
更新日：2021年 10月 1日 

EMINEL接続確認機器 

 

・ECHONETLite対応機器であるかの確認は機器本体のラベルもしくは機器取扱説明書をご参照ください。 

 

エアコン 

メーカー EMINEL接続確認済み機器 
EMINEL対応機能 

（遠隔操作／見える化） 

日立ジョンソ

ンコントロー

ルズ空調

（株） 

HEMSアダプター SP-EM1 

 

【HEMSアダプターSP-EM1対応機種】 

〈2015年モデル〉 

V、VL シリーズ 

 

〈2016年モデル〉 

XJ、ZJ、E、EL、V、VL、BJ、AJ シリーズ 

 

〈2017年モデル〉 

XK、XJ、ZJ、E、EL、V、VL、BJ、AJ、XC、AC シリーズ 

 

〈2018年モデル〉 

XK、X、XJ、XCシリーズ 

 

 

※HEMS アダプター SP-EM1 に対応した機種と連携が可能ですが、すべての型式・モデル・シリーズ

のエアコン機能／動作を保証するものではありません。 

 

※エアコンとHEMSアダプターの設置／接続及びHEMSアダプターSP-EM1に関する内容はメーカー

ホームページ等を参照してください。 

 

・ON-OFF操作 

・運転モード操作 

（自動／冷房／暖房／除湿） 

・エアコン温度設定 

ダイキン工業

（株） 

有線 LAN接続アダプター BRP061A41 

無線 LAN接続アダプターBRP072A44、BRP072A41、BRP051A41 

 

【有線／無線 LAN接続アダプター対応機種】 

〈2013年モデル〉 

RX、R、AX、DX シリーズ 

 

〈2014年モデル〉 

RX、AX、FX、CX、E、DX シリーズ 

 

〈2015年モデル〉 

RX、AX、FX、CX、E、DX シリーズ 

 

〈2016年モデル〉 

RX、R、AX、A、FX、F、CX、C、E、DX シリーズ 

 

〈2017年モデル〉 

RX、AX、FX、CX、E、DX、KX シリーズ 

 

 

※E・KXシリーズは別途遠隔制御 P版 KRP067A41が必要です。 

 

※接続アダプターのファームウェアは、最新バージョンに更新が必要です。 

（ファームウェアバージョンが 2.91以降であること。） 

 

※有線／無線 LAN接続アダプターに対応した機種と連携が可能ですが、すべての型式・モデル・シリー

ズのエアコン機能／動作を保証するものではありません。 

 

※エアコンと有線／無線 LAN接続アダプターの設置／接続及び有線／無線 LAN接続アダプターに関す

る内容はメーカーホームページ等を参照してください。 

 

・ON-OFF操作 

・運転モード操作 

（自動／冷房／暖房／除湿） 

・エアコン温度設定 

 

【制限事項】 

自動運転／除湿運転時のエアコ

ン温度設定変更はできません。 

 

 

 

 

 

 



メーカー EMINEL接続確認済み機器 
EMINEL対応機能 

（遠隔操作／見える化） 

（株）富士通 

ゼネラル 

無線アダプター APS-12B 

 

【無線アダプターAPS-12B対応機種】 

〈2014年モデル〉 

X、Z、ME シリーズ 

 

〈2015年モデル〉 

X、Z、S、R、M、S-KS、BKS、W シリーズ 

 

〈2016年モデル〉 

X、ZS、GS、R、C、XE、HE、CE、EE、G-KS、S-KS、BKS、SN、M、HKT、TK、CH、W シリー

ズ 

 

〈2017年モデル〉 

X、Z、G、GN、C、CH、XE、CE シリーズ 

 

〈2018年モデル〉 

X、GNシリーズ 

 

 

※WPS に対応している無線ルーターが必要です。 

 

※無線アダプターAPS-12Bに対応した機種と連携が可能ですが、すべての型式・モデル・シリーズのエ

アコン機能／動作を保証するものではありません。 

 

