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HEMSで「見える化・わかる化・できる化」

今の電力使用状況が見える 今までの電力使用量がわかる 家電の運転操作ができる

現在の消費電力はもちろん、太陽光発電
やエネファームの発電電力や蓄電池の充
放電電力を見える化して分かりやすく表
示します。

過去の電力使用状況を日ごとや時間ごと
のグラフ表示でわかる化します。いつ、ど
の程度の電力を使用していたか簡単に確
認できます。

HEMS対応家電の運転状況を確認した
り、運転操作ができます。外出先から運
転操作を行う場合はスマートフォンが使
用できます。

東芝の
家の電気を
もっと便利に！

で、

HEMSとは？
HEMSとは「Home Energy Management System（ホームエネルギーマネジメントシステム）」の略で、家庭向けのエネルギー
管理の仕組み、あるいはそのサービスです。住宅設備や家電などをHEMSコントローラーにつないでエネルギー消費を「見え
る化・わかる化」したり、家電の運転操作を離れた場所から操作「できる化」します。

フェミニティ倶楽部を使用すると計測した電力データが自動的にクラウドに保存されます。
保存された電力データは表計算ソフト等で読込み可能なCSV形式でダウンロードできるの
で、ご自宅の電力使用量をいつでもどこでも活用できます。

※ダウンロードにはパソコンをご使用ください。電力データは30分単位の積算電力値、および1日単位の積算電力値で記録されており、保
存期間は、30分単位データで今月と過去2ヶ月（先月、先々月）の期間、1日単位データで最大過去10年分となります。

電気は私たちの毎日を

楽しく便利にしてくれます。

スイッチひとつで部屋をあかるく照らす照明機器や

簡単な操作で毎日の家事をサポートしてくれる家庭用電化製品。

そして電気は今、HEMSと出会いさらにかしこく生まれ変わります。

HEMSを活用して、より自由に、もっと便利に、電気を使う。

新しい電気のあるくらしにバージョンアップしましょう。

現在運転中で、
残り時間は30分です。

今は563Wh
使っています。

今月は250kWh
先月は200kWhでした。

子ども部屋の電気が
深夜まで使われています。

電力の使用状況をグラフで「わかる化」
POINT 02

部屋や機器の電力使用量を「見える化」
ご自宅の、どの場所でどの位の電力が使われているか数値で見るこ
とができます。たとえば、宅内の分岐回路配線を各部屋ごとに配線し
ておけば、各部屋ごとの電力使用量を確認できます。また、電力使用
量の多い10回路の表示ができますので、電力消費の多い部屋や機器
を把握するのに役立ちます。

POINT 01

家電を操作できる、運転状況がわかる
HEMS対応のエアコンや洗濯乾燥機などの運転動作をタブレットか
ら操作できます。また、運転状況を離れた場所からタブレットで確認
したり、携帯電話にメールで運転状況をお知らせします。

POINT 04

太陽光発電やエネファームもサポート
電力会社から購入している電気だけではなく、太陽光やエネファーム
の発電電力、水道やガスの使用量もまとめて見える化・わかる化しま
す。東芝製蓄電池をご使用の場合は、蓄電池画面にて充電や放電の
状況をグラフ等で確認できます※。

POINT 03

ご自宅の主幹電力はもちろん、エアコンや洗濯乾燥機、あるいは部屋
ごとの電力使用履歴をグラフで表示※。月別／日別／時間別に表示で
きるので、たとえば、月別グラフから季節による電力使用量の増減を
把握し、電気料金プランを決めるときの判断材料として活用すること
ができます。

計測データを活用！

※機器や部屋ごとに分岐回路配線工事をしておく必要があります。

※水道量とガス量はグラフ表示できません。

1日単位で表示

1月単位で表示
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東芝のHEMSはZEHにも対応
ZEHとは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効率設備に
よりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電などによりエネルギー
を創ることで、1年間で消費する住宅エネルギー量が正味（ネット）で概ね
ゼロ以下となる住宅のことです。

東芝ならHEMS対応家電も充実！
電気の「見える・わかる・できる」を応援します。
東芝をはじめ、各社からHEMS対応家電が続々新登場！
さまざまな家電がくらしをもっと便利にしていきます。
もちろん同じメーカにこだわらず、必要なものから追加していくこともできます。
みなさまのくらしを、便利で快適にサポートします。

※HEMS対応家電については弊社ホームページで確認できます。

エネルギー
計測ユニットS

蓄電システム「エネグーン」

ランドリー※1

LEDシーリングライト

給湯機「ESTIA」※2

冷蔵庫※1

ロボットクリーナー※1

エアコン※1屋外から家電を操作できる！

HEMSの導入により、外出先からご家庭の電力使用状況を確認できます。

しかも、外出してから消し忘れた照明を消したり、帰宅前にエアコンを動かし

リビングを適温にするなどの操作も可能です。また、家族の在宅状況を知りたい時には

スマートフォンにグラフで表示される電気使用量の変化や、家電の動作状態表示が役立ちます。

詳しくは、P.26をご覧ください。

家電が屋外から操作できる
POINT 01

外出先からスマートフォンでHEMS対応家電の運転操作ができますので、消し忘れの照明
をOFFにする、切り忘れのエアコンをOFFにするなど、電気の無駄使いを防止できます。
また、帰宅前に給湯機でお風呂の湯はりをしておけば、家に着いたら直ぐにお風呂に入れ
るので時間の節約になります。旅行中など、外出先から照明を定期的に点灯／消灯させれ
ば防犯対策にもなります。

屋外から
HEMSにアクセス

エアコンのスイッチを
外からオン！

お子様の帰宅を
外から確認！

詳細は、東芝HEMSのホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp/）でご確認ください。
※1 一部の機種に対応しています。スマート家電×家電コンシェルジュは、東芝ライフスタイル株式会社の製品とサービスです。

製品とサービスの詳細は東芝ライフスタイル株式会社のホームページ（http://www.toshiba.co.jp/tha/）でご確認ください。
※2 フェミニティ対応機種は「東芝エコキュート総合カタログ」または東芝キャリア株式会社のホームページでご確認ください。 

ホームゲートウェイ

POINT 02

外出先からスマートフォンでHEMS対応家電の運転状態や宅内の消費電力が確認できます
ので、お子さまやお年寄りの在宅確認などに役立てる事ができます。たとえば、外出時に
は照明を “OFF” にしておき、外出先から照明の動作状態を確認した時に “ON” であれば在
宅と判断できます。

家電の運転状態や電力使用状況が屋外から確認できる

照明設備
東芝LED照明

再生可能エネルギーシステム
東芝太陽光発電システム 暖房冷房設備

東芝家庭用ルームエアコン

エネルギー計測装置
東芝HEMSシステム

給湯設備
東芝エコキュートESTIA

換気設備
東芝24時間換気システム
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ネットワークにつながっている
HEMS対応家電を
確認、操作できる

創・蓄連携で電気を貯める
停電時や電力ピーク時に

賢く使う

エネルギーの使用状況が見える
グラフや詳細内訳が

わかる

できる
スマートホームライティング画面

エネルギーモニター画面

見える・わかる
エネグーン画面

貯める・使う

エネルギーモニター

エアコン操作 エネグーン確認
体験画面を見る

ご利用のスマートフォンの機種によってはご覧になれない場合があります。
http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/demo/index_ j.html

06

タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完
了）は、 ™とECHONETLite™に対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZ（生産完了）は、 ™に対応していません。また、東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完了）、東芝IT
アクセスポイントBTR-4010AZ（生産完了）は無線LAN の通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

東芝のHEMSがこれからのエネルギー選択をサポート。

つながる、ひろがる、くらしが未来へ変わる。

東芝のHEMS（Home Energy Management System）は
創・蓄システムと連携すれば「つくる・貯める・使う」をトータルでマネージメント。
太陽光発電、蓄電池などの住宅設備機器、エアコン、LED照明などの家電機器をつないで
家庭内のエネルギーの「見える化・わかる化」や「できる化（操作）」により
これからのエネルギー選択や節電をサポートします。
クラウドサービス『フェミニティ倶楽部』の利用で、外出先からでも
家庭内の家電機器とつながり、スマートフォンで動作状況の確認や操作ができます。
くらし方や利用シーンにあわせて、くらしをより便利で快適にサポートします。
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ご利用のスマートフォンの機種によってはご覧になれない場合があります。
http://feminity.toshiba.co.jp/feminity/demo/index_ j.html

エアコン

照明

スマート
メーター※

給湯機

ホームゲートウェイ

蓄電システム

太陽光
発電システム

エネルギー
計測ユニット

07

ニーズに合わせて2種類のサービスを選択できます

インターネットに接続しないで、タブレットや
パソコンで家庭内の見える化表示やHEMS対応
家電の動作状況の確認と操作ができます。

家庭内の電力の見える化・わかる化
外出先でのHEMS対応家電の操作

※1 30分単位のデータは今月と過去２カ月（先月、先々月）分、１日単位のデータは最大過去10年分をダウンロードできます。パソコンのみに対応しています。　※2 対応機器は になります。　※3 対応
機器は「ESTIA」3シリーズになります。　※4  HA対応機器は当社が接続の確認ができている機器に限ります。接続ができている器具は ホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp/）でご確認ください。

エネルギー計測ユニット（1台） エネルギー計測ユニットエアコン（4台） エアコン

照明器具（4台）※2 照明器具蓄電システム（1台） 蓄電システム

給湯機（1台）※3 給湯機

HA対応機器※4

スマートメーター（1台） スマート家電

スマートメーター

住戸内での家電の操作

つないで操作できる家電 つないで操作できる家電

最新サービスの利用

データの蓄積とダウンロードサービス※１

の機能にプラスして、家庭内のネッ
トワークでつないだHEMS対応家電をクラウド
サービスする会員向けサービスです。

クラウドサービス

の特長

住戸内

※製品の写真は電力会社さまのスマートメーターとは異なります。
お知らせ

スマートフォンから操作できる“うちコネ”サービスを開
始しました。「 」とは異なる新サービス
です。詳しくはP.10〜13をご覧ください。

クラウドサービス『 』

最新 
サービス 外出先
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家の中
から外から

ブラウザ
で確認

5段階
調光

メールで
お知らせ

スマート
メーター

TOP
画面

エネルギーの「見える化・わかる化」により節電をサポート

蓄電システム“　　　　　”がつながる

エアコン※がつながる

LED照明がつながる

ホームゲートウェイ

Wi-SUN

LED照明（4台）

スマートメーター
（1台）

エアコン（4台）

蓄電システム 蓄電システム用分電盤コントローラー
（1台）

システム構成例

※エアコンはエコーネットレディ機器です。エアコン用アダプター
（ECHONETLite対応）を後付けすることで　　　　　対応機器とし
て動作します。エアコンの対応形番は東芝HEMS（http://feminity.
toshiba.co.jp）でご確認ください。

外出先からも、エアコンがつながる

外出先からも、LED照明がつながる

外出先からも給湯機“ESTIA”がつながる

夏の午後、
帰宅すると室内がサウナのよう…

こんな時に

こんな時に 帰宅が遅くなると、
家のまわりが暗くて不安

帰宅前にエアコンONすると！

スマートフォンで
照明ON！　

インターネット

ルーター Bluetooth®

LED照明 ダウンライト

LED照明 シーリングライト

システム構成例

ホームゲートウェイ

インターホンとつながる

有線LAN

※接続対象機器はP.16～をご確認ください。 ※接続対象機器はP.16～をご確認ください。

Wi-SUN

スマートメーター（1台）

住戸内のネットワークを利用して　　 対応家電を一元管理し
「見える化・わかる化」を実現する　　　

インターネットを利用して外出先からでも「見える化・わかる化」を
実現すると同時にコンテンツを通してより幅広いサービスを利用できる
クラウドサービス「　　　　　　  」

