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このたびはエコーネットライトアダプタをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。
この取扱説明書は別添の保証書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

エコーネットライトアダプタとは

◦�給湯機器※1とHEMSコントローラ※2との接続を可能にするアダプタです。
　�本製品を介して、HEMSコントローラからガス機器（給湯機器・床暖房・浴室暖房乾燥機・温水ラジエータ）の
状態確認や操作ができるようになります。

◦ HEMSコントローラの使用方法については、接続先のHEMSコントローラの取扱説明書等をお読みいただき、
正しくご使用ください。

※1：給湯機器とは、以下を指します。
・エネファーム　・ハイブリッド給湯暖房システム　・ガスふろ給湯器　・給湯暖房機（給湯暖房用熱源機）　・石油給湯機付ふろがま

※2：�HEMSコントローラとは、家庭内の家電機器をつないでエネルギーの見える化や機器操作をおこなうための機器です。

＜イメージ図＞

給湯機器※1

エコーネット
ライトアダプタ

給湯機器リモコン

床暖房

LAN

床暖房リモコン
（ない場合もあります）

浴室暖房乾燥機温水ラジエータ

ルーター等

HEMS
コントローラ

ガス機器

HEMS画面

HEMSモニター等の画面から
ガス機器の状態確認や操作が
できます

浴室暖房乾燥機
リモコン

※�発電電力やガス使用量などの
数値は目安のため、請求書の
値と異なります。
　�また、計測に誤差が生じる場
合があります。

必ずお守りください（安全上の注意）

警告
この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡、重傷を負う可能性、
または火災の可能性が想定されます。

分解・改造はしない
感電・けが・火災・故障の原因になります。

お願い 安全に快適に使用していただくために、
理解していただきたい内容です。

この機器は、動作確認されたHEMSコントローラとのみ接続してください
それ以外のHEMSコントローラでは、動作の保証はしません。
動作確認されたHEMSコントローラについては、販売店にご確認ください。

（HEMSコントローラによっては操作できない機器もあります）

給湯機器やHEMSコントローラを交換されるときは、本製品と動作保証されている給湯機器・HEMSコントローラに交換
してください。詳しくは販売店にご相談ください。

■給湯機器やHEMSコントローラを交換されるとき

【連絡していただきたい内容】
◦�型番または製品名（別添の保証書をご覧ください）
◦�お買い上げ日（別添の保証書をご覧ください）
◦異常の状況（故障表示など、できるだけくわしく）
◦ご住所、ご氏名、電話番号
◦訪問ご希望日

■サービスを依頼されるとき
別添で保証書がついています。
保証書に記載されている保証期間・保証内容をよくご確認
のうえ、大切に保管してください。
無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって
機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

■保証について

アフターサービス

◦�この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を併せてお読みいただき、なお異常のあるとき
は、別添の保証書に記載している問い合わせ先にご連絡ください。

◦HEMS画面に表示される各ガス機器の名称については、HEMSコントローラの取扱説明書をお読みください。

ガス機器の名称とHEMS画面に表示される名称は異なることがあります

◦�ガス機器リモコンでの操作がHEMS画面に反映されるまでには、時間がかかることがあります。
◦�ミスト機能付きの浴室暖房乾燥機でミスト運転をした場合、HEMS画面には「暖房中」と表示されることがあります。
◦�水ミスト機能付きの浴室暖房乾燥機で水ミスト運転をした場合、HEMS画面には「涼風中」と表示されることがあります。

ガス機器リモコンで操作したときのHEMS画面表示に関する注意

HEMS画面でのガス機器操作に関する注意

◦�HEMSコントローラの種類によって、可能な操作は異なります。
◦�HEMS画面でガス機器の操作をおこなった場合に、ガス機器の実際の動作に遅れが生じる場合があります。
◦�HEMS画面での操作がガス機器リモコンの画面に反映されるまでには、時間がかかることがあります。

■ガス機器全般の操作について

◦�HEMS画面でのおふろの操作（ふろ自動など）は、給湯機器リモコンの運転スイッチが「入」のときのみ受け付けます。
◦�HEMS画面で給湯機器を操作しても、給湯機器リモコンで音声案内をしない場合があります。
◦�ふろ湯量設定表示は、給湯機器リモコンで表示される段数とHEMS画面で表示される段数が異なる場合があります。
◦�エネファーム残湯量表示は、給湯機器リモコンで表示される段数とHEMS画面で表示される段数が異なる場合があります。
◦�操作ロック機能がある給湯機器リモコンの場合は、操作ロック中であってもHEMS画面から操作できます。

