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はじめにお読みください
「クラウド HEMS 初期設定ガイド」はクラウド HEMS をはじめてお使いになるときにおこなう設定を記載したものです。 
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

機器構成
本製品には、以下のものが同梱されています。ご使用の前に不足品がないかご確認ください。不足しているものがありましたら、お買いあげの販売店までご連絡ください。

■ HEMS コントローラ 一式

 

□ＨＥＭＳコントローラ：₁台 □外部アンテナ：₁個 □ＡＣアダプター：₁個 □ＬＡＮケーブル ︵₁ｍ︶：₁本

■ タップ
□タップ（₁₀₀Ｖ⊘₁₅Ａ）

プラグの形状が左図の
家電機器に使用します。
（一般の家電機器）

ＡＣ₁₀₀Ｖ⊘₁₅Ａ

□タップ（₂₀₀Ｖ⊘₂₀Ａ）

プラグの形状が左図の
家電機器に使用します。
（エアコンなど）

ＡＣ₂₀₀Ｖ⊘₂₀Ａ ＡＣ₂₀₀Ｖ⊘₁₅Ａ

システム形名 タップの構成
JH-RTP4 タップ（100V/15A） 5 個
JH-RTP5 タップ（100V/15A） 4 個

タップ（200V/20A） 1 個

■ その他
□取扱説明書：1部	 □初期設定ガイド（本書）：1部	 □保証書：1部

以下のものはお客様でご用意ください。
□	インターネット接続が可能なスマートフォン	
動作確認済みOS・ブラウザ・端末一覧　http://www.sharp.co.jp/e_solution/mieruka/products/matching.html
□	インターネット環境	
常時接続のブロードバンド回線が必要です。	
モバイルルーターやスマートフォンによるテザリングには対応していません。
□	無線 LAN対応ブロードバンドルーター（以降、無線 LANルーター）	
接続確認済み機種一覧　http://www.sharp.co.jp/e_solution/mieruka/products/matching.html

以下は、準備しておくと設定の際に便利です。
□電力会社からの電気料金明細書など、電気料金がわかるもの

本書の表記について

■ タップ について
本製品のタップと区別するため、スマートフォンのタップ操作
をタップ と表記しています。

■ 画面上のボタンについて
画面に表示されるボタン、アイコン、タブは、［　］で囲んで表
記しています。
例）［OK］をタップ します。

■ 画面上の項目の名称などについて
項目の名称や、画面の名称などは、「　」で囲んで表記しています。
例）	・「機器名」の表示枠をタップ します。

・「設定」画面が表示されます。

■ 記載内容について
本書に記載している情報は、この説明書の作成時点のものです。お
問い合わせ先の情報や画面などが変更されている場合があります。

■ 画面例について
本書に記載している画面は一例です。画面の背景、画面デザイン、
表示される項目名、アイコンなどの種類や位置などが実際の画
面と異なる場合があります。

JH-RTP4/JH-RTP5
クラウド HEMS 初期設定ガイド
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全体の流れ

以下の順序で設定をおこないます。

■ システム構成例

太陽電池

パワーコンディショナ

分電盤

電力モニタ

多回路CTセンサーユニット

蓄電池

無線LAN対応
ブロードバンドルーター

クラウドサーバー

エコキュート

家電機器

お持ちのスマートフォン
外出先からでも消費電力、発
電量の確認や、エアコンなど
の操作ができます。

HEMSコントローラ
測定した電力データなどを、
クラウドサーバーに送信します。

タップ
家庭用AC コンセントに取り付け、そ
こへ各家電機器のプラグを差し込む
ことで、消費電力を測定します。

測定した電力データなどを保存します

�
インターネット環境のご用意
クラウド HEMS のご利用には、常時接続のブロードバンド回線、および無線 LAN 対応ブロードバンドルーター 

（以降、無線 LAN ルーター）が必要です。
・お客様自身でインターネットサービスのお申し込み、ご契約をおこなってください。
・お申し込みにかかる費用、通信費などはお客様の負担となります。
・モバイルルーターやスマートフォンによるテザリングには対応していません。