「あかり」をコントロールできます。
操作画面で 5 段階の調光ができます。

住戸内のタブレットからは　　　　
　　　　  の運転状態の確認と
運転モードの操作ができます。

電気使用量が多い部屋や機器などを
わかりやすく表示できます。

「電力使用」では分岐回路の『わかる化』ができます。「今
の発電状況」では太陽光発電と燃料電池の発電電力と
蓄電池の残量の表示ができます。

スマートフォンで　　　　　　　　
　　　　　　　　　 を「遠隔操作」
暮らしがもっと安心・便利に！

スマートフォンから
エアコンが操作できます。

「室温」の確認、「温度」、「運転切換」、「風量切換」など
の操作ができます。

外出先からお風呂の湯はり操作を
することができます。
スマートフォン、携帯電話で給湯機の動作状態の確認
や湯はり、沸き上げ停止などの操作もできます。

来訪者の通知や警報通知メールなどを
外出先で確認することができます。
来訪者をメールでお知らせします。また、メールのリンク
URL を選択することで来訪者の画像（静止画）を確認
できます。

部屋を越えてエアコンを操作できます。
操作後の運転状態を確認できます。「運転」、「停止」、
さらに「温度切換」も操作することができます。

みんなで上手に
節電しましょう！

エネルギーの
いろいろが
わかるんだね！

室温は24℃
温かくなってます。
そろそろ起きたら！

リビング
温めておいてよ！

どこで
使っているのか

「電力使用」だと
わかるよ！

今日は電気の
使用量が多いけど、

我が家の
がんばっているネ！

　　　　　と
　　　　 って
賢いね！

タブレットで
簡単操作よ！

運転したよ！寒い朝は
布団から出るのが
嫌だわ。

ママ！
すぐにお風呂に
入りたいな！

そういうと思った。
了解しました！
スマートフォンで
湯はりON！

明るいから
あんしん！

かえって、
すぐに入れるから
便利だね！

今日は
少し遅いな！

いつものピースと
笑顔だから
大丈夫だね！

外出先住戸内

冷房ON!
室温の確認！

涼しくて
気持ち良い！

タブレット
で操作

スマート
フォンで

操作
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家の中がつながる サービス例
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家の中
から外から

ブラウザ
で確認

5段階
調光

メールで
お知らせ

スマート
メーター

TOP
画面

エネルギーの「見える化・わかる化」により節電をサポート

蓄電システム“　　　　　”がつながる

エアコン※がつながる

LED照明がつながる

ホームゲートウェイ

Wi-SUN

LED照明（4台）

スマートメーター
（1台）

エアコン（4台）

蓄電システム 蓄電システム用分電盤コントローラー
（1台）

システム構成例

※エアコンはエコーネットレディ機器です。エアコン用アダプター
（ECHONETLite対応）を後付けすることで　　　　　対応機器とし
て動作します。エアコンの対応形番は東芝HEMS（http://feminity.
toshiba.co.jp）でご確認ください。

外出先からも、エアコンがつながる

外出先からも、LED照明がつながる

外出先からも給湯機“ESTIA”がつながる

夏の午後、
帰宅すると室内がサウナのよう…

こんな時に

こんな時に 帰宅が遅くなると、
家のまわりが暗くて不安

帰宅前にエアコンONすると！

スマートフォンで
照明ON！　

インターネット

ルーター Bluetooth®

LED照明 ダウンライト

LED照明 シーリングライト

システム構成例

ホームゲートウェイ

インターホンとつながる

有線LAN

※接続対象機器はP.16～をご確認ください。 ※接続対象機器はP.16～をご確認ください。

Wi-SUN

スマートメーター（1台）

住戸内のネットワークを利用して　　 対応家電を一元管理し
「見える化・わかる化」を実現する　　　

インターネットを利用して外出先からでも「見える化・わかる化」を
実現すると同時にコンテンツを通してより幅広いサービスを利用できる
クラウドサービス「　　　　　　  」

「あかり」をコントロールできます。
操作画面で 5 段階の調光ができます。

住戸内のタブレットからは　　　　
　　　　  の運転状態の確認と
運転モードの操作ができます。

電気使用量が多い部屋や機器などを
わかりやすく表示できます。

「電力使用」では分岐回路の『わかる化』ができます。「今
の発電状況」では太陽光発電と燃料電池の発電電力と
蓄電池の残量の表示ができます。

スマートフォンで　　　　　　　　
　　　　　　　　　 を「遠隔操作」
暮らしがもっと安心・便利に！

スマートフォンから
エアコンが操作できます。

「室温」の確認、「温度」、「運転切換」、「風量切換」など
の操作ができます。

外出先からお風呂の湯はり操作を
することができます。
スマートフォン、携帯電話で給湯機の動作状態の確認
や湯はり、沸き上げ停止などの操作もできます。

来訪者の通知や警報通知メールなどを
外出先で確認することができます。
来訪者をメールでお知らせします。また、メールのリンク
URL を選択することで来訪者の画像（静止画）を確認
できます。

部屋を越えてエアコンを操作できます。
操作後の運転状態を確認できます。「運転」、「停止」、
さらに「温度切換」も操作することができます。

みんなで上手に
節電しましょう！

エネルギーの
いろいろが
わかるんだね！

室温は24℃
温かくなってます。
そろそろ起きたら！

リビング
温めておいてよ！

どこで
使っているのか

「電力使用」だと
わかるよ！

今日は電気の
使用量が多いけど、

我が家の
がんばっているネ！

　　　　　と
　　　　 って
賢いね！

タブレットで
簡単操作よ！

運転したよ！寒い朝は
布団から出るのが
嫌だわ。

ママ！
すぐにお風呂に
入りたいな！

そういうと思った。
了解しました！
スマートフォンで
湯はりON！

明るいから
あんしん！

かえって、
すぐに入れるから
便利だね！

今日は
少し遅いな！

いつものピースと
笑顔だから
大丈夫だね！

外出先住戸内

冷房ON!
室温の確認！

涼しくて
気持ち良い！

タブレット
で操作

スマート
フォンで

操作
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外からでもつながる サービス例
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HEMSと“うちコネ”アプリの組み合わせで楽しく使う

2017年春リリース

スマホとおうちの家電をつなげよう！
おうちの家電や住宅設備にコネクト（接続）できる。それが“電力お知らせ”

アプリと“おうち操作”アプリです。“電力お知らせ”アプリは、電気を「見える

化」。通知やウィジェットを活用することで省エネにも役立ちます。“おうち操

作”アプリは、ご自宅の家電の「操作できる化」を実現。居間から子ども部屋

のあかりを消したり、外出先からのエアコン操作をしたり、一つのアプリから

簡単に操作ができます。

アプリは2種類！
電 気 が「 見 える化 」 家 電の「 操 作 できる化 」

アプリを開かなくても
ウィジェットですぐに確認・操作

お持ちのスマホから
いつでも確認・操作

キャラクターと一緒に楽しく
電気の見える化、家電を操作

生息地：
エネルギーの大海原
性　格：
穏やかな性格だが好奇心
旺盛。オシャレが好き。首
は長いが高波は苦手。

スマメッシー

好きなキャラクターが選べます。
おうち操作キャラ

“うちコネ”サービスとは？
“うちコネ” サービスは、おうちの家電や住宅設備からの情報を活用するクラウドサービスで、おうちコネクト（接続）の略称です。
家庭内のエネルギーの見える化や遠隔操作などで、快適なくらしや節電をサポートします。

システム構成図

エアコン

LEDシーリングライト

LEDダウンライト

おうち操作対応機器

スマートメーター

蓄電システム

エネルギー計測ユニット

エネルギー計測ユニット付
住宅用分電盤

電力お知らせ対応機器 クラウド
サービス

インター
ネット

「うちコネ」
サーバー

ホームゲートウェイ

有線LAN
または

無線で接続
（Wi-SUN、

Wi-SUN HAN、
Bluetooth®）

サービスの利用について アプリ内課金について

電力お知らせうちコネサービスの利用には以下が必要です。 おうち操作

機能アップグレード（有料）で
接続できる機器数やアラーム
登録数などを増やせます。

電力データの長期保存やダウ
ンロードの期間指定などの便
利なサービスをアプリ内課金
で追加できます。

東芝ホームゲートウェイ
（HEM-GW26A／

HEM-GW16A）

電力お知らせ：蓄電システム、
エネルギー計測ユニット、
スマートメーター など

おうち操作：エアコン、照明 など

スマートフォン
（Android／iPhone）

有効な
メールアドレス

常時接続可能な
インターネット環境（宅内）

別の部屋や外出先からなど、どこからでも家電を操作できます。

いくつかの機器をまとめて操作や、
操作予定時刻にアラームでお知らせ
してくれる機能もあります。

おうち全体の状況確認や部屋ごと、
家電機器ごとの状況がわかります。
家電機器の操作もできます。

まとめて操作や
アラーム機能も

家電機器を
アプリから操作できる！

外からおうちの家電を操作できる！状態がわかる！

使った電力量が見える！わかる！

電気をどれだけ使ったかが一目でわかるから、使いすぎにもすぐ気付けます。

画面ロック解除でパッと確認！
ウィジェットで
電力量をチェック

おうちの電気の変化を
アプリ通知“うちコネPUSH”
でお知らせ！

1時間ごとの電気使用率も見えるか
ら、どの時間帯にどれだけ電気が
使われているか一目でわかります。

たとえば、家族全員がおでかけして
おうちの電気使用量が下がったらア
プリがお知らせしてくれます。

※掲載されている画像はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。
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HEMSと“うちコネ”アプリの組み合わせで楽しく使う

2017年春リリース

スマホとおうちの家電をつなげよう！
おうちの家電や住宅設備にコネクト（接続）できる。それが“電力お知らせ”

アプリと“おうち操作”アプリです。“電力お知らせ”アプリは、電気を「見える

化」。通知やウィジェットを活用することで省エネにも役立ちます。“おうち操

作”アプリは、ご自宅の家電の「操作できる化」を実現。居間から子ども部屋

のあかりを消したり、外出先からのエアコン操作をしたり、一つのアプリから

簡単に操作ができます。

アプリは2種類！
電 気 が「 見 える化 」 家 電の「 操 作 できる化 」

アプリを開かなくても
ウィジェットですぐに確認・操作

お持ちのスマホから
いつでも確認・操作

キャラクターと一緒に楽しく
電気の見える化、家電を操作

生息地：
エネルギーの大海原
性　格：
穏やかな性格だが好奇心
旺盛。オシャレが好き。首
は長いが高波は苦手。

スマメッシー

好きなキャラクターが選べます。
おうち操作キャラ

“うちコネ”サービスとは？
“うちコネ” サービスは、おうちの家電や住宅設備からの情報を活用するクラウドサービスで、おうちコネクト（接続）の略称です。
家庭内のエネルギーの見える化や遠隔操作などで、快適なくらしや節電をサポートします。

システム構成図

エアコン

LEDシーリングライト

LEDダウンライト

おうち操作対応機器

スマートメーター

蓄電システム

エネルギー計測ユニット

エネルギー計測ユニット付
住宅用分電盤

電力お知らせ対応機器 クラウド
サービス

インター
ネット

「うちコネ」
サーバー

ホームゲートウェイ

有線LAN
または

無線で接続
（Wi-SUN、

Wi-SUN HAN、
Bluetooth®）

サービスの利用について アプリ内課金について

電力お知らせうちコネサービスの利用には以下が必要です。 おうち操作

機能アップグレード（有料）で
接続できる機器数やアラーム
登録数などを増やせます。

電力データの長期保存やダウ
ンロードの期間指定などの便
利なサービスをアプリ内課金
で追加できます。

東芝ホームゲートウェイ
（HEM-GW26A／

HEM-GW16A）

電力お知らせ：蓄電システム、
エネルギー計測ユニット、
スマートメーター など

おうち操作：エアコン、照明 など

スマートフォン
（Android／iPhone）

有効な
メールアドレス

常時接続可能な
インターネット環境（宅内）

別の部屋や外出先からなど、どこからでも家電を操作できます。

いくつかの機器をまとめて操作や、
操作予定時刻にアラームでお知らせ
してくれる機能もあります。

おうち全体の状況確認や部屋ごと、
家電機器ごとの状況がわかります。
家電機器の操作もできます。

まとめて操作や
アラーム機能も

家電機器を
アプリから操作できる！

外からおうちの家電を操作できる！状態がわかる！

使った電力量が見える！わかる！

電気をどれだけ使ったかが一目でわかるから、使いすぎにもすぐ気付けます。

画面ロック解除でパッと確認！
ウィジェットで
電力量をチェック

おうちの電気の変化を
アプリ通知“うちコネPUSH”
でお知らせ！

1時間ごとの電気使用率も見えるか
ら、どの時間帯にどれだけ電気が
使われているか一目でわかります。

たとえば、家族全員がおでかけして
おうちの電気使用量が下がったらア
プリがお知らせしてくれます。

※掲載されている画像はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。
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ウィジェットをタップするだけで状況確認が簡単にできま
す。さらにウィジェットをタップすれば、操作用のリモコン
を呼び出せます。

