
[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（１／ ４０）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社

コロナ

2019

Ｓシリーズ

CSH-S2219R、CSH-S2519R、CSH-S2819R、CSH-S4019R2、CSH-S5619R2

ＳKシリーズ

CSH-S2219RK2、CSH-S2519RK2、CSH-S2819RK2、CSH-S4019RK2、CSH-S5619RK2

エコ暖クールエアコン

ERS-FA8740X、ERS-FA8756X

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-2）が必要です。

※２ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 無線

2020

Ｓシリーズ

CSH-S2220R、CSH-S2520R、CSH-S2820R、CSH-S4020R2、CSH-S5620R2

ＳKシリーズ

CSH-S2220RK2、CSH-S2520RK2、CSH-S2820RK2、CSH-S4020RK2、CSH-S5620RK2

エコ暖クールエアコン

ERS-FA8740X、ERS-FA8756X

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-2）が必要です。
※２ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社

コロナ

2021

Zシリーズ ※１

CSH-Z2221R、CSH-Z2521R、CSH-Z2821R、CSH-Z4021R2、CSH-Z5621R2

Ｓシリーズ ※１

CSH-S2221R、CSH-S2521R、CSH-S2821R、CSH-S4021R2、CSH-S5621R2

ＳKシリーズ ※１

CSH-S2221RK2、CSH-S2521RK2、CSH-S2821RK2、CSH-S4021RK2、CSH-S5621RK2

エコ暖クールエアコン ※２

ERS-FA8740X、ERS-FA8756X

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-2）は不要です。（無線接続）

※２ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-2）が必要です。

※３ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 無線

2022

Zシリーズ ※１

CSH-Z2222R、CSH-Z2522R、CSH-Z2822R、CSH-Z4022R2、CSH-Z5622R2

Ｓシリーズ ※１

CSH-S22AR、CSH-S25AR、CSH-S28AR、CSH-S40AR2、CSH-S56AR2

ＳKシリーズ ※１

CSH-SK22AR2、CSH-SK25AR2、CSH-SK28AR2、CSH-SK40AR2、CSH-SK56AR2

エコ暖クールエアコン ※２

ERS-FA8740X、ERS-FA8756X

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-2）は不要です。（無線接続）

※２ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-2）が必要です。

※３ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（２／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
シャープ

株式会社

2014

※無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター＜HW-CA1>が必要です。（全機種必要）
お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。

SXシリーズ：AY-D22SX/D25SX/D28SX/D36SX/D40SX/D56SX/D63SX/D71SX-W
VXシリーズ：AY-D22VX/D25VX/D28VX/D40VX/D56VX-W
EXシリーズ：AY-D22EX/D25EX/D28EX/D40EX/D56EX-W
DXシリーズ：AY-D22DX/D25DX/D28DX/D40DX/D56DX-W
SDシリーズ：AY-D22SD/D25SD/D28SD-W
XEシリーズ：AY-D22XE2/D25XE2/D28XE2/D36XE2/D40XE2/D56XE2/D63XE2/D71XE2
EEシリーズ：AY-D22EE2/D25EE2/D28EE2/D40EE2/D56EE2
DEシリーズ：AY-D22DE2/D25DE2/D28DE2/D40DE2/D56DE2
DMシリーズ：AY-D22DM/D25DM/D28DM/D40DM2/D56DM2
DHシリーズ：AY-D22DH/D25DH/D28DH/D40DH2/D56DH2
TEシリーズ：AY-D22TE/D25TE/D28TE/D40TE/D56TE
TDシリーズ：AY-D22TD/D25TD/D28TD/D40TD
FXシリーズ：AC-224FX/254FX/284FX/404FX2/564FX2/634FX2/714FX2
FEシリーズ：AC-224FE/254FE/284FE/404FE2/564FE2
FDシリーズ：AC-224FD/254FD/284FD/404FD2/564FD2
ATCシリーズ：AC-D22ATC/D28ATC/D40ATC/D56ATC/D63ATC
AWシリーズ：AC-D22AW/D28AW/D40AW
DGシリーズ：AY-D22DG/D25DG/D28DG/D40DG

〇 〇 〇 〇 無線

2015

※無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター＜HW-A01AY>が必要です。（全機種必要）
お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。