3 別売品の設置
多回路 CT センサーユニット、単回路 CT センサーユニットをお持ちの場合は、設置します（設置工事が必要
な場合があります）。別売品は後から設置・設定することも可能です。

無線 LAN ルーターの設定と起動の確認（☞ 3 ページ）
�

4 測定機器のペアリングをおこなう（☞ 4 ページ）

5 クラウド HEMS の初期設定をおこなう（☞ 6 ページ）
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�  無線 LAN ルーターの設定と起動の確認

クラウド HEMS のご利用には、無線 LAN ルーターが必要です。無線 LAN ルーターの設定をおこないます。

HEMS コントローラ、お客さまがお持ちのスマートフォン、連携する機器（電力モニタ、ECHONET Lite 対応エアコ
ンなど）は、すべて同じネットワークに接続してください。同じ無線 LAN ルーターに接続することを強くおすすめし
ます。

※回線業者が設置した機器

有線LAN お客さまがお持ちの
スマートフォン

無線LAN

導入後の接続例

宅外からの配線
有線LAN

インターネット

無線LANルーター HEMSコントローラ

当社製
ECHONET Lite対応エアコン

家電ワイヤレスアダプター
HW‐CA1

無線/有線LAN
無線LAN

電力モニタ

※回線業者が設置した機器とは、インターネット開通工事の際に設置した、モデムや ONU（光回線終端装置）です。

すでに無線 LAN ルーターを設置している
☞無線 LAN ルーターの電源が入っていることを確認し、「４．測定機器のペアリングをおこなう」（ 4 ページ）

へ進む

新しく無線 LAN ルーターを設置する
☞以下の手順に従って、無線 LAN ルーターの設定をおこなう

■ 無線 LAN ルーターの設定

1  回線業者が設置した機器の“LAN”差込口と、無線LANルー
ターの“WAN”差込口にLANケーブルを接続する（①）

2  無線LANルーターのACアダプターを家庭用ACコンセント
に差す（②）
・無線 LAN ルーターが起動するまで約 2 分かかることがあります。
・ AC アダプターがすでに差さっている場合は、一度 AC アダプターを

抜いて、再度差してください。
・ その他の設定は、無線 LAN ルーターの取扱説明書に従って設定して

ください。

※ 配線上の都合などで、連携する機器を HEMS コントローラと同じ無
線 LAN ルーターに接続できない場合は、本製品の取扱説明書「故障
かな？と思ったら」（ 60 ページ No.41）をご覧ください。

無線LANルーター

WAN
もしくは
INTERNET

回線業者が
設置した機器

（背面）

LAN
①

②
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4  測定機器のペアリングをおこなう（１/ ２）

ペアリングとは、使用環境に合わせて、HEMS コントロー
ラと通信をおこなう機器の無線の設定をおこない、通信
ができるように設定することです。
※ ペアリング終了後は、タップを家庭用 AC コンセント

から抜いてもペアリングを保持しています。
●  家庭用 AC コンセントの形状を確認し、順に一個ずつ、す

べてのタップに対してペアリングをおこなってください。

1   HEMS コントローラとタップを用意する
2   HEMS コ ン ト ロ ー ラ の 外 部 ア ン テ ナ を

HEMS コントローラに接続する（下図①）
外部アンテナを根元部分を持って時計まわりに回し
てから立てます。

3   HEMS コントローラに AC アダプターを接
続し、家庭用 AC コンセントに差す（下図②）
HEMS コントローラの起動には約 20 秒かかります。
電源 LED のみ点灯していることを確認してください。

4   HEMS コントローラのスライドスイッチを
「ペアリング」（左端）にする（下図③）

②

①

ＡＣアダプター

外部アンテナ

③

ノーマル リープペアリング

「スライドスイッチ」

電源ＬＥＤ

■ タップのペアリング
5   HEMS コントローラのペアリングボタンを

押す（下図①）
タップ LED が普通点滅（0.5 秒間隔）します。点滅
しない場合、手順 4 から再度おこなってください。
点滅中（60 秒間）に手順 6 へ進んでください。