状況確認や操作画面の呼び出しが簡単！

ウィジェット

エアコンをつける時間をあらかじめ設定しておくことで、時間になるとアラームでお知らせしま
す。操作し忘れを防ぎます。

操作する時間をアラームでお知らせ！

通知

HEMSと“うちコネ”アプリの組み合わせで楽しく使う

アプリの特徴アプリの特徴

ウィジェットで簡単に電気使用量や料金を確認できます。1時間ごとの電気使用率が
色分け表示されるので、どの時間帯にどれだけ電気を使ったのか一目でわかります。

画面ロック解除ですぐに電気使用量をチェック！

ウィジェット

12時

1時

2時

3時

11時

10時

9時

8時

5時6時

タップでAM/PM切換

今の状況を表示

タップで状態更新

●電気使用率

データ未取得
薄灰色

少ない
灰色

やや少ない
緑色

ふつう
黄色

やや多い
オレンジ色

多い
赤色

前日や前月、前年との
比較ができます。

日別・月別・年別の電気使用量をグラフで表示。
おうちの中でも外出先からでも、スマートフォンで
電気使用量を確認できます。

使った電力量が見える！わかる！

電気使用量の確認

リビングや寝室、子ども部屋など、
それぞれの部屋にある家電を操作
できます。しかも複数の機器をまと
めて操作することも可能です。

部屋ごとに操作できる！まとめて操作もOK！

家電を操作

通知の基本サービス「おでかけ確認」は電気使用量が大きく下がったときに「うちコネPUSH」
でお知らせする通知機能です。

おうちの電気使用量の変化を「うちコネPUSH」でお知らせ！

通知

たとえば、テレビや照明を消して出かけると電気使用量は小さくなります。
その変化を「うちコネPUSH」でお知らせします。

こんな時にオススメ！

お子様が最後におうちを出る時、
何時頃におうちを出たかが気になる。

おでかけ確認

エアコン、照明だけではなく、今後は、給湯やHA対応機器などの種類の追加と、エアコンでも東芝機だけではなく他社機もつながるようにしてい
きます。他社機は、ECHONET Lite AIF認証取得機器になります。（最新の検証済接続機器は当社ホームページをご確認ください）

接続機器は随時拡充予定

リモコンを表示

アイコンを
タップ

さらに
タップ

ウィジェットは2つのデザインから選べます。
各デザインともに電
気使用量と料金の表
示を切り換えること
ができます。

※掲載されている画像はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。
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1日、1ヶ月、
1年のグラフを
確認しながら

みんなで
上手に節電
しましょう！

毎日確認
することが
大事なんだね

エネルギーの見える化・わかる化により節電をサポート
●家全体の30分毎の電気使用量の見える化を実現。節電意識を高めます。

家の中から 外出先から

外出先からでもスマートフォンで簡単に確認
●外出先からでも家の中と同じようにスマートフォンで電気使用量の比較や

グラフ表示が確認できる！
●電気使用量を家族の生活スタイルの 「わかる化」に使うことができる！

グラフでも
確認できるのが
嬉しいね！

そろそろ
子供たちが
帰ってきた
頃かな？

ホームゲートウェイ 

※5 Bluetooth® Version 1.1以降のBluetooth®ワイヤレステクノロジを用いた機器と互換性があります。
※6 最大通信速度は理論値です。無線通信距離は障害物がない場合の見通し距離です。電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度は異なります。
※7 ホームゲートウェイ、ITアクセスポイントと通信するためにHEMS対応家電に組込む、あるいは接続して使用する通信用アダプターのことです。

希望小売価格
¥30,000（税別）

HEM-GW26A

スマートメーターとつながる！

すべてをつなぐ中心がホームゲートウェイ
スマートメーターがつながると、家全体のエネルギーを管理・制御できます。

スマートメーター※1通信インターフェイスを内蔵。
スマートメーターとつながります。

※1 HEMSを通じて、電気使用状況の「見える化」を可能にする電力計です。　※2 電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度が異なります。
※3 インターネットに接続しないで、パソコンやタブレットで家庭内での「見える化」表示や家電の操作が可能です。クラウドサービス『　　　　　　　　』への入会は必要ありません。
※4 常時接続のブロードバンドのインターネット環境と、クラウドサービス『　　　　　　　　』への入会が必要です。

蓄電システム エアコン 照 明

TOP画面 スマートメーター 給湯機

HEM-GW26A

スマートメーター※1対応 無線LAN※2対応

無線：Bluetooth※2

無線：Wi-SUN 有線LAN、WAN対応

搭載※3
クラウドサービス

内蔵

対応※4

東 芝の H E M Sシステムの中 心

（幅）125mm （奥行）125mm  （高さ）28.5mm / 質量：約255g

温度5℃～35℃ / 湿度30%～80%（但し結露なきこと） / 屋内（非防水）

約4.8W

100BASE-TX/10BASE-T  1ポート

100BASE-TX/10BASE-T  2ポート

Bluetooth® Version 3.0※5

見通し100m

7台

IEEE802.11b：最大11Mbps、IEEE802.11g：最大54Mbps、IEEE802.11n：最大300Mbps

Wi-SUN profile for ECHONETLite

ECHONETLite/ECHONET

本体外形寸法/質量

動作環境温度/湿度/設置場所

消費電力

Bluetooth®

無線LAN

無線920MHz

通信用アダプター※7間通信規格

ネットワーク
インターフェース

WAN

LAN

通信方式

通信距離※6

マルチポイント接続

最大通信速度※6

通信規格

昨日はどれくらい？ 今日と昨日の電気使用量の比較ができる！

先月はどれくらい？ 今月と先月の電気使用量の比較ができる！

日・月・年の電気使用量をグラフ表示できる！グラフで見たい！

通信用アダプター・無線
Bluetooth® / Wi-SUN HAN

ホームゲートウェイ

Wi-SUN HAN : 「Wireless Smart Utility Network Home Area 
Network」の略で次世代無線通信規格の1つ。家電製品（照明､エ
アコンなど）に搭載し無線通信をつかって､HEMSコントローラー

（ホームゲートウェイ）と接続し､家庭のエネルギー管理や制御を
おこなう無線システムのことです。

通信用アダプター・有線LAN

Wi-SUN : 「Wireless Smart Utility Network」の略で次世代無線
通信規格の1つ。ガスや電気、水道のメーターに端末機を搭載し
無線通信をつかって、効率的に検針データを収集する無線通信シ
ステムのことです。

スマートメータースマート
メータールーター

Wi-SUN

WAN : LANと比較して広い範囲（市街地を越え郊外、県外や国際の範囲）におよぶ
ネットワークのことです。

WAN 無線LAN

蓄電池 給湯機

エアコン
LEDダウンライト

インターホン

エネルギー
計測ユニット

蓄電池 給湯機

LED照明 Bluetoothのみエアコン

エネルギー
計測ユニット

スマートメーター見える化コンテンツ

外出先から

家の中から

電力量データ

クラウドサービス

インターネット

クラウド

スマートフォン

外出先 電力の見える化

スマートフォン タブレット

タブレット画面

インターネット
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お母さんのタブレット画面

充電電力・
消費電力を

表示！

子供が見ている
スマートフォン画面

『おまかせ』
操作ボタンで
「ピーク制御」
モード※3オン！

大変だー！ 
に

助けてもらわなきゃ！

システム構成図
（ ENG-B7430A5-Nシリーズの場合 ） 太陽電池モジュール

洗濯機 電子レンジ  IH クッキングヒーター

エアコン 照明

100V 機器 /200V 機器

100V 機器

インターネット

蓄電池本体

系統

テレビ冷蔵庫 パソコン

照明

蓄電システム用
分電盤

エネルギー
モニター画面

ブロードバンドルータ

コントローラー

太陽光発電の自立運転出力

無線：Wi-SUN®※5または有線 LAN※6

ホームゲートウェイ

Wi-SUN

選定負荷

一般負荷

スマートフォン※4タブレット パソコン

エネルギー
計測ユニット

宅外宅内

パワー
コンディショナ

スマート
メーター

16

蓄電池とHEMSの組み合わせでかしこく使う

蓄電システム“ ”がつながる
がつながると、貯める、使っているが確認できます。

※1 インターネット常時接続ブロードバンド環境と『 』への入会が必要です。　※2 パソコン、またはタブレットで『 』のスマートフォン登録が必要です。スマートフォン、携帯電話では
の操作はできません。　※3 コントローラーで「おまかせ」の「ピーク制御」モード設定が必要です。　※4 お使いのスマートフォンの機種によっては、ご覧になれない場合があります。　※5 電波の特性上、環境条

件により通信距離、通信速度は異なります。　※6 有線LAN ケーブルは同梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　NWDNP-BX02の場合は、正常にデータを蓄積、表
示できない場合があります。　※掲載しているイラスト、製品写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

安心が わかる

便利に 使う

スマートフォンから の
運転状態を見える・わかる化※1します
住戸内のタブレットからは の運転状態の
確認と運転モードの操作ができます。

エネルギー計測ユニットと組み合わ
せると、さらに便利に使えます

『エネルギーモニター』画面で電気使用状況を確認、
『蓄電池モニター』操作ボタンから蓄電池操作画面
を表示し操作ができます。

クリック

ママ～！デンキ
足りなくなるよ！

パパも弟も
帰ってきたよ

我が家の も
がんばっているネ！

おじいちゃん
おばあちゃんの

の
運転状態も
わかるんだよ！※1※2

と
って

賢いね！

運転状況が
わかる
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東芝の蓄電システムの特長
（ENG-B7430A5-Nシリーズ）

朝昼晩いつでも電気機器を使えます。
kWh※1大容量 7.4

エアコンやその他電化製品を同時に使えます。
kVA出　力3.0

短時間での充電を実現。通常充電時は約5.0時間。

時間※2急速充電 約3.0

一般負荷　100V機器/200V機器

選定負荷　100V機器

蓄電池本体

エアコン

照明 冷蔵庫 テレビ

洗濯機 電子レンジ

太陽電池モジュール

住宅用分電盤

蓄電システム用
分電盤

パワー
コンディショナ

系統

太陽光発電の
自立運転出力

充放電時間が複数設定できる
ダブルタイマー

蓄電残量を見ながら賢く使える
充電履歴機能

電池の放電残量を自由に設定できる
7段階設定

レベル0から最大まで

電池の充電容量を自由に設定できる
7段階設定
充電なし～最大まで

通信用アダプター
HEMSに接続するためのアダプターが
内蔵されています。

─ 大容量だから停電時にも威力を発揮 ─

※太陽光充電であまった電力を充電します。放電中は充電できません。

440W の電力を

使えます
約14 時間 ※3

選定負荷
あらかじめ

選定した機器

選定負荷用のコンセントを利用し一時的に使えます計 440W を約 14 時間連続して使用できます

冷蔵庫
160W ラジオ 炊飯器 携帯電話

テレビ
150W

パソコン他
30W

照明
100W

急な停電でも蓄電池から電気を自動で供給 太陽光発電からも充電して使用可能

停電時は選定負荷に電気を供給します。 停電時は選定負荷に電気を供給します。
蓄電池本体 蓄電池本体

100V 機器 /200V 機器

100V 機器

住宅用分電盤

蓄電システム用
分電盤系統

選定負荷

一般負荷
停電

100V 機器 /200V 機器

100V 機器

住宅用分電盤

パワー
コンディショナ

蓄電システム用
分電盤

選定負荷

一般負荷

系統

太陽光発電の
自立運転出力

太陽電池モジュール

停電

17

※1 電気機器が実際に使用できる電力量は、電力変換損失分だけ少なくなります。　※2 コントローラーの「充電」ボタンを押すと急速充電になります。　※3 使用時間はENG-B7430A5-Nシリーズの場合の目安であり、蓄
電残量や電気機器の使用状況などによって異なります。
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。サービスにより『 』への入会が必要になります。東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完了）は、

とECHONETLiteに対応していません。東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写真はイメー
ジです。実際の製品とは異なる場合があります。