※エアコンと無線アダプターの設置／接続及び無線アダプターAPS-12B に関する内容はメーカーホー

ムページ等を参照してください。 

 

・ON-OFF操作 

・運転モード操作 

（自動／冷房／暖房／除湿） 

・エアコン温度設定 

 

 

(株)コロナ 

エアコン用無線ミドルウェアアダプター HMA-2 

 

【無線ミドルウェアアダプター（HMA-2)対応機種】 

・Sシリーズ 

 

・SKシリーズ 

 

・エコ暖クールエアコン 

 ERS-FA8740X、ERS-FA8756X 

 

 

※無線ミドルウェアアダプター（HMA-2)に対応した機種と連携が可能ですが、すべての型式・モデル・

シリーズのエアコン機能／動作を保証するものではありません。 

 

※エアコンとHEMSアダプターの設置／接続及びHEMSアダプターSP-EM1に関する内容はメーカー

ホームページ等を参照してください。 

 

・ON-OFF操作 

・運転モード操作 

（自動／冷房／暖房／除湿） 

・エアコン温度設定 

 

【制限事項】 

・自動モード時のエアコン温度

設定変更はできません。（25℃固

定表示になります） 

・冷房モード／暖房モード／除

湿モードの温度設定変更は 17～

30℃の範囲となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



照明機器 

メーカー EMINEL接続確認済み機器 
EMINEL対応機能 

（遠隔操作／見える化） 

東芝ライテッ

ク（株） 

LEDD85001-LT1（ダウンライト） 

 

LEDD85001N-LT1（ダウンライト） 

 

※取付に関する内容はメーカーホームページ等を参照してください。 

 

・点灯／消灯操作 

 

 

パワーコンディショナー（太陽光発電設備） 

メーカー EMINEL接続確認済み機器 
EMINEL対応機能 

（遠隔操作／見える化） 

日立アプライ

アンス(株） 

出力制御ユニット／セット 

HSS-Y10D、HSS-Y10D2、HSS-Y10D2B、HSS-Y10D3 

 

 【出力制御ユニット・出力制御セット対応機種】 

 

〈屋外設置〉  

HSS-PS49DHT      HSS-PS49DST      HSS-PS49DMTE     HSS-PS49DMTE15 

HSS-PS49DHTE    HSS-PS49DSTE    HSS-PS49DMTE     HSS-PS49DMTE15 

HSS-PS59DHT      HSS-PS59DST      HSS-PS59DMTE     HSS-PS59DMTE15 

HSS-PS59DHTE    HSS-PS59DSTE    HSS-PS59DMTE     HSS-PS59DMTE15 

 

〈屋内設置〉  

HSS-P40DHT        HSS-P40DST        HSS-P40DMT         HSS-P40DMT15 

HSS-P55DHT        HSS-P55DST        HSS-P55DMT         HSS-P55DMT15  

 

※出力制御ユニット・出力制御セットに対応した機種と連携が可能ですが、すべての型式の機能／動作

を保証するものではありません。 

 

※出力制御ユニット・出力制御セット内容の確認及び設置／接続に関する内容はメーカーホームページ

等を参照してください。 

 

・発電量のグラフ表示 

 

 

 

燃料電池（エネファーム） 

メーカー EMINEL接続確認済み機器 
EMINEL対応機能 

（遠隔操作／見える化） 

Panasonic 

家庭用燃料電池システム（燃料電池ユニット） 

FC-70LR13H、FC-70LR1PH 

FC-70GR13H、FC-70GR1PH 

 

※取付に関する内容はメーカーホームページ等を参照してください。 

 

・エネファーム動作状態表示 

・発電状態表示 

 （発電中／停止中等） 

・瞬時発電量表示 

・発電量グラフ表示 

・自動発電 ON-OFF操作 

・風呂自動湯はり ON-OFF操作 

・風呂温度表示 

 

【制限事項】 

エネファームのリモコンが「切」

の状態である場合、EMINELか

らの風呂自動湯はり操作は実施

できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



給湯暖房・ふろ給湯器リモコン 

メーカー EMINEL接続確認済み機器 
EMINEL対応機能 

（遠隔操作／見える化） 

リンナイ 

無線 LAN対応リモコン 

MBC-302シリーズ 

 