6   タップを、プラグの形状に合った家庭用 AC
コンセントに差す（下図②）

ペアリング
ボタン

①

タップＬＥＤ

②

ペアリングＬＥＤ

ペアリング LED が普通点滅（0.5 秒間隔）
↓

ペアリング LED が消灯
↓

ペアリングできました

ペアリングLEDペアリングLED

ペアリングできない場合
・ HEMS コントローラのスライドスイッチが、「ペ

アリング」になっていることを確認してください。
・ タップを家庭用 AC コンセントに正しく差して

いるか確認してください。
・ HEMS コントローラのペアリングボタンを押して

から、60 秒以内に手順 6 をおこなってください。
・ タップを HEMS コントローラの近くに持ってい

き、再度手順 5 からおこなってください。

7   タップを家庭用 AC コンセントから抜く
8   他のタップについても手順 5 から 7 を同様に

おこなう
多回路 CT センサーユニット、単回路 CT センサーユ
ニットをお持ちでない方は、手順 15 へ進んでくださ
い。

■  多回路 CT センサーユニットのペアリング
（多回路 CT センサーユニットをお持ちの方）

9   HEMS コントローラのペアリングボタンを押す
HEMS コントローラの LED が普通点滅（0.5 秒間隔）
します。 
点滅中（60 秒間）に手順 10  へ進んでください。

10   多回路 CT センサーユニットの電源を入れる
電源スイッチを ON（I）にします。無線状態表示
LED が 2 秒点灯後、消灯すれば、ペアリング完了です。 
ペアリングできなかった場合は、約 60 秒後に、無線
状態表示 LED が高速点滅（0.25 秒間隔）します。 

電源スイッチ

無線状態表示ＬＥＤ

ペアリングできない場合
・ HEMS コントローラのスライドスイッチが、「ペ

アリング」になっていることを確認してください。
・ HEMS コントローラのペアリングボタンを押して

から、60 秒以内に手順 10 をおこなってください。
・ HEMS コントローラを多回路 CT センサーユ

ニットの近くに持っていき、再度、手順 9 か
らおこなってください。

11   多回路 CT センサーユニットを２台設置して
いる場合は、もう 1 台について手順 9 ～ 10
を繰り返す
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4  測定機器のペアリングをおこなう（２/ ２）

■ 単回路 CT センサーユニットのペアリング
（単回路 CT センサーユニットをお持ちの方）

12   単回路 CT センサーユニットに電池を挿入する
単回路 CT センサー背面の電池カバーを外し、電池
を挿入してください。電池カバーを取り付けます。
設定ランプが緑色点滅していることを確認してくだ
さい。

設定ランプ

< 注意 >
電池を挿入後は速やかにペアリングしてください。
HEMS コントローラとペアリングしてない状態や、
通信できない状態で単回路 CT センサーユニットを
放置した場合、電池の寿命が短くなります。

13   HEMS コントローラのペアリングボタンを押す
HEMS コントローラの LED が普通点滅（0.5 秒間隔）
します。
点滅中（60 秒間）に手順 14 へ進んでください。

14   設定ボタンを押す（2 秒以内）
※ 設定ランプが緑色点滅（0.5 秒間隔）している場合、

この操作は不要です。

設定ランプが緑色点滅（0.5 秒間隔）します。約 60
秒後、設定ランプが消灯すれば、ペアリング完了です。
ペアリングできなかった場合は、設定ランプが高速
点滅（0.25 秒間隔）します。

設定ボタン

設定ランプ

ペアリングできない場合
・ HEMS コントローラのスライドスイッチが「ペ

アリング」になっていることを確認してください。
・ HEMS コントローラのペアリングボタンを押して

から、60 秒以内に手順 14 をおこなってください。
・ HEMS コントローラを単回路 CT センサーユ

ニットの近くに持っていき、再度、手順 13 か
らおこなってください。

■ ペアリングを終了する
15   HEMS コントローラのスライドスイッチを
「ペアリング」（左端）から「ノーマル」（中央）
にする

「スライドスイッチ」

ノーマル リープペアリング

16   HEMS コントローラの AC アダプターを抜く
17   HEMS コントローラに付属の LAN ケーブ

ルで、無線 LAN ルーターと接続する（下図
①）
HEMS コントローラの“LAN 端子”の差し込み口
と無線 LAN ルーターの“LAN”の差し込み口に、
LAN ケーブルを差してください。