ご家庭の分電盤に接続できるため､家中の電気機器で蓄電池の電気を使うことができます。
通常時は､蓄電池に貯めた電気を一般負荷と選定負荷の両方の機器に供給します。100V機器だけでなく、エアコンなど200V機器にも使えます（200V
機器は一般負荷で使えます。選定負荷では使えません）。停電時は､選定負荷に自動的に自立放電します（停電時､一般負荷には電気を供給しません）｡

テレビや照明､冷蔵庫など､緊急時に必要な電気機器が約14時間連続して使用できます※3。

スタイリッシュなシルバーフェースのコントローラー､操作ボタンと蓄電池の運転表示パネルをコンパクトに配置しています。
蓄電システムの各種運転操作と運転状態の表示および運転モードを設定するためのコントローラーです。

系統連系運転 エネグーンは大容量、大出力で家中で電気を使えます

停電自立運転 急な停電でも貯めた電気を使え安心です

コントローラー いろいろな設定や操作表示をおこなえます
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電気使用 
状況詳細内訳

接続機種
の追加

エネルギー
計測ユニット

ホームゲート
ウェイ

LEDダウンライトLEDシーリングライト

調光指令
電気使用状況を
計測して節電指令※8

約80%
調光

クラウド ブロードバンドルーター ホームゲートウェイ エネルギー計測ユニット

有線 LAN ※4

住宅用分電盤

太陽光発電システム 燃料電池 ガスメーター 水道流量計

※5 ※5 ※6 ※6

18

エネルギーの使用状況が見える

※1 エネルギー機器の設置に合わせて、パソコン、またはタブレットでエネルギー計測ユニットと『 』の設定が必要です。　※2 携帯電話、スマートフォンでは、電気、ガス、水の使用量・発電量、売電量の積算
値を接続機器に合わせて文字表示します。「詳細内訳」「グラフ」「カレンダー」などの表示はできません。　※3 パソコン、またはタブレットで電力会社の設定が必要です。設定できる電力会社は限りがあります。　※4 有線
LANケーブルは同梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。　※5 別途、オプション品「太陽光発電・燃料電池用電流センサーセット」が必要です。　※6 ガスを計測
するにはパルス発信器付きガスメーター、水を計測するにはパルス発信式流量計が必要です。　※7 自動『節電おすすめ」機能を利用する場合は、エネルギー計測ユニットが必要です。　※8 『フェミニティ倶楽部』の設定
画面で「節電おすすめ開始予定」、「節電おすすめ停止設定」の設定が必要です。
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完
了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写
真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

エネルギー計測ユニットがつながる
エネルギーの「見える化・わかる化」によりスマートライフをサポートします。

わかる

見える

接続機種に合わせた「見える化」表示
になります
蓄電システム、太陽光発電、燃料電池、ガスメー
ター、水道流量計などの接続機種に合わせた『見え
る化』を実現できます※1。

電気使用量が多い機器や時間などをわかりやすく表示できます
「詳細内訳」※2 画面では主幹回路と分岐回路の電気使用状況を『わかる化』できます。「電気使用状況」※3 画面では時間ごとの家全体の電気 
使用状況を一画面表示することで、節電意識を高めます。

太陽光発電、蓄電システムなどを
設置した場合の表示

太陽光発電、蓄電システムなどが
ない場合の表示

主幹回路や分岐回路ごとの電気使用量がわかります。 家庭内の時間ごとの電気使用量や
電力ひっ迫状況※3（電力会社の公開情報）がわかります。

『節電おすすめ』機能はエネルギー計測ユニット
で計測した家全体の電気使用状況に合わせ
て、「あかり」を自動で調光し節電を行います※7。

『節電おすすめ』では全光100％に対して約80 
％に調光します。

約80％調光時には照度バラツキが若干生じる場合があります。

「節電おすすめ」機能で自動調光

最大30回路に対応。太陽光発電システム・燃料電池・ガス・水道の使用量がわかります。

LEDシーリングライト LEDダウンライト

どこで使っているのか
「詳細内訳」だと
わかるよ！

今日は
電気の使用量が
多いけど、

エネルギーの
いろいろが
わかるんだね！

みんなで
上手に節電
しましょう！

電力ひっ迫状況も
確認しながら

我が家は
この表示だね！

機器の設置状況に
合わせた表示が
できるんだよ！

我が家には
まだ太陽光発電や
蓄電池がないけど?!
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100段階
調光

５段階
調光

※3

※3

すべて
操作

19

家電と「つながる」

LEDダウンライトがつながる
有線LANアダプターの内蔵で新築はもちろん、リフォームにもおすすめです。

※1 「すべて」画面は「設置場所」表示の一番下にあります。 表記のある照明器具を一括操作します。　※2 「すべて」画面では動作の状態は表示しません。　※3 形名の末尾が 'LT1' のダウンライトに
対応した画面です。　※4 自動『節電おすすめ』機能を利用する場合は、エネルギー計測ユニットが必要です。　※5 手動で『節電おすすめ』機能を利用する場合は、エネルギー計測ユニットは必要ありません。　※6  

『 』の設定画面で「節電おすすめ開始設定」、「節電おすすめ停止設定」の設定が必要です。　※7 有線LANケーブルは同梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご
利用ください。　※8 ランプ別売、調光器対応LEDユニットフラット形
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完
了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写
真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

かんたん操作で できる

はなれていても できる

「すべて」操作画面から、つながってい
る照明器具を一括で操作できます※1

『かんたん』と『調光』操作画面の「設置場所」表示の
「すべて」を選択すると一括操作ができます※2。

利用シーンにあわせて、
「あかり」をコントロールできます

よく使われる操作は『かんたん』操作画面に、さら
に『調光』操作画面で好みの「あかり」に直感的に
調光できます。

LEDダウンライト

●『節電おすすめ』機能で節電●器具内蔵のコントローラーを介して8台まで接続可能
器具内蔵のコントローラーを介して8台までの送り接続が可能です。ホーム
ゲートウェイ、コントローラー、器具とは有線接続となりますので、新築やリ
フォームなどのタイミングでの設置がおすすめです。

『節電おすすめ』はエネルギー計測ユニットで計測した家全体の電気使用状況
に合わせて、「あかり」を自動で調光し節電を行います※4。または、『かんたん』
操作画面で『節電おすすめ』ボタンを押すと調光し節電を行います※5。

『節電おすすめ』では全光100%に対して約80%に調光します。約80%調光時には照度バラツキが若干
生じる場合があります。

9台まで一括調光可能 有線LAN※7対応

ママがつけて
くれたんだよ！
部屋のあかりも
ママが消して
くれるかな？！

あれ！
廊下と階段のあかり
ついてる？！

ホームゲート
ウェイ

ブロードバンド
ルーター

住宅用分電盤

電気使用状況 節電指令※6

調光指令

エネルギー
計測ユニット

クラウド

有線LAN※7
コントローラー

専用コントルクス
（別売）：WDG9002

専用線
8台まで接続可能

ランプ別売※8

LEDダウンライト
LEDD85001N-LT1

約80%
調光

有線LAN

おじいさん
家中のあかりを
つけてますよ！※1

おじいさん
トイレですか？
あかりをつけてから
行ってくださいよ！ 部屋の中から

つけられるから
安心じゃぞ！

わかっておる！
タブレットから
つけたぞ！

個別の照明器具を操作する場合は、
「設置場所」表示で個別の照明器

具を選んで操作を行ってください。

自分で
消さないと！ニャン

※3
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常夜灯
６段階

５段階
調光

明るさ！
20 段階
光色！
21 段階
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家電と「つながる」

LEDシーリングライトがつながる
無線：Bluetooth®アダプターを本体に内蔵、設置工事が不要です。

※1 電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度が異なります。　※2 パソコン、またはタブレットで設定が必要です。　※3 のコンテンツでは、調色は電球色〜昼光色の可変色の色選択とな
ります。　※4 LED照明器具の形名の末尾が 'LT3' 'LT4' に対応した画面です。　※5 器具詳細は住宅照明カタログ（Home Lighting F20）でご確認ください。　※6 自動『節電おすすめ』機能を利用する場合は、エネルギー
計測ユニットが必要です。　※7 『 』の設定画面で「節電おすすめ開始設定」、「節電おすすめ停止設定」の設定が必要です。　※8 LEDシーリングライトの消費電力25W以上、引掛シーリングに取付けする
商品でLED一体形商品が対象です。
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完
了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写 
真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

かんたん操作で できる

ワンタッチで できる

簡単に取り付け※ができて、すぐにつながります
ECHONETLite搭載の無線：Bluetooth®※1アダプターを内蔵した
LEDシーリングライトです。

利用シーンで操作画面を選んで、
「あかり」をコントロールできます

よく使われる操作は『かんたん』操作画面に、さらに
『調光・調色』※3 操作画面で好みの「あかり」に直感的
に調光できます。

※ 天井に上の写真（一例）のような配線器具が設置されていれば
電源工事不要で簡単に取り付けられます。

LEDシーリングライト

●選べる３タイプ ●『節電おすすめ』機能で節電
部屋（〜8畳、〜10畳、〜12畳）の大きさに合わせて器具を選べます※5。 『節電おすすめ』はエネルギー計測ユニットで計測した家全体の電気

使用状況に合わせて、「あかり」を自動で調光し節電を行います※6。
『節電おすすめ』では全光100%に対して約80%に調光します。約80%調光時には照度バラツキ
が若干生じる場合があります。

常夜灯６段階調光 自動※6節電おすすめ対応

※8

ホームゲート
ウェイ

ブロードバンド
ルーター

住宅用分電盤

電気使用状況 節電指令※7

調光指令

エネルギー
計測ユニット

クラウド

無線：Bluetooth®※1

通信用アダプター

リモコン同梱：FRC-194T（W）

テイスト：ライトモダン
LEDシーリングライト

LEDH84510LC-LT4 

LEDH81510NLC-LT4

LEDH82510NLC-LT4 Bluetooth®

Bluetooth®

Bluetooth®

カチッと取り付けるだけ！

※4

※4

ホームゲートウェイ

おうちのあかりを
対応にしたいけど

電気工事が大変だよね？！

タブレットで
簡単操作よ！

あとは
ホームゲートウェイと
接続するだけだね！※2

引っ掛けシーリングに
カチッと簡単に
付けられるのよ！

ご飯の合図の「あかり」、
子供たち今日も気づいて
くれたかな？！

タマも反応
してるよ！

あ！部屋の「あかり」
電球色に変わったわ！

ご飯の時間だね！

約80%
調光

一家に
一台

ごはんだ 
  ニャン
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カラー
パレットで
色つくり

21

※１ は対応していません。また、テレビ、携帯電話は対応していません。スマートフォンでは、一部カラー設定ができます。
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完
了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写
真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

できる

※画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　※マルチカ
ラーLEDシーリングライトの形名の末尾が'LT3'に対応した画面です。　※カラーカスタム
は、スライドによる操作はできません。タップによる操作をおこなってください。

静寂のひとときは青色
で。心静かに思いをは
せる空間を演出します。

アクアリウムのような 
水と光を空間に創出し
ます。

他の光色に比べまぶた
を透過しにくい光です。
※当社評価試験による。

RGB搭載ならではの
黄色の空間も演出が
可能に。

ほのかに光るオレンジ
系のあかりで、空間を
演出します。

情熱の赤色の空間創
出が可能です。

神秘的な空間演出で、
高貴な夜のひとときを。

リモコン同梱：FRC-205T（K）

つながるLEDシーリングライトのご紹介

マルチカラーLEDシーリングライトなら「カラー
パレット」画面でかんたんに色つくりができます※1

食事の団らん、映画視聴、勉強に集中など、さまざまな「あか
り演出」が可能です。

マルチカラーLEDシーリングライトなら
多彩なあかりの演出も可能になります

LEDH81718XLC-LT3

LEDH82718XLC-LT3 Bluetooth®

Bluetooth®

楽しかった
水族館のような
あかりにして！

りょうかい。
「カラーパレット」
で変更！※1

帰宅が遅くなると、家のまわりが暗くて不安

子ども部屋の電気を消し忘れた！

スマートフォンで照明ON

スマートフォンで照明OFF

こんな時に

こんな時に

スマートフォンで を「遠隔操作」
暮らしがもっと安心・便利に！

『 』なら

ご利用の機種によってはご覧
になれない場合があります。

［スマートフォン専用］
http://feminity.toshiba.
co . j p/ femin i t y/demo/
SmartPhone/direct/index_
j.html

