機登録（ノーリツ）

給湯機登録（リンナイ）

マルチリモコンの「無線LAN」ボタンのランプが点灯していることを
確認してから、アプリの「ランプが点灯している」を押してください。

点灯（緑）

なし あり