18   HEMS コントローラの AC アダプターを家
庭用 AC コンセントに差す（下図②）
HEMS コントローラの電源 LED とルーター LED が
点灯していることを確認してください。

19   HEMS コントローラと無線 LAN ルーター
を 30cm 以上離れた場所に置く（下図③）

LAN端子
LAN

HEMS
コントローラ

電源LED（左） ルーターLED（中央）

③

①

30cm以上離す

②

無線LANルーター

（背面）
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5  クラウド HEMS の初期設定をおこなう（1/5）

< 注意 >
設定操作の途中でスマートフォンのホームキーやバックキーを押したり、ブラウザの「戻る」をタップ したりし
ないでください。設定内容が反映されない場合があります。

以下の順番で設定をおこないます。

シャープ ID を取得する
↓
ログイン
↓
HEMS コントローラを登録する
↓
家電を登録する
↓
タップで測定する家電を設定する
↓
多回路 CT センサーユニットを設定する (*)
↓
単回路 CT センサーユニットを設定する（*）
↓
電力モニタを設定する (*)
↓
電気料金を設定する
↓
目標金額を設定する
↓
ECHONET Lite 対応エアコンを設定する (*)

(*) は対応機器をお持ちの場合に設定します。

■ シャープ ID を取得する
クラウド HEMS のご利用には、シャープの会員サイ
ト「SHARP i CLUB（シャープアイクラブ）」のシャー
プ ID が必要です。以下の手順に従って「SHARP i 
CLUB」へご入会いただき、シャープ ID の取得をお
願いいたします。

ここからは、クラウド HEMS をご利用になるスマー
トフォンで操作をおこないます。すでにシャープ ID
をお持ちの方は手順 8 へお進みください。

1   クラウド HEMS のサイトにアクセスする
どちらかの方法でおこなってください。
・QRコードを読む

・URL を入力する

https://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/cloudhems/
pvt/A100000000.htm

2   ［シャープ ID をお持ちでない
方はこちら］をタップ する

3   お客様のメールアドレスを
SHARP ｉ CLUB に送信する
送信いただいたメールアドレスが
シャープ ID となります。

（A）、（B）いずれかの方法でおこ
なってください。

（A）�［空メール送信］をタップ し、
SHARP�i�CLUB へメールを送
信する

（B）�［自分でメールアドレス入力］
をタップ し、表示された
文字入力欄にご利用になるス
マートフォンで確認が可能な
メールアドレスを入力して
［送信する］をタップ する

4   メール記載の URL から
SHARP i CLUB にアクセス
する
手順 3  の後、しばらくすると
SHARP i CLUB から、メールが届
きます。
メールに記載の URL をタップ
してください。

5   規約を確認する
「会員利用規約および個人情報の取
り扱いについて」が表示されます。
内容をご確認の上、［同意して次へ］
をタップ してください。

6   必要な情報を入力する
パスワード、ニックネームなどを
入力してください。 

［確認画面へ］をタップ してくだ
さい。

7   登録を完了する
入力した情報が正しいことを確認
し、［登録完了へ］をタップ して
ください。
登録完了のメッセージを確認し、

［クラウド HEMS のログイン画面
へ］をタップ すると、ログイン
画面が表示されます。

ログイン画面をブックマークしておくと、次回以降
のアクセスに便利です。

シャープ ID、パスワードはクラウド HEMS へログ
インする際に必要です。忘れないよう大切に保管し
てください。
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5   クラウド HEMS の初期設定をおこなう（2/5）