体験画面を見る

便利も安心も
スマートフォン

で簡単

『 』
なら

『 』
なら

明るいから
あんしん

点灯中！
「消灯」送信 消灯

確認ＯＫ！

こわい…

スマートフォンで
安心・快適
ライフ！
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家電と「つながる」

エアコンがつながる
エアコンがつながると、一括で確認や操作が行えます。

※1 「現在の消費電力」はエアコンの機種により表示できない機種があります。スマートフォン・携帯電話は「現在の消費電力」は表示できません。　※2 スマートフォンでできること、リモコンでできることは異なります。　※3 エ
アコンはエコーネットレディ機器です。エアコン用アダプター（ECHONETLite対応）を後付けすることで 対応機器として動作します。　※4 2017年以降モデルより対応予定。　※5 電波の特性上、環境条件によ
り通信距離、通信速度は異なります。　※6 有線LANケーブルは同梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完
了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写
真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

家の中で できる

外でも できる

部屋を越えて
エアコンを操作することができます
操作後の運転状態を確認できます。消費電力の表
示※1、「運転」、「停止」、さらに設定「温度」、「風量」な
ども操作することができます。

スマートフォンからリモコン感覚※２でエアコンを操作できます
「室温」の確認、「温度」、「運転切換」、「風量切換」などの操作ができます。

●約930万台の 対応エアコンを出荷※3 ●外出先から運転状態の確認

エアコン用アダプター

選べる2タイプの通信方式

通信アダプター後付タイプ※3

ホームゲート
ウェイ

エアコン室内機ブロードバンド
ルーター

クラウド

無線：Wi-SUN®※5

Bluetooth®※5

もしくは有線LAN※6

エアコン用アダプター

HEM-AC11A 

HEM-AC22A 

HEM-AC25A

Bluetooth®

有線LAN

Wi-SUN

いつもの温度で
「運転」「運転」

「温度」
「風量」
「送信」

ご利用の機種によってはご覧
になれない場合があります。

［スマートフォン専用］
http://feminity.toshiba.
co . j p/ femin i t y/demo/
SmartPhone/direct/aircon.
html

体験画面を見る

東芝エアコンは2004年度から2015年度で、約930万台の 対応エアコンが出荷されていま
す。主な 対応エアコンの機種です。

スマートフォン、携帯電話で運転状態を確認
したり、万が一の消し忘れの場合は停止する
こともできます。

2004年
NDRシリーズ

2007年
SDRシリーズ

2010年
UDRシリーズ

2013年
EDRシリーズ

2005年
EDRシリーズ

2008年
BDRシリーズ

2011年
JDRシリーズ

2014年
GDRシリーズ

2006年
GDRシリーズ

2009年
PDRシリーズ

2012年
NDRシリーズ

2015年
SDRシリーズ

対応機器は のホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）でご確認ください。

※4

夏の午後、帰宅すると室内がサウナのよう… 帰宅前にエアコンONすると！
こんな時に

暑い… 涼しくて
気持ちいい

室温の確認！
冷房ON！
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給湯機“ESTIA”がつながる
給湯機がつながると、エコアドバイスで賢い使い方をアシストします。

※1 お風呂の排水栓を閉め忘れている場合は湯はりできません。お風呂に残り湯がある場合はお湯があふれる場合があります。　※2  対応機種は、「東芝エコキュート総合カタログ」、または東芝キヤリア株式
会社のホームページでご確認ください。　※3 電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度は異なります。　※4 有線LANケーブルは同梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）
をご利用ください。
タブレット・スマートフォンの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ（生産完
了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、製品写
真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

使い方が わかる

外から できる

外出先からお風呂の湯はり操作をすることができます※1

スマートフォン、携帯電話で給湯機の動作状態の確認や湯はり、沸き上げ停止などの操作もできます。

使用履歴の確認やエコアドバイスで
賢い使い方をアシストします
一週間のタンク「残湯量」と「給湯使用量」がわかり
ます。またエコアドバイスは賢い使い方をアドバイ
スします。

●外出先から動作状態の確認

給湯機用アダプター

スマートフォン、携帯電話で外出先からタンクの残湯量を確認できます。 
また、「沸き上げ停止」設定や「沸き上げ停止」解除を行うこともできます。

●オンラインメンテナンスに対応
もしものエラー発生時にエラー内容とエラーコードの詳細を確認できま
す。 の専用サイトからオンラインで修理を依頼することもでき
ます。

●電源工事が不要
給湯機用アダプターにAC100V電源は必要ありません。給湯機本体から動
作に必要な電源が供給されます。

選べる2タイプの通信方式 電源工事不要

ホームゲート
ウェイ

ブロードバンド
ルーター

クラウド

無線：Wi-Sun※3

もしくは有線LAN※4
専用線

HEM-EC22Aの
イメージです。

給湯機本体※2

給湯機用アダプター

HEM-EC22A 

HEM-EC25A

有線LAN

Wi-SUN

………

そういうと
思った。
了解しました！

スマートフォン
で湯はり オン！

ママ！
すぐにお風呂に
入りたいな！

かえって、
すぐに入れるから
便利だね！

2日前はいつもより
使い過ぎているわよ！

サッカー練習の
後のお風呂で

お湯かけ遊びした
人はだれかな？
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家電と「つながる」

携帯電話でHA対応機器の動作状態「運転」、「停
止」の確認と、操作「運転」、「停止」を行うことがで
きます。

外出先で床暖房や給湯機など
HA対応機器の状態を確認できます※1

HA対応機器と拡張アダプターがつながることで、
「できたらいいな」を実現します

安心 できる

※1 対応機器は のホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）でご確認ください。　※2 電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度は異なります。　※3 有線LANケーブルは同梱しておりませんの
で、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。　※4 別途HA端子延長ユニット（NDG8701（WW））が必要です。　※ホームゲートウェイ HEM-GW16A以降の機種が対象となります。
タブレット・スマートフォン・携帯電話の画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-3005AZ

（生産完了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイラスト、
製品写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

Simple HEMS画面は開発中のものです。　HA対応機器を９台接続した
場合のサンプル画面です。　HA対応機器は９台まで接続できます。

ＨＡ動作テストモードとは？
配線工事を行う際の動作確認用モードです。拡張アダプター単体でHA信号を出力させる事が可能ですので、ホームゲートウェイやパソコ
ンを使用せずにＨＡ対応機器の動作確認を行う事が可能です。
HEM-CM25BとHEM-CM22Aでは動作テストの操作方法が異なります。詳しくは、操作説明書をご確認ください。

拡張アダプター仕様

テストモード操作イメージ

形番 通信方式 HA対応機器接続台数 延長ユニットの要否 NDG8701（WW）など 設置サイズ 備考

HEM-CM25B Wi-SUN HAN 1 HA機器と拡張アダプターの距離が
1.9m以上の場合は必要 スイッチボックス2個分 近日発売予定

HEM-CM22A 有線LAN 2 必要 スイッチボックス2個分

テストスイッチを押す

HA配線

HA対応機器

Simple HEMSに対応※

タブレット端末でHA対応機器の操作が可能になりまし
た。接続できるHA対応機器は当社が接続の確認ができ
ている機器に限られます。

ぽかぽか
ニャン

床暖房イメージです

給湯イメージです

ホームゲート
ウェイ

ブロードバンド
ルーター

クラウド

HA接続

HA接続

HA端子延長ユニット
無線：Wi-SUN※2

もしくは有線LAN※3

専用線

HA対応機器

専用線
HEM-CM22Aの

イメージです。

ON！
運転開始

おじいちゃん
でかけたようだけど
床暖房止めた
かしら？

床暖房停止！
これでムダを省けて、
安心だね！

やっぱり！

床暖房は
運転していたわ！

拡張アダプター

HEM-CM22A  ※4 

HEM-CM25B

有線LAN

Wi-SUN

選べる2タイプの通信方式 ＨＡ動作テストモードを搭載
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安心が わかる

来訪者をメールでお知らせします。また、メールの
リンクURLを選択することで来訪者の画像（静止
画）を確認できます。

来訪者の通知や警報通知メールなど
を外出先で確認することができます

インターホンと がつながることで、
外出中の「できたらいいな」を実現します

※1 アイホン株式会社の製品です。製品情報はアイホン株式会社のカタログ、ホームページでご確認ください。VIXUSはアイホン株式会社の登録商標です。 には対応していません。　※2 有線LANケーブルは同
梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。
タブレット・スマートフォン・携帯電話・VIXUSの画面はイメージです。デザイン・機能は予告なしに変更することがあります。　サービスにより『 』への入会が必要になります。　東芝ITホームゲートウェイBTR-
3005AZ（生産完了）は、 とECHONETLiteに対応していません。　東芝ITアクセスポイントBTR-4010AZは、 に対応していません。また、無線LANの通信機能は搭載していません。　※掲載しているイ
ラスト、製品写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

スマートメーターから取得する電力、電流の情報を利活用した新しいサービス

システム構成

住戸内・操作デバイスとして連動
ブラウザタイプの集合住宅用インターホンシステム
VIXUS※1を の操作デバイスとしてつかうこと
ができます。これにより、エネルギーの使用状況を確認
したり、エアコンや の動作状態の確
認と操作を行えます。
対象機器： エネルギー計測ユニット・エネルギー計測ユニットS・エアコン・ 

定期的に電力の
使用状況をチェック！
ムダなく、ムリなく電気
を上手に使う生活を
提案します。

使用している電力の
詳細情報。
どれだけ使っている
かが分かります。

蓄電池の
運転状態や残量を
VIXUSの画面から
確認できます。

エアコンや照明を
VIXUSの画面から
遠隔操作できます。

確認 確認

確認確認

スマート
メーター

見 る

エネルギー
モニター

見 る

蓄電
モニター

見 る

エアコン
照明

使 う

ホームゲートウェイスマートメーター
有線LAN

Wi-SUN

電力量データ 　表　示

ホームゲート
ウェイ

ブロードバンド
ルーター

クラウド

有線LAN※2

住宅情報盤

Simple HEMS画面

Simple HEMS画面

VIXUSブラウザ

VIXUS

VIXUSブラウザVIXUSブラウザ

VIXUSブラウザ

Simple HEMS画面

Simple HEMS画面

集合住宅用インターホンシステムVIXUS※1

メールで
お知らせ

今日は
少し遅いな！

いつものピースと
笑顔だから
大丈夫だね！

エネルギーモニタートップ画面  画面

エアコン画面

各種警報器

防犯センサー

インターホン子機

有線LAN※2対応 外出先へ家のことをお知らせ

ブラウザ
で確認

インターホンが　　　 
操作

デバイスに！
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ZEH（ゼッチ） ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

ZEH補助対象住宅に設置する
エネルギー計測装置に対応しています。

エネルギー計測ユニット付住宅用分電盤

分電盤に計測ユニットと電流センサー内蔵の分岐ブレーカーを搭載しました。一体化により施工時間を大幅に短縮できます。

と を同時に実現します！快適な室内環境 年間で消費する住宅エネルギー量が
正味で概ねゼロ以下

ZEH（ゼッチ）とは

ZEHとは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効
率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電など
によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅エネルギー
量が正味（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅のことです。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
東芝のHEMSは、
ZEH対応です。 小形住宅用分電盤Nシリーズにて

エネルギー計測ユニット搭載の特注対応を開始します。
東芝のHEMS（ホームゲートウェイ）とつながる住宅用分電盤で、ZEH※1に対応可能。

暖房

冷房
換気
照明

給湯

暖房

冷房
換気

照明

給湯

削
減

高効率設備で
エネルギーを
上手に使う

高断熱で
エネルギーを極力

必要としない
（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）

エネルギーを創る

東芝にはZEHの要件を満たす
省エネ性の高い商品が
揃っています。

蓄電システム
家庭用蓄電池eneGoon

蓄電池システムは必須設備ではありませんが、補
助対象として導入する場合は、要件を満たし対象
製品として登録された商品でなければなりません。

❶～❻は導入必須の機器に該当。
　 は補助対象として導入する場合は要件を
満たすこと。
7

7

❶エネルギー計測装置
東芝HEMSシステム

❸換気設備
東芝24時間換気システム

❺給湯設備
東芝エコキュートESTIA

❹暖房冷房設備
東芝家庭用ルームエアコン

❷照明設備
東芝LED照明

❻再生可能エネルギーシステム
東芝太陽光発電システム

ZEH対応※

施工性向上※

■ 住宅用分電盤にあらかじめエネルギー計測ユニット（有線LAN）と
電流センサー内蔵の分岐ブレーカーを搭載（最大30回線まで）。

■ 配線スペースが広い※2。
■ 工事の省力化※2を実現（通常通り電線を引き込み、主幹用電流センサーを付ければ工事完了※3）。
※1 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称。住宅の高断熱化と高効率設備により、年間に消費する正味（ネット）のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅。
※2 計測ユニット 外付けタイプとの比較
※3 基本タイプの場合：機器用の電流センサー取り付けが必要な場合もあります。