■給湯機器の操作について

◦�床暖房リモコンの運転設定が「強・中・弱」の場合、HEMS画面には前回の「自動」運転設定時の温度レベルが表示される場
合があります。

◦�床暖房リモコンがロック中でも、HEMS画面から運転「入」と温度レベルの変更ができます。その際、ロックが解除される
場合があります。

◦�ご家庭の無線LAN環境外において、スマートフォンなどのHEMS画面から床暖房/温水ラジエータを運転「入」にした場合、
24時間連続運転後に自動的に運転「切」になります。ただし、24時間以内にエコーネットライト接続を「無効」に設定した
場合、24時間連続運転後、自動的には運転「切」になりません。

■ガス温水床暖房の操作について

◦�ガス機器を新しく購入された場合や取り替えをされた場合など、お客さまでHEMSコントローラにガス機器を登録すること
ができます。登録方法は、HEMSコントローラの取扱説明書をお読みください。

お客さまでHEMSコントローラにガス機器を登録する必要がある場合

◦�本製品やガス機器を修理・交換したとき、または停電から復旧したときに、ガス機器とHEMSコントローラの接続が自動復
旧しない場合があります。HEMSコントローラの取扱説明書をお読みいただき、再度接続してください。

本製品やガス機器を交換したとき／停電から復旧したとき

SHC808G

エコーネットライトアダプタ
型番 138-N558製品名 EL-2-G
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1～3の手順で、本製品の「SW4」スイッチを押して、
エコーネットライト接続を有効にしてください。

3．ふたを元どおり取り付ける。

1．本製品のふたを取り外す。

2．SW4を押す。（押すたびに有効/無効が切り替わります）

ご使用になるには、エコーネットライト接続を有効にしてください

■給湯機器リモコンにエコーネットライト接続機能がある場合

■給湯機器リモコンにエコーネットライト接続機能がない場合

◦�HEMS画面からガス機器操作をできないようにするには、P2と同様の手順でエコーネットライト接続を「無効」
に設定してください。

※�本製品と接続されたルーター等からLANケーブルを抜く方法もあります。（再度LANケーブルを接続すれば、
HEMS画面からガス機器操作ができるようになります）

HEMS画面からガス機器操作をできないようにしたいとき

★赤いランプ（ステータスLE4）について

赤いランプが点灯している 正常に動作している状態です。
（ランプがまぶしい場合は、ケース表面の赤ランプの箇所に市販のシール
などを貼ることで、ランプの光を抑えることができます）

赤いランプが点灯しているのに
HEMS画面から
ガス機器の操作や状態確認が
できない

給湯機器リモコンから操作ができるかどうか、確認してください。
【給湯機器リモコンからも操作ができない場合】
　�給湯機器の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を確認してく
ださい。それでも操作ができない場合は、販売店または弊社窓口にご
連絡ください。

【給湯機器リモコンからは操作ができる場合】
　�HEMSコントローラ側の設定を確認してください。HEMSコントロー
ラの設定についてはHEMSコントローラの取扱説明書を確認してくだ
さい。

赤いランプが
2回点滅をくりかえしている

エコーネットライト接続が「無効」に設定されています。
P2の手順で、エコーネットライト接続を「有効」に設定してください。
エコーネットライト接続を「有効」に設定しているのに、赤いランプ（ス
テータスLE4）が2回点滅をくりかえしている場合は、販売店または弊社
窓口にご連絡ください。

赤いランプが
連続で点滅している

以下を確認してください。
◦��本製品と接続されたルーター等からLANケーブルが抜けていないか、
断線していないか。

◦��ルーターやHEMSコントローラが故障していないか。（ルーターや
HEMSコントローラの取扱説明書を確認してください）

確認して問題ないのに赤いランプ（ステータスLE4）が連続点滅している
場合は、販売店または弊社窓口にご連絡ください。

赤いランプが消灯している 給湯機器の電源（電源プラグまたは、屋内分電盤の専用ブレーカー）が
入っているかどうか確認してください。
本製品は給湯機器から電源を供給されているため、給湯機器の電源が
入っていない場合は、本製品は動作せず、ランプは消灯します。
給湯機器本体の電源が入っているにもかかわらず赤いランプ（ステータス
LE4）が消灯している場合は、販売店または弊社窓口にご連絡ください。