SXシリーズ：AY-E22SX/E25SX/E28SX/E36SX/E40SX2/E56SX2/E63SX2/E71SX2-W
EXシリーズ：AY-E22EX/E25EX/E28EX/E40EX/E56EX2-W
DXシリーズ：AY-E22DX/E25DX/E28DX/E40DX/E56DX2-W
SDシリーズ：AY-E22SE/E25SE/E28SE-W
XEシリーズ：AY-E22XE3/E25XE3/E28XE3/E36XE3/E40XE3/E56XE3/E63XE3/E71XE3
EEシリーズ：AY-E22EE3/E25EE3/E28EE3/E40EE3/E56EE3
DEシリーズ：AY-E22DE3/E25DE3/E28DE3/E40DE3/E56DE3
DMシリーズ：AY-E22DM/E25DM/E28DM/E40DM2/E56DM2
DHシリーズ：AY-E22DH/E25DH/E28DH/E40DH/E56DH2
TDシリーズ：AY-E22TD/E25TD/E28TD/E40TD
FXシリーズ：AC-225FX/255FX/285FX/405FX2/565FX2/635FX2/715FX2
FEシリーズ：AC-225FE/255FE/285FE/405FE/565FE2
FDシリーズ：AC-225FD/255FD/285FD/405FD2/565FD2
ATCシリーズ：AC-E22ATC/E28ATC/E40ATC/E56ATC/E63ATC
AWシリーズ：AC-E22AW/E28AW/E40AW
DGシリーズ：AY-E22DG/E25DG/E28DG/E40DG

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（３／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
シャープ

株式会社
2016

※無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター＜HW-A01AY>が必要です。（全機種必要）
お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。

Xシリーズ：AY-F22X/F25X/F28X/F36X/F36X2/F40X2/F56X2/F63X2/F71X2-W
Vシリーズ：AY-F22V/F25V/F28V/F40V2/F56V2-W
Eシリーズ：AY-F22E/F25E/F28E/F40E/F56E2-W
Dシリーズ：AY-F22D/F25D/F28D/F40D/F56D2-W
Sシリーズ：AY-F22S/F25S/F28S-W
Kシリーズ：AY-F36FK2/F40FK2/F56FK2-W
XEシリーズ：AY-F22XE4/F25XE4/F28XE4/F36XE4/F40XE4/F56XE4/F63XE4/F71XE4
EEシリーズ：AY-F22EE4/F25EE4/F28EE4/F40EE4/F56EE4
DEシリーズ：AY-F22DE4/F25DE4/F28DE4/F40DE4/F56DE4
DMシリーズ：AY-F22DM/F25DM/F28DM/F40DM2/F56DM2
DHシリーズ：AY-F22DH/F25DH/F28DH/F40DH/F56DH2
DGシリーズ：AY-F22DG/F25DG/F28DG/F40DG
TDシリーズ：AY-F22TD/F25TD/F28TD/F40TD
DKSシリーズ：AY-F22DKS/F25DKS/F28DKS/F40DKS/F56DKS
ATCシリーズ：AC-F22ATC/F28ATC/F40ATC/F56ATC/F63ATC
AWシリーズ：AC-F22AW/F28AW/F40AW
FXシリーズ：AC-226FX/256FX/286FX/406FX2/566FX2/636FX2/716FX2
FEシリーズ：AC-226FE/256FE/286FE/406FE/566FE2
FSシリーズ：AC-226FS/256FS/286FS/406FS2/566FS2
FTシリーズ：AC-226FT/256FT/286FT/406FT2/566FT2
06Cシリーズ：AC-2206C/2506C
Jシリーズ：JH-D406J2/D566J2/D716J2

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（４／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
シャープ

株式会社
2017

※無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター＜HW-A01AY>が必要です。（全機種必要）
お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。