エネルギーモニター画面例

エネルギー使用概況を見える化。
太陽光発電、エネファーム蓄電池を連系した場合。

エネルギー計測ユニット付
住宅用分電盤

ホームゲートウェイ
HEM-GW26A（別売）電流センサー内蔵

分岐ブレーカー

有線LAN

エネルギー計測
ユニット

分岐回路CTセンサ

エネルギー計測
ユニット

分岐回路CTセンサ
取付け位置

分岐
ブレーカー

2階トイレ
換気扇

1階トイレ
換気扇

風呂場
換気扇

④データ蓄積とダウンロードについて
エネルギー計測ユニットで測定した消費電力データをクラウドに蓄積する為には、
ホームゲートウェイ（HEM－GW26Aなど）とフェミニティ倶楽部（有料）へのユーザー
登録が必要となります。蓄積した電力データは、フェミニティ倶楽部の「ダウンロード」
メニューから、時間データ（30分積算値で過去2ヶ月間＋今月分）、日データ（1日積
算値で10年分）、をCSVファイル形式でダウンロードできます。

②分岐回路の配線設計について
エネルギー計測ユニットは分岐回路毎の消費電力をCTセンサで測定する機器です。機器種類別に消費電力を測定したい場合は、
同種の機器を1分岐回路にまとめる等の配線設計をしてください。
例）1階廊下照明と1階リビング照明と1階キッチン照明は、「1階照明」として分岐1回路にまとめて配線する

①分岐回路の測定電力について
エネルギー計測ユニットの分岐回路CTセンサで測定可能
な消費電力は5W以上です。消費電力の少ない機器を測定
する場合は、同類機器の電気配線を1つの分岐回路にまと
めてください。
例）1階トイレ換気扇と2階トイレ換気扇と風呂場の換気扇は分岐

1回路にまとめて配線する

③測定回路数について
測定可能な分岐回路数は、オプションセンサ使用時で最大30回路（内訳：L1を15回路、L2を15回路）までです。

エネルギー計測ユニットをお使いになる場合のご注意
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ZEH（ゼッチ） ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

ZEH補助対象住宅に設置する
エネルギー計測装置に対応しています。

エネルギー計測ユニット付住宅用分電盤

分電盤に計測ユニットと電流センサー内蔵の分岐ブレーカーを搭載しました。一体化により施工時間を大幅に短縮できます。

と を同時に実現します！快適な室内環境 年間で消費する住宅エネルギー量が
正味で概ねゼロ以下

ZEH（ゼッチ）とは

ZEHとは、快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と高効
率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電など
によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅エネルギー
量が正味（ネット）で概ねゼロ以下となる住宅のことです。

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
東芝のHEMSは、
ZEH対応です。 小形住宅用分電盤Nシリーズにて

エネルギー計測ユニット搭載の特注対応を開始します。
東芝のHEMS（ホームゲートウェイ）とつながる住宅用分電盤で、ZEH※1に対応可能。

暖房
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蓄電システム
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❶～❻は導入必須の機器に該当。
　 は補助対象として導入する場合は要件を
満たすこと。
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❶エネルギー計測装置
東芝HEMSシステム

❸換気設備
東芝24時間換気システム

❺給湯設備
東芝エコキュートESTIA

❹暖房冷房設備
東芝家庭用ルームエアコン

❷照明設備
東芝LED照明

❻再生可能エネルギーシステム
東芝太陽光発電システム

ZEH対応※

施工性向上※

■ 住宅用分電盤にあらかじめエネルギー計測ユニット（有線LAN）と
電流センサー内蔵の分岐ブレーカーを搭載（最大30回線まで）。

■ 配線スペースが広い※2。
■ 工事の省力化※2を実現（通常通り電線を引き込み、主幹用電流センサーを付ければ工事完了※3）。
※1 ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称。住宅の高断熱化と高効率設備により、年間に消費する正味（ネット）のエネルギー量が概ねゼロ以下となる住宅。
※2 計測ユニット 外付けタイプとの比較
※3 基本タイプの場合：機器用の電流センサー取り付けが必要な場合もあります。

エネルギーモニター画面例

エネルギー使用概況を見える化。
太陽光発電、エネファーム蓄電池を連系した場合。

エネルギー計測ユニット付
住宅用分電盤

ホームゲートウェイ
HEM-GW26A（別売）電流センサー内蔵
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分岐回路CTセンサ
取付け位置

分岐
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2階トイレ
換気扇

1階トイレ
換気扇

風呂場
換気扇

④データ蓄積とダウンロードについて
エネルギー計測ユニットで測定した消費電力データをクラウドに蓄積する為には、
ホームゲートウェイ（HEM－GW26Aなど）とフェミニティ倶楽部（有料）へのユーザー
登録が必要となります。蓄積した電力データは、フェミニティ倶楽部の「ダウンロード」
メニューから、時間データ（30分積算値で過去2ヶ月間＋今月分）、日データ（1日積
算値で10年分）、をCSVファイル形式でダウンロードできます。

②分岐回路の配線設計について
エネルギー計測ユニットは分岐回路毎の消費電力をCTセンサで測定する機器です。機器種類別に消費電力を測定したい場合は、
同種の機器を1分岐回路にまとめる等の配線設計をしてください。
例）1階廊下照明と1階リビング照明と1階キッチン照明は、「1階照明」として分岐1回路にまとめて配線する

①分岐回路の測定電力について
エネルギー計測ユニットの分岐回路CTセンサで測定可能
な消費電力は5W以上です。消費電力の少ない機器を測定
する場合は、同類機器の電気配線を1つの分岐回路にまと
めてください。
例）1階トイレ換気扇と2階トイレ換気扇と風呂場の換気扇は分岐

1回路にまとめて配線する

③測定回路数について
測定可能な分岐回路数は、オプションセンサ使用時で最大30回路（内訳：L1を15回路、L2を15回路）までです。

エネルギー計測ユニットをお使いになる場合のご注意
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蓄電池本体 蓄電システム用分電盤

コントローラー

蓄電システム電力・ガス・水計測

住宅用分電盤エネルギー計測ユニット

パルス発信器付き
ガスメーター

パルス発信式
流量計（水道）

太陽光発電システム

エネルギー計測ユニットS

太陽光発電システム

住宅用分電盤

燃料電池

ホームゲートウェイ ブロードバンドルーター

スマートメーター※1

クラウド

操作デバイス（外出時） 操作デバイス（室内時）

パソコン※ タブレット※スマートフォン※

※4

※宅外からパソコン、タブレットで家庭内の　　　対応家電は操作できません。
※対応機種は東芝HEMSのホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）でご確認ください。

床暖房用
リモコン※5

給湯機用
リモコン※5

拡張アダプター※3 ※5 ※7

床暖房※5 給湯機※5

※HEM-CM22Aのイメージです。

住宅情報盤

インターホン
子機

非常ボタン 防犯センサー ガス漏れ
報知器/警報機

火災報知器/
警報機

各種
センサー

エアコン用※2アダプター

ネットワーク家電

エアコン

マルチカラー
LEDシーリングライト

高効率
LEDシーリングライト

LEDダウンライト
エコキュート

給湯機用
メインリモコン

給湯機用アダプター
※HEM-EC22Aのイメージです。

宅配ボックス

集合玄関機制
御
装
置

HA端子
延長ユニット

ネットワーク家電（HA機器） 集合住宅用インターホンシステム VIXUS※6 マンションの共用部

Bluetooth®

Wi-SUN

有線 LAN

Bluetooth®

有線 LAN

Bluetooth®

Wi-SUN

有線 LAN

無線 LAN

有線 LAN

有線 LAN

公衆回線

無線 LAN

×1 ×5
×10

×5
×2

×10
×5

×2

×1
×1
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システム構成図・HEMS対応機種・機器仕様

※1 スマートメーターとの接続は電力会社にIDとパスワードを発行していただく必要がございます。詳しくは電力会社にお問い合わせください。　※2 エアコン用アダプターは、エアコン1台につき1つ必要です。　※3 拡張ア
ダプターには、HA端子機器を2系統接続することができます。　※4 接続例です。テザリング、WiMAX、 FONルーター、モバイルルーターなどのWiFiネットワーク環境には対応していません。　※5 HA対応機器は当社が接続
の確認ができている機器に限られます。接続の確認ができている機器は、 のホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）でご確認ください。　※6 アイホン株式会社の製品です。製品情報はアイホン株式会社
のカタログ、ホームページでご確認ください。VIXUSはアイホン株式会社の登録商標です。　※7 別途HA端子延長ユニット（NDG8701（WW））が必要です。　※8 Bluetooth® Version1.1 以降のBluetooth®ワイヤレステクノロ
ジを用いた機器と互換性があります。　※9 最大通信速度は理論値です。無線通信距離は障害物がない場合の見通し距離です。電波の特性上、環境条件により通信距離、通信速度は異なります。　※10 ホームゲートウェ

ホームゲートウェイ 希望小売価格 30,000円（税抜）
形名 HEM-GW26A（HEM-GW16Aからモデルチェンジ） HEM-GW13A（生産完了品）
本体外形寸法/質量 125mm（幅）×125mm（奥行き）×28.5mm（高さ）/約255g 140mm（幅）×140mm（奥行き）×28.5mm（高さ）/約255g
動作環境温度/湿度/設置場所 温度5℃〜35℃/湿度30%〜80%（但し結露なきこと）/屋内（非防水）
電源（ACアダプター） AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 約4.8W
ネットワーク
インターフェース

WAN 100BASE-TX/10BASE-T  1ポート
LAN 100BASE-TX/10BASE-T  2ポート

無線：Bluetooth®
通信方式 Bluetooth®：Version 3.0※8 Bluetooth®：Version 2.1※8

通信距離※9 見通し100m
マルチポイント接続 7台

無線LAN 最大通信速度※9 IEEE802.11b：最大11Mbps　IEEE802.11g：最大54Mbps　IEEE802.11n：最大300Mbps
920MHz帯無線※9 通信規格 Wi-SUN profile for ECHONETLite —
通信用アダプター※10間通信規格 ECHONETLite/ECHONET

エネルギー計測ユニットS 希望小売価格 48,000円（税抜）
形名 HEM-EME5A HEM-EME2A HEM-EME1A（生産完了品）
外形寸法/質量 83mm（幅）×52.5mm（奥行き）×195mm（高さ）/約900g
動作環境温度/湿度/設置場所 温度0℃〜40℃/湿度85%以下（但し結露なきこと）/屋内（非防水）
電源 単相三線AC100V 50Hz/60Hz　電源配線：端子台（3極）　VVF線⌀1.6mm銅単線
消費電力 約4.0W
検出方式 電流検出：専用電流センサー（CT）　○主幹用：1回路　○分岐用：10回路　○太陽光発電※11

通信用アダプター※10
通信方式 920MHz帯無線：Wi-SUN HAN 有線LAN※12：100BASE-TX/10BASE-Te Bluetooth®：Version 2.1※8

通信距離 見通し100m※9 100m以内 見通し100m※9

通信規格 ECHONETLite

エネルギー計測ユニット　エネルギー計測ユニットＳ　オプション 希望小売価格 下段に記載しています
HEM-OP10A※13 HEM-OP20A※13 HEM-OP30A※14/HEM-OPG0A-10A※14 HEM-OP50A※15 HEM-OP90A※15

分岐（11〜20）回路用電流センサー 分岐（21〜30）回路用電流センサー 太陽光発電・燃料電池用電流センサー 分岐用延長ケーブル 電流センサー用延長ケーブル
【内容】・分岐用電流センサー 10個