エコーネットライトアダプタのケース中央の赤いランプ（ステータスLE4）
の状態によって、正常に動作しているかどうかがわかります。

1．リモコン操作編の取扱説明書をご覧いただき、「メニュー」→「音・その他
メニュー」→「エコーネットライト」を「有効」に設定する。

2．エコーネットライトアダプタのケース中央に、赤いランプ（ステータス
LE4）が点灯していることを確認する。

★赤いランプ（ステータスLE4）が点滅しているときは、P3をご確認ください。

赤いランプ
（ステータスLE4）
が点灯

①止まるまでふたを
　上にスライドさせ

②前へ引き出して
　ふたを外す

無理に開けない
でください。
破損のおそれが
あります。 ケースの外から

ステータスLE4（赤）の
点灯が見えます

①ふたをケースに
　合わせ

②下にスライドさせる

無理に押し込まないでください。
破損のおそれがあります。

エコーネットライト接続を有効にすることで、HEMSコントローラからのガス機器の状態確認や操作が可能にな
ります。
工場出荷時はエコーネットライト接続が「無効」に設定されています。
下記の方法で、お客さまご自身で、エコーネットライト接続を「有効」に設定していただく必要があります。

赤いランプ
（ステータスLE4）

エコーネットライト接続
有効⇔無効

ネットワーク通信熱源機通信

ステータスLE4（赤）が点灯したことを確認する

★ステータスLE4（赤）が点滅しているときは
　P3をご確認ください。

お願い ぬれた手でさわらない
故障の原因になります。
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◦�お買い上げ日（別添の保証書をご覧ください）
◦異常の状況（故障表示など、できるだけくわしく）
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◦�この取扱説明書と機器本体編の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を併せてお読みいただき、なお異常のあるとき
は、別添の保証書に記載している問い合わせ先にご連絡ください。

◦HEMS画面に表示される各ガス機器の名称については、HEMSコントローラの取扱説明書をお読みください。

ガス機器の名称とHEMS画面に表示される名称は異なることがあります

◦�ガス機器リモコンでの操作がHEMS画面に反映されるまでには、時間がかかることがあります。
◦�ミスト機能付きの浴室暖房乾燥機でミスト運転をした場合、HEMS画面には「暖房中」と表示されることがあります。
◦�水ミスト機能付きの浴室暖房乾燥機で水ミスト運転をした場合、HEMS画面には「涼風中」と表示されることがあります。

ガス機器リモコンで操作したときのHEMS画面表示に関する注意

HEMS画面でのガス機器操作に関する注意

◦�HEMSコントローラの種類によって、可能な操作は異なります。
◦�HEMS画面でガス機器の操作をおこなった場合に、ガス機器の実際の動作に遅れが生じる場合があります。
◦�HEMS画面での操作がガス機器リモコンの画面に反映されるまでには、時間がかかることがあります。

■ガス機器全般の操作について

◦�HEMS画面でのおふろの操作（ふろ自動など）は、給湯機器リモコンの運転スイッチが「入」のときのみ受け付けます。
◦�HEMS画面で給湯機器を操作しても、給湯機器リモコンで音声案内をしない場合があります。
◦�ふろ湯量設定表示は、給湯機器リモコンで表示される段数とHEMS画面で表示される段数が異なる場合があります。
◦�エネファーム残湯量表示は、給湯機器リモコンで表示される段数とHEMS画面で表示される段数が異なる場合があります。
◦�操作ロック機能がある給湯機器リモコンの場合は、操作ロック中であってもHEMS画面から操作できます。

■給湯機器の操作について

◦�床暖房リモコンの運転設定が「強・中・弱」の場合、HEMS画面には前回の「自動」運転設定時の温度レベルが表示される場
合があります。
◦�床暖房リモコンがロック中でも、HEMS画面から運転「入」と温度レベルの変更ができます。その際、ロックが解除される
場合があります。
◦�ご家庭の無線LAN環境外において、スマートフォンなどのHEMS画面から床暖房/温水ラジエータを運転「入」にした場合、
24時間連続運転後に自動的に運転「切」になります。ただし、24時間以内にエコーネットライト接続を「無効」に設定した
場合、24時間連続運転後、自動的には運転「切」になりません。

■ガス温水床暖房の操作について

◦�ガス機器を新しく購入された場合や取り替えをされた場合など、お客さまでHEMSコントローラにガス機器を登録すること
ができます。登録方法は、HEMSコントローラの取扱説明書をお読みください。

お客さまでHEMSコントローラにガス機器を登録する必要がある場合

◦�本製品やガス機器を修理・交換したとき、または停電から復旧したときに、ガス機器とHEMSコントローラの接続が自動復
旧しない場合があります。HEMSコントローラの取扱説明書をお読みいただき、再度接続してください。

本製品やガス機器を交換したとき／停電から復旧したとき

SHC808G

エコーネットライトアダプタ
型番 138-N558製品名 EL-2-G
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