 

 

※連携には本リモコンに対応した熱源機が必要になります。 

 

※取付や製品に関する内容はメーカーホームページ等を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

・給湯動作状態 ON-OFF操作 

（給湯電源 ON-OFF操作） 

・風呂自動湯はり ON-OFF操作 

・風呂追いだき ON-OFF操作 

・風呂温度表示 

・給湯温度表示 

 

【制限事項】 

・リモコンの給湯温度が 50℃以

上の場合、給湯動作状態 ON 操

作ができません 

・給湯器に水（湯）が流れている

場合、給湯動作状態 ON-OFF操

作ができません。 

（アプリ上での操作できますが、

実際のリモコン動作状態は変更

されません） 

ノーリツ 

無線 LAN対応リモコン 

RC-G001（P）EWシリーズ（※1） 

 ＊台所リモコンが無線 LAN 対応の場合に対応可となります。 

（RC-G001MW、RC-G001MW-FCN、RC-G001MPW、RC-G001MPW-FCN） 

 

RC-G001（P）EW-1シリーズ（※2） 

 ＊台所リモコンが無線 LAN 対応の場合に対応可となります。 

（RC-G001MW-1、RC-G001MW-1-FCN、RC-G001MPW-1、RC-G001MPW-1-FCＮ） 

 

RC-G001（P）EW-3シリーズ 

 ＊台所リモコンが、無線 LAN 対応の場合に対応可となります。 

（RC-G001MW-3、RC-G001MW-3-FCN、RC-G001MPW-3、RC-G001MPW-3-FCＮ） 

 

 

※連携には本リモコンに対応した熱源機が必要になります。 

 

※取付や製品に関する内容はメーカーホームページ等を参照してください。 

 

・給湯動作状態 ON-OFF操作 

（給湯電源 ON-OFF操作） 

・風呂自動湯はり ON-OFF操作 

・風呂追いだき ON-OFF操作 

・風呂温度表示 

・給湯温度表示 

 

【制限事項】 

・リモコン本体の給湯温度が高

温（55℃以上）の場合、給湯動作

状態 ON-OFF 操作はできませ

ん。（アプリ上での操作はできま

すが、実際のリモコン動作状態は

変更されません） 

・（※1）給湯動作状態 ON-OFF

は表示のみで操作はできません。 

・（※1、※2）EMINEL連携をさ

せた場合、メーカー専用アプリ

「わかすアプリ」を使用すること

ができません。 

 

注意事項 

 

・機器やメーカー・型式等によって、遠隔操作／見える化機能に制限がある場合があります。詳細はお問合せく

ださい。 

 

・EMINELで連携できる機器は機種別でそれぞれ１台までです。 

 

・お客様宅内のネットワーク環境によっては、EMINELアプリからの操作が正常に動作しない場合があります。 

 

・遠隔操作後、ECHONETLite対応機器が動作するまで 5分程度の時間を要することがあります。 

 また、遠隔操作によるアプリ画面への結果の反映には最大 15分程度時間を要すことがあります。 

 

・遠隔操作の動作については、通信回線や通信環境の影響があるため、100％動作保証するものではありません。 

 

・各機器の通信設定方法や制限事項、注意事項については、各機器の取扱説明書などをご確認ください。 

 

・ECHONETLite対応機器のネットワーク接続（有線 LAN配線／無線アダプタの設置・Wi-Fi接続等）はお客

さまでご対応をお願いします。 

（EMINEL設定作業員は初期設定時に EMINELゲートウェイへの対応機器登録作業のみ実施となります。） 

 

・ECHONETLite対応機器の途中設置や買い替えがあった場合は、EMINEL連携の再設定が必要となる場合が

ありますので、お問合せください。 

 

各社の社名／製品名は、各社の商標または登録商標です。 

ECHONETLiteはエコーネットコンソーシアムの登録商標です。 

 