・接続ケーブル（1.5m） 2本
【内容】・分岐用電流センサー 10個

・接続ケーブル（1.5m） 2本
【内容】・発電用電流センサー 1個

・接続ケーブル（1.5m） 1本 【内容】・接続ケーブル（1.5m） 1本 【内容】・接続ケーブル（50cm） 5本

希望小売価格 12,800円（税抜） 希望小売価格 12,800円（税抜） 希望小売価格 6,400円（税抜） 希望小売価格 2,500円（税抜） 希望小売価格 4,000円（税抜）

エネルギー計測ユニット  希望小売価格 84,800円（税抜）
形名 HEM-EM35A-B2 HEM-EM32A-B2
外形寸法/質量 160mm（幅）×110mm（奥行き）×320mm（高さ）/約2.0kg
動作環境温度/湿度/設置場所 温度0℃〜40℃/湿度85%以下（但し結露なきこと）/屋内（非防水）
電源 単相三線AC100V 50Hz/60Hz　電源配線：速結端子台（3極）　VVF線⌀1.6〜2.0mm
消費電力 約4.0W

検出方式
電流検出：専用電流センサー（CT）

○主幹用：1回路　○分岐用：10回路（オプションで最大30回路増設可能）　○太陽光発電・燃料電池用
その他検出：ガス量計測、流量（水道）計測

通信用アダプター※10
通信方式 920MHz帯無線：Wi-SUN HAN 有線LAN※12：100BASE-TX/10BASE-Te
通信距離 見通し100m※9 100m以内
通信規格 ECHONETLite

※再生可能エネルギーの固定価格買取制度（太陽光発電システムの全量買取）には対応していません。

※再生可能エネルギーの固定価格買取制度（太陽光発電システムの全量買取）には対応していません。　※ガス、水、燃料電池に対応していません。

※HEM-OP30Aは､80A用です。　※HEM-OPG0Aは､100A用です。

※上記のシステム構成図におけるネットワークは一例です。商品はイメージです。ネットワークの構築には、別途ハブなどが必要になる場合があります。

システム構成図
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蓄電池本体 蓄電システム用分電盤

コントローラー

蓄電システム電力・ガス・水計測

住宅用分電盤エネルギー計測ユニット

パルス発信器付き
ガスメーター

パルス発信式
流量計（水道）

太陽光発電システム

エネルギー計測ユニットS

太陽光発電システム

住宅用分電盤

燃料電池

ホームゲートウェイ ブロードバンドルーター

スマートメーター※1

クラウド

操作デバイス（外出時） 操作デバイス（室内時）

パソコン※ タブレット※スマートフォン※

※4

※宅外からパソコン、タブレットで家庭内の　　　対応家電は操作できません。
※対応機種は東芝HEMSのホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）でご確認ください。

床暖房用
リモコン※5

給湯機用
リモコン※5

拡張アダプター※3 ※5 ※7

床暖房※5 給湯機※5

※HEM-CM22Aのイメージです。

住宅情報盤
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非常ボタン 防犯センサー ガス漏れ
報知器/警報機

火災報知器/
警報機

各種
センサー

エアコン用※2アダプター

ネットワーク家電

エアコン

マルチカラー
LEDシーリングライト

高効率
LEDシーリングライト

LEDダウンライト
エコキュート

給湯機用
メインリモコン

給湯機用アダプター
※HEM-EC22Aのイメージです。

宅配ボックス

集合玄関機制
御
装
置

HA端子
延長ユニット

ネットワーク家電（HA機器） 集合住宅用インターホンシステム VIXUS※6 マンションの共用部

Bluetooth®

Wi-SUN

有線 LAN

Bluetooth®

有線 LAN

Bluetooth®

Wi-SUN

有線 LAN

無線 LAN

有線 LAN

有線 LAN

公衆回線

無線 LAN

×1 ×1 ×1 ×1 ×1
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920MHz USBアダプター 希望小売価格  9,800円（税抜）
形名 HEM-DG15A（生産完了品）
外形寸法/質量 28mm（幅）×8mm（奥行き）×70mm（高さ）/13g
動作環境温度/湿度/設置場所 温度0℃〜40℃/湿度10〜90%RH（但し結露なきこと）/屋内
電源 USBバスパワー（5V）
消費電力 約1.0W

通信用アダプター※10

通信方式 Wi-SUN
通信距離 見通し100m※9

通信規格 ECHONETLite

拡張アダプター 希望小売価格 32,000円（税抜） 希望小売価格 49,800円（税抜）
形名 HEM-CM25B※17（近日発売予定） HEM-CM22A※16 HEM-CM11A※16（生産完了品）
外形寸法/質量 94mm（幅）×50.1mm（奥行き）×101mm（高さ）/約200g 88mm（幅）×50.1mm（奥行き）×111mm（高さ）/約200g
動作環境温度/湿度/設置場所 温度0℃〜40℃/湿度85%以下（但し結露なきこと）/屋内
電源 AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 約2.0W

通信用アダプター※10

通信方式 920MHz帯無線※9：Wi-SUN HAN 有線LAN※12：100BASE-TX/10BASE-Te Bluetooth®：Version 2.1※8

通信距離 見通し100m※9 100m以内 見通し100m※9

通信規格 ECHONETLite

給湯機用アダプター 希望小売価格 45,000円（税抜）
形名 HEM-EC25A HEM-EC22A HEM-EC11A（生産完了品）
外形寸法/質量 94mm（幅）×50.1mm（奥行き）×111mm（高さ）/約200g
動作環境温度/湿度/設置場所 温度0℃〜40℃/湿度85%以下（但し結露なきこと）/屋内
消費電力 約2.0W

通信用アダプター※10

通信方式 920MHz帯無線※9：Wi-SUN HAN 有線LAN※12：100BASE-TX/10BASE-Te Bluetooth®：Version 2.1※8

通信距離 見通し100m※9 100m以内 見通し100m※9

通信規格 ECHONETLite

エアコン用アダプター  希望小売価格 16,000円
形名 HEM-AC25A HEM-AC22A HEM-AC11A（生産完了品）
外形寸法/質量 72mm（幅）×27.5mm（奥行き）×110mm（高さ）/160g
動作環境温度/湿度/設置場所 ご使用になるエアコンの使用環境に合わせてお使いください/屋内
消費電力 約1.2W

通信用アダプター※10

通信方式 920MHz帯無線※9：Wi-SUN HAN 有線LAN※12：100BASE-TX/10BASE-Te Bluetooth®：Version 2.1※8

通信距離 見通し100m※9 100m以内 見通し100m※9

通信規格 ECHONETLite

エネルギー計測ユニット　エネルギー計測ユニットＳ　オプション 希望小売価格 下段に記載しています
HEM-OP40A※13 HEM-OPC0A-03※13 HEM-OPC0A-10※13 HEM-OPC0A-20※13 HEM-OPC0A-30※13

電流センサー用延長ケーブル 電流センサー用延長ケーブル 電流センサー用延長ケーブル 電流センサー用延長ケーブル 電流センサー用延長ケーブル

【内容】・接続ケーブル（1.5m） 1本 【内容】・接続ケーブル（3m） 1本 【内容】・接続ケーブル（10m） 1本 【内容】・接続ケーブル（20m） 1本 【内容】・接続ケーブル（30m） 1本

希望小売価格 2,000円（税抜） 希望小売価格 3,300円（税抜） 希望小売価格 6,700円（税抜） 希望小売価格 9,300円（税抜） 希望小売価格 14,000円（税抜）

写真はHEM-AC22Aの
イメージです

写真はHEM-EC22Aの
イメージです。

写真はHEM-CM22Aの
イメージです。

ホームゲートウェイ
HEM-GW13A以外の機器には
ご使用いただけません。

イ、ITアクセスポイントと通信するために 対応家電に組込む、あるいは接続して使用する通信用アダプターのことです。　※11 単相2線出力機器のみ計測対象となります。HEM-OP30A 1個ご用意ください。　※12 有線
LANケーブルは同梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。　※13 エネルギー計測ユニット専用オプション品です。　※14 エネルギー計測ユニット、エネルギー計測
ユニットSのオプション品です。　※15 エネルギー計測ユニットSの専用オプション品です。　※16 別途HA端子延長ユニット（NDG8701（WW））が必要です。　※17 別途HA端子延長ユニットが必要となる場合があります。
※カタログに掲載の商品価格には、配送費、設置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。　※外観、仕様は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 
※本システムは、専門の工事・設定が必要ですので、弊社認定工事業者にお問い合わせください。お近くの認定工事業者は のホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）をご覧ください。　※掲載しているイ
ラスト、製品写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
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HEMS対応機種・機器仕様

※1 電気機器は実際に使用できる電力量は、電力変換損失分だけ少なくなります。　※2 「おまかせ」運転時は通常放電となります。コントローラーの「充電」ボタンを押すと急速充電になります。　※3 設置地域によっては、
環境条件により設置できないことがあります。設置の環境条件については販売店にお問い合わせください。　※4 Bluetooth® Version1.1以降のBluetooth®ワイヤレステクノロジを用いた機器と互換性があります。　※5 有
線LANケーブルは同梱しておりませんので、市販品（CAT5以上、ブーツなしストレートLANケーブル）をご利用ください。　※6 LEDシーリングライトの消費電力25W以上、引掛シーリングライトに取付けする商品でLED
一体形商品が対象です。　※7 ランプ別売、調光器対応LEDユニットフラット形　※8 2017年夏発売予定
※カタログに掲載の商品価格には、配送費、設置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。　※外観、仕様は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※本システムは、専門の工事・設定が必要ですので、弊社認定工事業者にお問い合わせください。お近くの認定工事業者は のホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）をご覧ください。　※掲載しているイ
ラスト、製品写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

※充放電運転をしていない場合でも非停電時約40W、停電時約30Wの電力を消費します。　※電流センサーの計測上限は100Aまでです。

※形名の末尾が ‘LT3’ ‘LT4’ は受注生産対応になります。　※在マークの付いているものは「在庫限り品」になります。

蓄電池本体 希望小売価格 2,970,000円（税抜）
形名 ENG-B7430A5-N1※8 ENG-B7430A4-N1（完了予定品）
負荷接続方式 系統連系型

蓄電池部
電池種類 東芝二次電池SCiB™
蓄電容量※1 7.4kWh
充電時間※2 通常充電時：約5時間　急速充電時：約3時間

入力 定格電圧 通常時：単相三線式200V　停電時：単相二線式100V
周波数 50/60Hz

出力
定格電圧 通常時：単相二線式200V（単相三線に接続）　停電時：単相二線式100V
定格電力 通常時：3.0kVA　停電時：2.0kVA
周波数 50/60Hz

使用条件
設置場所 屋外
使用温度範囲 －20℃〜40℃※3

使用湿度範囲 10〜95%RH（結露なきこと）
本体構造 外形寸法/質量 780mm（幅）×300mm（奥行き）×910mm（高さ）（突起部を除く）/138kg 780mm（幅）×300mm（奥行き）×1,025mm（高さ）（突起部を除く）/142kg

マルチカラーLEDシーリング LEDシーリング
テイスト マルチカラー※6 ライトモダン※6 シックモダン※6 モダン和風※6

デザイン

形名

〜12畳 LEDH82718XLC-LT3 
109,800円（税抜）

LEDH82120YLC-LT2 
99,800円（税抜）

LEDH82510NLC-LT4 
64,800円（税抜）

LEDH82746LC-LT4 
84,800円（税抜）

LEDH82598NLC-LT4 
77,800円（税抜）

LEDH82756LC-LT4 
84,800円（税抜）

〜10畳 — — LEDH84510LC-LT4 
59,800円（税抜）

LEDH84746LC-LT4 
79,800円（税抜）

LEDH84598LC-LT4 
72,800円（税抜）

LEDH84756LC-LT4 
79,800円（税抜）

〜 8畳 LEDH81718XLC-LT3 
99,800円（税抜）

LEDH81120YLC-LT2 
89,800円（税抜）

LEDH81510NLC-LT4 
54,800円（税抜）

LEDH81746LC-LT4 
74,800円（税抜）

LEDH81598NLC-LT4 
67,800円（税抜）

LEDH81756LC-LT4 
74,800円（税抜）

〜 6畳 — LEDH80120YLC-LT2 
84,800円（税抜） — — — —

主な
機能

楽エコセンサー — ○ — — — —
調光・調色 ○ ○ ○ ○ ○ ○
間接光 ○ — — — — —

リモコン送信器 FRC-205T（K） FRC-193T FRC-194T（W） FRC-194T（W） FRC-194T（W） FRC-194T（W）
通信方式 無線：Bluetooth® Version 2.1※4