Xシリーズ：AY-G22X/G25X/G28X/G36X/G40X2/G56X2/G63X2/G71X2/G80X2-W
Cシリーズ：AY-G22C/G25C/G28C/G40C2/G56C2-W
Hシリーズ：AY-G22H/G25H/G28H/G40H/G56H2-W
Dシリーズ：AY-G22D/G25D/G28D/G40D/G56D2-W
Sシリーズ：AY-G22S/G25S/G28S/G40S-W
XEシリーズ：AY-G22XE5/G25XE5/G28XE5/G36XE5/G40XE5/G56XE5/G63XE5/G71XE5/G80XE5
EEシリーズ：AY-G22EE5/G25EE5/G28EE5/G40EE5/G56EE5
DEシリーズ：AY-G22DE5/G25DE5/G28DE5/G40DE5/G56DE5
DMシリーズ：AY-G22DM/G25DM/G28DM/G40DM2/G56DM2
DHシリーズ：AY-G22DH/G25DH/G28DH/G40DH2/G56DH2
DGシリーズ：AY-G22DG/G25DG/G28DG/G40DG
TDシリーズ：AY-G22TD/G25TD/G28TD/G40TD
DKSシリーズ：AY-G22DKS/G25DKS/G28DKS/G40DKS/G56DKS
YXシリーズ：AY-G40YX2/G56YX2/G63YX2
ATCシリーズ：AC-G22ATC/G28ATC/G40ATC/G56ATC/G63ATC
AWシリーズ：AC-G22AW/G28AW/G40AW
FXシリーズ：AC-227FX/257FX/287FX/407FX2/567FX2/637FX2/717FX2/807FX2
FEシリーズ：AC-227FE/257FE/287FE/407FE/567FE2
HXシリーズ：AC-227HX/257HX/287HX/407HX2/567HX2/637HX2/717HX2/807HX2
HEシリーズ：AC-227HE/257HE/287HE/407HE/567HE2
FSシリーズ：AC-227FS/257FS/287FS/407FS2/567FS2
FTシリーズ：AC-227FT/257FT/287FT/407FT2/567FT2
TNシリーズ：AC-227TN/257TN/287TN/367TN/407TN2/567TN2
FKシリーズ：AC-367FK2/407FK2/567FK2/637FK2

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（５／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
シャープ

株式会社
2018

【家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ】
※エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
Xシリーズ：AY-H22X/H25X/H28X/H36X/H40X2/H56X2/H63X2/H71X2/H80X2-W
Hシリーズ：AY-H22H/H25H/H28H/H40H/H56H2-W
Dシリーズ：AY-H22D/H25D/H28D/H40D/H56D2-W
Sシリーズ：AY-H22S/H25S/H28S/H40S-W
XEシリーズ：AY-H22XE6/H25XE6/H28XE6/H36XE6/H40XE6/H56XE6/H63XE6/H71XE6/H80XE6
EEシリーズ：AY-H22EE6/H25EE6/H28EE6/H40EE6/H56EE6
DEシリーズ：AY-H22DE6/H25DE6/H28DE6/H40DE6/H56DE6
DKSシリーズ：AY-H22DKS/H25DKS/H28DKS/H40DKS/H56DKS
HTシリーズ：AC-228HT/258HT/288HT/368HT/408HT2/568HT2

【別売の家電ワイヤレスアダプター必要タイプ】
※無線LAN接続には、別売の家電ワイヤレスアダプター＜HW-A01AY>が必要です。

お客様自身の設置は出来ません。販売店にご相談下さい。
Nシリーズ：AY-H22N/H25N/H28N/H40N-W
DMシリーズ：AY-H22DM/H25DM/H28DM/H40DM2/H56DM2
DHシリーズ：AY-H40DH2/H56DH2
DGシリーズ：AY-H22DG/H25DG/H28DG/H40DG
TDシリーズ：AY-H22TD/H25TD/H28TD/H40TD
ATCシリーズ：AC-H22ATC/H28ATC/H40ATC/H56ATC/H63ATC
AWシリーズ：AC-H22AW/H28AW/H40AW
FVシリーズ：AC-228FV/258FV/288FV/408FV2/568FV2/638FV2
FEシリーズ：AC-228FE/258FE/288FE/408FE/568FE2
FSシリーズ：AC-228FS/258FS/288FS/408FS/568FS2
FTシリーズ：AC-408FT2/568FT2
HVシリーズ：AC-228HV/258HV/288HV/408HV2/568HV2/638HV2/718HV2

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（６／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
シャープ