■ ログイン
8   クラウド HEMS にログインする

クラウド HEMS にアクセスしてく
ださい。（☞ 6 ページ 手順 1 ）
シャープ ID、パスワードを入力して

［ログイン］をタップ してください。
9   利用規約を確認する

利用規約を読み、「利用規約に同意
する」にチェック を付け、［同意
する］をタップ します。

10   HEMS コントローラの登録へ進む
「HEMS コントローラを登録しま
す。」と表示されていることを確認
し、［次へ］をタップ します。

■ HEMS コントローラを登録する

■ 家電を登録する
消費電力を測定する家電の名前や、その家電が設置され
ている部屋名を設定します。
あらかじめ、４種類の家電が登録されています。これを
変更する方法もあります。（☞取扱説明書「家電の登録」）

15   ［測定機器・制御設定］をタッ
プ する
他の画面が表示されている場合は、

→ → →[機器設定］→[測
定機器・制御設定 ] とタップ して
ください。

16   ［追加］をタップ する

17   アイコンの表示枠をタップ
する
アイコンは必ず設定する必要があり
ます。

18   一覧から設定したいアイコン
をタップ する
一覧を上下にスクロールすること
で、かくれている候補を見ること
ができます。

19   「部屋名」の表示枠をタップ
する
部屋名と機器名のどちらか一方は
省略できます。

20   部屋名を入力する
（a）（b）いずれかの方法で入力します。
（a）�［リストから選択］をタップ

し、部屋名のリストから選び
ます。

（b）�「部屋名」の入力枠をタップ
し直接入力します。

リストから選択後、名前を編集す
ることもできます。
・ 以下は、部屋名として設定できま

せん。 
「家全体」「太陽光発電」「蓄電池」
「外部発電」「発電機」

21   ［OK］をタップ する

(a)

(b)

22   「機器名」の表示枠をタップ
する

23   部屋名と同様の方法で機器名
を入力し［OK］をタップ
する
・ 以下は、機器名として設定できま

せん。 
「家全体」「太陽光発電１」 
「太陽光発電２」「太陽光発電３」 
「蓄電池１」「蓄電池２」「その他
の発電」「発電機 11」～「発電機
18」「発電機 21」～「発電機 28」

「買電」「売電」「エコキュート」

11   HEMS コントローラの番号を
入力する
HEMS コントローラ裏面に記載の

「MAC」欄の英数字の下 4 桁を画
面下部の入力枠に入力し、［次へ］
をタップ してください。

12   画面の指示に従って、HEMS
コントローラの操作をおこなう
［次へ］をタップ してから、１分
以内におこなってください。

13   HEMS コントローラの番号を
確認する
表示される確認番号と、HEMS コ
ントローラ裏面に記載の「MAC」
欄の英数字が同じか確認し、［番号
を確認した］をタップ してチェッ
ク を付けてください。
・  同じ場合は［同じ］をタップ

してください。
・  異なる場合は［異なる］をタップ

し、次の画面で［登録処理をや
り直す］をタップ し、手順 11 か
ら再度設定をおこなってください。

14   次の設定に進む
「機器設定・確認」画面になります。
引き続き設定をおこなってください。
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■ タップで測定する家電を設定する
登録した家電をどのタップで測定するか設定します。

26   設定をおこなう家電をタップ
する
左の画面が表示されていない場合
は、 → → → [ 機器設定］→
[ 測定機器・制御設定 ] とタップ
してからおこなってください。

27   「測定機器」の表示枠をタッ
プ する

28   ［タップ］をタップ する
［測定しない］を選択した場合、この
家電の消費電力は測定されません。

29   測定に使用するタップをコン
セントに差し、60 秒以内に

［次へ］をタップ する
すでに差さっている場合は、差し直
してください。

30   家電の電源プラグをタップに
差す

31   ［設定する］をタップ する
「測定機器」の表示枠に「タップ」と
表示されていることを確認してから
おこなってください。

32   手順 26 ～ 31 をタップで測定し
たいすべての家電について繰
り返す

5  クラウド HEMS の初期設定をおこなう（3/5）

24   ［設定する］をタップ する
手順 16 の画面になります。

25   手順 16 ～ 24 を繰り返し、測定
したいすべての家電について
設定する

■ 多回路 CT センサーユニットを設定する
（多回路 CT センサーユニットをお持ちの方）
分電盤のブレーカーごとに、測定対象（家全体、部屋、
家電など）を設定します。
施工業者から受け取った CT センサー対応表をご用意ください。
多回路 CT センサーユニットを 2 台設置している場合は、
取扱説明書をご覧ください。