LEDダウンライト※7

デザイン

種類 高機密SB形 ⌀125 高機密SB形 ⌀100

形名 LEDD85001N-LT1
46,800円（税抜）

LEDD85021N-LT1
46,800円（税抜）

埋め込み穴 ⌀125 ⌀100
明るさ 白熱灯器具60Wクラス 白熱灯器具60Wクラス

調光 可※7

（ランプ・コントルクス別売）
可※7

（ランプ・コントルクス別売）

推奨ランプ形名 LDF6L-H-GX53/D500
5,300円（税抜）

LDF6LHGX53/C7D500
6,300円（税抜）

HEMS専用
コントルクス

WDG9002
8,600円（税抜）

（プレート別売） WDG5111（WW）
 85円（税抜）

WDG9002
8,600円（税抜）

（プレート別売） WDG5111（WW）
 85円（税抜）

通信方式 有線LAN※5 100BASE-TX/10BASE-Te

コントローラー　エネグーン（スタンダードタイプ）専用 希望小売価格    39,800円（税抜）
形名 ENG-C50A5※8 ENG-C50A4（完了予定品） ENG-C20A5※8 ENG-C20A4（完了予定品）

使用条件 設置場所 屋内
外形寸法 146mm（幅）×22mm（奥行き）×120mm（高さ） 146mm（幅）×52mm（奥行き）×120mm（高さ）

構造 質量 約0.3kg 約0.3kg
取付方法 壁露出固定（通信部埋め込み（2個用スイッチボックス）） 壁露出固定（通信部埋め込み（1個用スイッチボックス）） 壁露出固定（通信部埋め込み（2個用スイッチボックス））

通信用アダプター 通信方式 920MHz帯無線：Wi-SUN Single-Hop HAN 有線LAN：100BASE-TX/10BASE-Te※5

対応プロトコル ECHONETLite

蓄電システム用分電盤　エネグーン（スタンダードタイプ）専用 希望小売価格    69,800円（税抜）
形名 ENG-CB13E53-62
構成機器 配線用遮断器、漏電ブレーカー、分岐ブレーカー、切換器（保守用）
設置場所 屋内
外形寸法 500mm（幅）×95mm（奥行き）×320mm（高さ）

LED照明器具   （詳しくは住宅照明カタログ（Home Lighting F20）をご覧ください｡） 希望小売価格 形名の下段に記載しています

 スタンダードタイプ

写真はENG-B7430A5-N1の
イメージです。

在
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有料クラウドサービス（ ）について

動作条件について

の退会手続きについて

の退会手続きについては東芝ライテック商
品ご相談センターにご連絡ください。退会手続きの処理完
了後に退会となります。退会にあたり、次の点にご注意くだ
さい。
●月の途中退会であっても、当該月の月額利用料は発生いたします。
●既に支払われた料金などは、払い戻しをいたしません。

導入の流れ

登録時にご用意頂くもの
●ホームゲートウェイ
●常時接続ブロードバンドのインターネット環境（ブロードバンド

ルーターなどのネットワーク機器）及びパソコン、携帯電話のメー
ルアドレスをご用意ください。

●オンライン登録には、動作条件に合ったパソコン、または、タブレット
（右記「動作条件について」を参照）が必要となります。
●お支払いは、クレジットカード決済のため、ご本人名義のクレジッ

トカード（VISA、MASTER、JCB）が必要となります。 
● 対応機器（エネルギー計測ユニット、 、 

エアコン、エコキュートなど）

※ 、エアコン、エコキュートについては、「 」マークのついた機種が  
対応モデルです。

●「エコーネット」、「ECHONET」と 、「エコーネットライト」、「ECHONETLite」と 、「エコーネットレディ」、「ECHONETReady」と は、エコーネットコンソーシアムの商標です。　●Bluetooth®は、その商標権者が所有して
おり、東芝はライセンスに基づき使用しています。　●i-mode/アイモードは、株式会社NTTドコモの登録商標または商標です。　●EZwebは、株式会社KDDIの登録商標です。　●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは
日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。　●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。　●Microsoft®､Windows®は、米国
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。　●Mac、Safariは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。　●WiMAXは、WiMAX Forumの商標ま
たは登録商標です。　●WiFiは、WiFi Allianceの商標または登録商標です。　●エネファームは、大阪ガス株式会社、東京ガス株式会社、JX日鉱日石エネルギー株式会社の登録商標です。　●エコキュートは、関西電力株
式会社の登録商標です。　●Wi-SUNは、Wi-SUN Allianceの商標または登録商標です。　●その他、各会社名、各商品名は、各社の商標または登録商標です。

●ブロードバンドを利用するには、「プロバイダ」と呼ばれるインターネット接続業者と契約をする必要
があります。利用には、プロバイダ利用料が別途必要となります。サービス内容や費用については、各プ
ロバイダにお問い合わせください。　●各 対応家電には2.4GHz帯高度化小電力データ通信シ
ステムが内蔵されているものもあります。　●電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度
が異なります。　●無線区間では故意に第三者によるデータ傍受がされることがあります。　●ホーム
ゲートウェイは通常の電話回線には接続できません。　●ネットワークへの接続については、ご利用の
回線業者またはプロバイダにお問い合わせください。　● 、ホームITシステムはセキュリティ
システムではありません。　●インターネットを使ったサービスのため、回線の状態によってはメール通
知に時間がかかる場合があります。

●常時接続ブロードバンドのインターネット環境が必要です。
インターネットサービスの契約はお客様ご自身でお願いします。
※本製品は、ルーターの設置が必要です。プロバイダの指定はありませんが、ルーターの設置を認

めていない一部プロバイダでは使用できません。
※インターネットについてはご利用の回線業者、またはプロバイダにお問い合わせください。

●テザリング、WiMAX、FONルーター、モバイルルーターなどのWiFi
ネットワーク環境には対応していません。

●携帯電話はNTTドコモi-mode、au EZweb、SoftBank Yahoo!ケー
タイの対応機種で、インターネットに接続ができ、SSL通信対応か
つ個体識別番号の送信に対応した機種に限られます。（個体識別
番号とは携帯電話の一台一台を識別するための番号であり、具体
的な名称は携帯電話各社により異なります）携帯電話、スマート
フォン合わせて5台まで登録できます。

●パソコンのご利用には、次の動作環境が必要です。

②Webブラウザの設定で、JavaScriptが有効になっている必要が
あります。

①OS（オペレーティングシステム）、およびWebブラウザ

●タブレット　次の機種で動作を確認しています。
AT300、AT500、AT570、AT700/35F、AT700/46F、AT830、AT503、
AT24、PA17MSEK7L2AASI（法人向け）

●スマートフォン　次の機種で動作を確認しています。
ISW16SH、iPhone5S・6※

タブレットは 対応機種となります。
詳しくは、 のホームページ（http://feminity.toshiba.
co.jp）をご確認ください。

※弊社にて独自に調査した結果であり、動作を保証するものではありません。また、
Windowsフォンには対応していません。

OS Webブラウザ

Windows® Microsoft® Internet Explorer11（デスクトップ版のみ対応）/
Microsoft® Internet Explorer10（デスクトップ版のみ対応）

Mac Safari 6、Safari 7

サービス料

※サービス料金、サービス内容については、 規約に基づき、変更される場合があります。

初期登録料 1,000円（税抜）

月額サービス料 標準サービス　500円（税抜）

お支払い方法について

は､有料の 会員様向けサービスで
す。ご利用には、オンライン登録による契約が必要です。
●ご利用は、クレジットカード（VISA、MASTER、JCB）にて2ヶ月分

をまとめてお支払い（後払い）いただきます。
●初期登録料は初回登録月に課金させて頂きます。
●初期登録月から月額サービス料を課金させて頂きます。
●携帯電話からの遠隔操作には別途パケット通信料などが発生します。

プロバイダ利用料と携帯電話のパケット通信料など、
サービス料に含まれません。
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東芝の で、
もっと電気のあるくらし！

※詳しくは、P.10～13をご覧ください。

「うちコネ」登場！
アプリ

おうちの電気を
“見える化”

おうちの家電を
“操作できる化”

東 芝 の ヘ ム ス

●このカタログの内容詳細については、右記の販売店にお問い合わせください。
　または、下記におたずねください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。
●説明画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

東芝ライテック商品ご相談センター 0120-66-1048
046-862-2772 0570-000-661

●ブロードバンドを利用するには、「プロバイダ」と呼ばれるインターネット接続業者と契約をする必要があります。利用には、プロバイダ利用料が別途必要となります。サービス内容や費用については、各プロバイダに
お問い合わせください。●各フェミニティ製品には 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されているものもあります。　●電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。
●無線区間では故意に第三者によるデータ傍受がされることがあります。　●IT ホームゲートウェイは通常の電話回線には接続できません。　●ネットワークへの接続については、ご利用の回線業者またはプロバ
イダにお問い合わせください。　●ホームＩＴシステムはセキュリティシステムではありません。　●インターネットを使ったサービスのため、回線の状態によってはメール通知に時間がかかる場合があります。

●「エコーネット」、「ECHONET」と 　は、エコーネットコンソーシアムの商標です。　●Bluetooth® は、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。　●i-mode ／アイモードは、株式会社NTT
ドコモの登録商標または商標です。　●EZwebは、株式会社KDDIの登録商標です。　●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。　
●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。　●Microsoft®､Windows®、Windows Vista® は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登
録商標または商標です。 ●Mac、Safariは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。　●Ｓｕｎ、Ｓｕｎのロゴ、Ｓｕｎ Microsystemｓ、Javaは、米国およびその他の国における米国Ｓｕｎ 
Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。●その他、各会社名、各商品名は、各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災
の原因となります。　●設備機器、資材の取付工事、配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が義務付けられています。　●植込み型心臓ペース
メーカー及び植込み型除細動器を装着されている方は、本製品および他Bluetooth®対応機器をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。　●航空機内や病
院内などでは、本製品のご使用はおやめください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載の
ないものは無効となります（一部、保証書が添付されていない製品もございます）。　●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの
際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。　●ホームゲートウェイの補修
用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。その他の製品については、各製品の保証書をご覧ください。 

保 証 書 に
関 す る
お 願 い

★長年ご使用の東芝ＨＥＭＳは早めの点検をおすすめします!
このような
症状は

ありませんか

ご使用
中止

●「こげくさい」などの異常な臭い、または異常な音や振動がする。
●スイッチを入れても動かないときがある。　●電源コードに深いキズや変形がある。 　
●ビリビリと電気を感じる。　●電源コード、プラグ、AC アダプターが異常に熱い。 
●通信ができない。　●そのほかの異常、故障がある。 

このような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセン
トから差込プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に移
設・点検・修理をご相談ください。ご自分での修理・移設は
危険な場合がありますので、絶対になさらないでください。

http://www.tlt.co.jp

〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町 72番地 34

（通信料無料）

東芝LED照明ラボラトリー
「CO-LAB」 東京・虎ノ門

〒105-0001	
東京都港区虎ノ門2丁目10-1　	
虎ノ門ツインビルディング 1F	
TEL	03-3582-5782
FAX	03-3582-5780

●営業時間: 9:00〜17:00　	
●休館日:	土曜・日曜・祝祭日
	 	 および当社の指定休日

東芝LED照明ラボラトリー
「CO-LAB」 大阪・梅田

〒530-0015	
大阪府大阪市北区中崎西2丁目4-12　	
梅田センタービル 1F	
TEL	06-6359-7733
FAX	06-6359-7735

●営業時間: 10:00〜18:00　	
●休館日:	土曜・日曜・祝祭日
	 	 および当社の指定休日

東芝LED照明ラボラトリー
「CO-LAB」 九州・福岡

〒810-0072	
福岡県福岡市中央区長浜2-4-1　	
東芝福岡ビル 1F・6F	
TEL	092-735-3438
FAX	092-735-2060

●営業時間: 10:00〜18:00　	
●休館日:	土曜・日曜・祝祭日
	 	 および当社の指定休日

見学スペースのご案内

このカタログの内容は平成 29年 5月現在のものです。
C4103 0517 10t TLT AB
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