34   多回路 CT センサーユニット
の電源が ON になっているこ
とを確認する

35   「機器設定・確認」画面から［多
回路 CT 設定］をタップ する
左の画面が表示されていない場合は、 

→ → →［機器設定］とタッ
プ してからおこなってください。

36   CT セ ン サ ー 対 応 表 の（A）
に従って、主幹を選択する

37   CT セ ン サ ー 対 応 表 の（B）
に従って、ポート 4,5、ポー
ト 6,7、ポート 8,9 について

「各分岐測定」または「単相
三線測定」を設定する

(A)

(B)

33   ［キャンセル］をタップ する
「機器設定・確認」画面に戻ります。
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5  クラウド HEMS の初期設定をおこなう（4/5）

38   ポート 3 ～ 10 について設定
する
CT センサー対応表で「使用する」と
なっているポートをタップ してく
ださい。

39   各項目を設定する
単相三線のポートでは、「機器選択」
のみ設定します。
・「使用状況」： 

CT センサー対応表の（C）に従って、
使用していればチェック を付ける

・「測定電圧」： 
CT センサー対応表の（D）に従っ
て選択する

・「測定方向」： 
CT センサー対応表の（E）に従っ
て選択する

・「機器選択」： 
CT センサー対応表の（F）に従って、
一覧から選択する
アイコン一覧に選択したい家電や
部屋がない場合は「■家電を登録
する」（☞ 7 ページ）と同じ手順で、
家電や部屋を登録してください。

40   ［OK］をタップ する
41   他の「使用する」ポートにつ

いて、手順38 ～40 を繰り返す
42   ［設定する］をタップ する

［キャンセル］をタップ すると、
これまで設定した内容が反映され
ません。

(C) (D) (E) (F)

■ 単回路 CT センサーユニットを設定する
（単回路 CT センサーユニットをお持ちの方）
家全体の電力を測定します。

■ 電力モニタを設定する
当社製太陽光発電システム、蓄電池システム、エコキュー
トをお持ちの方は、クラウド HEMS と電力モニタを接
続することができます。
・接続可能な機種は、JH-RWL2(A)、JH-RWL3(A)、 

JH-RWL4(A)、JH-RWL5、JH-RWL6、JH-RWL6V、
JH-RWL7 です。（2014 年 7 月時点）

・電力モニタに接続されている機器は、自動的に機器名
が付けられます。

43   「機器設定・確認」画面から、
［単回路 CT 設定］をタップ
する
左の画面が表示されていない場合は、

→ → → [ 機器設定］とタッ
プ してからおこなってください。

44   表示内容を確認し、［OK］を
タップ する
左の画面のように「単回路 CT セ
ンサーユニットが接続されていま
す」と表示されていれば、設定は
完了です。

「接続されていません」と表示され
る場合は、単回路 CT センサーユ
ニットの設定ボタンを押し（2 秒
以内）、再度手順 43 からおこなって
ください。

45   「機器設定・確認」画面から、
［電力モニタ設定］をタップ
する
左の画面が表示されていない場合は、

→ → → [ 機器設定］とタッ
プ してからおこなってください。

46   表示を確認し、［OK］をタッ
プ する
左の画面のように「電力モニタが
接続されています」と表示されて
いれば、設定は完了です。

「接続されていません」と表示され
る場合は、電力モニタが HEMS コ
ントローラと同じ無線 LAN ルー
ターに接続されているか確認し、
再度手順 45 からおこなってくださ
い。
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5  クラウド HEMS の初期設定をおこなう（5/5）

■ 電気料金の設定
電気料金のめやす金額を算出するために必要です。
料金明細書など、料金がわかるものを用意してください。

■ 目標金額の設定
月ごとの電気料金の目標を設定します。本設定値とめや
す金額をもとに、目標達成度の算出や節電応援アドバイ
スをおこないます。

49   基本料金、時間区分とその料
金単価、売電単価を入力する
「時間帯別電灯」を契約している場
合は、時間区分ごとの単価を、そ
れ以外の契約の場合は、すべての
時間区分に同じ単価を入力します。

50   ［設定する］をタップ する

53   月ごとの目標金額を入力する
54   ［設定する］をタップ する

初期設定が完了しました。
をタップ してください。

47   → → →［料金設定］
とタップ する

48   ［電気］をタップ する

51   → → → [ 目標設定］
とタップ する

52   ［電気］をタップ する

■ ECHONET Lite 対応エアコンを設定する
（ECHONET Lite 対応エアコンをお持ちの方）
クラウド HEMS からエアコンの操作ができます。
エアコンを HEMS コントローラと同じ無線 LAN ルー
ターに接続してから、設定をおこなってください。
※ 操作が可能なエアコンは有線 / 無線 LAN で接続され

た ECHONET Lite 搭載のエアコンです。機器によっ
ては接続できない場合があります。

55   → → → [ 機器設定］
→ [ 測定機器・制御設定 ] と
タップ する

56   設定をおこなう家電をタップ
する

57   「ECHONET Lite 制御機器」
の表示枠をタップ する

58   ［次へ］をタップ する
59   設 定 す る エ ア コ ン の ON/

OFF を切り替え、60 秒以内
に［次へ→］をタップ する
設定中のエアコン以外を操作しない
でください。

60   ［設定する］をタップ する
「ECHONET Lite 制御機器」の表示
枠に「設定済み」と表示されている
ことを確認してからおこなってくだ
さい。

61   手順56 ～60 を設定したいすべて
のエアコンについて繰り返す
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主な画面と機能を紹介します。（画面は一例です）

■ホーム画面
ログイン直後に表示される画面です。各画面左上の  をタップ することでも表示できます。

■ エアコン操作
外出先からもエアコンの操作が
できます。

■ 履歴グラフ
各家電の消費電力量、太陽光発
電の発電量や蓄電池の残量の
履歴などを確認できます。

節電するためのアドバイスなどが
表示されます。

これらのアイコンは各画面の
下部にも表示されます。

■ メニュー画面
この画面から、各画面が表示
できます。（☞12ページ）

今月の目標金額や今日までの
使用量などが表示されます。

タップ    すると、以下の画面を
表示できます。
・ ログアウト
・ マニュアル
このボタンは各画面にあります。

［マニュアル］をタップ    すると、
クラウドHEMSの操作マニュアル
がダウンロードできます。メニュー
画面から をタップ    しても同じ
です。
※操作マニュアルの表示には
Adobe Reader（無料）が必要
です。

クラウド HEMS を使おう
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クラウド HEMS を使おう

■ メニュー画面

■ おふろ操作
外出先からも、おふろのお湯張りが
できます。

■ エアコン操作
外出先からも、エアコンの操作が
できます。

■ 履歴グラフ
各家電の消費電力量、太陽光発
電の発電量や蓄電池の残量の
履歴などを確認できます。

■ 蓄電池自動制御
翌日の天気予報や、電力需要ひっ迫
警報と連携して、より安心・有効に蓄
電池を活用することができます。

■ 電気使用量の内訳
どの家電がたくさん電気を使用して
いるか円グラフで確認できます。

■ 蓄電池シミュレーション
もしも停電したら、現在の蓄電池残量
で各家電があと何時間使えるのかをシ
ミュレーションできます。

■ メッセージ
節電に関するアドバイスや、おしらせ
などが閲覧できます。

■ 設定
各種設定の確認と変更をおこ
ないます。

対応する蓄電池システムと連携す
ると、蓄電池システムをもっと活用
できるようなります。

詳しくは、取扱説明書をご覧くださ
い。（ 43、44、46ページ）
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