株式会社
2019

【家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ】
※エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
Xシリーズ：AY-J22X/J25X/J28X/J36X/J40X2/J56X2/J63X2/J71X2/J80X2-W
Hシリーズ：AY-J22H/J25H/J28H/J40H/J40H2/J56H2/J63H2-W
Dシリーズ：AY-J22D/J25D/J28D/J40D/J56D2-W
Sシリーズ：AY-J22S/J25S/J28S/J40S-W
XEシリーズ：AY-J22XE7/J25XE7/J28XE7/J36XE7/J40XE7/J56XE7/J63XE7/J71XE7/J80XE7
EEシリーズ：AY-J22EE7/J25EE7/J28EE7/J40EE7/J56EE7/J63EE7
DEシリーズ：AY-J22DE7/J25DE7/J28DE7/J40DE7/J56DE7
DKSシリーズ：AY-J22DKS/J25DKS/J28DKS/J40DKS/J56DKS
ATCシリーズ：AC-J22ATC/J28ATC/J40ATC/J56ATC/J63ATC
AWシリーズ：AC-J22AW/J28AW/J40AW
FXシリーズ：AC-22JFX/25JFX/28JFX/40JFX2/56JFX2/63JFX2/71JFX2/80JFX2
HVシリーズ：AC-22JHV/25JHV/28JHV/40JHV2/56JHV2/63JHV2/71JHV2
FHシリーズ：AC-22JFH/25JFH/28JFH/40JFH/56JFH2
FSシリーズ：AC-22JFS/25JFS/28JFS/40JFS/40JFS2/56JFS2

【別売の家電ワイヤレスアダプター必要タイプ】
※無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。

ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。
（フリーダイヤル）0120-565-506
TDシリーズ：AY-J22TD/J25TD/J28TD/J40TD
Nシリーズ：AY-J22N/J25N/J28N/J40N-W
DMシリーズ：AY-J22DM/J25DM/J28DM/J40DM2/J56DM2
DHシリーズ：AY-J40DH2/J56DH2
FTシリーズ：AC-40JFT2/56JFT2
08Cシリーズ：AC-2208C/2508C/2808C/3608C/4008C/5608C

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（７／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
シャープ

株式会社
2020

【家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ】
※エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
Pシリーズ：AY-L22P/L25P/L28P/L40P-W
Xシリーズ：AY-L22X/L25X/L28X/L36X/L40X2/L56X2/L63X2/L71X2/L80X2-W
Hシリーズ：AY-L22H/L25H/L28H/L40H/L40H2/L56H2/L63H2-W
Dシリーズ：AY-L22D/L25D/L28D/L40D/L56D2-W
Sシリーズ：AY-L22S/L25S/L28S/L40S-W
XEシリーズ：AY-L22XE8/L25XE8/L28XE8/L36XE8/L40XE8/L56XE8/L63XE8/L71XE8/L80XE8
EEシリーズ：AY-L22EE8/L25EE8/L28EE8/L40EE8/L56EE8/L63EE8
DEシリーズ：AY-L22DE8/L25DE8/L28DE8/L40DE8/L56DE8
DKSシリーズ：AY-L22DKS/L25DKS/L28DKS/L40DKS/L56DKS
DTシリーズ：AY-L22DT/L25DT/L28DT/L36DT/L40DT2/L56DT2
ATCシリーズ：AC-L22ATC/L28ATC/L40ATC/L56ATC/L63ATC
AWシリーズ：AC-L22AW/L28AW/L40AW
FXシリーズ：AC-22LFX/25LFX/28LFX/40LFX2/56LFX2/63LFX2/71LFX2/80LFX2
HVシリーズ：AC-22LHV/25LHV/28LHV/40LHV2/56LHV2/63LHV2
FHシリーズ：AC-22LFH/25LFH/28LFH/40LFH/56LFH2
HTシリーズ：AC-22LHT/25LHT/28LHT/36LHT/40LHT2/56LHT2
FSシリーズ：AC-22LFS/25LFS/28LFS/40LFS/40LFS2/56LFS2

【別売の家電ワイヤレスアダプター必要タイプ】
※無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。

ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。
（フリーダイヤル）0120-565-506
TDシリーズ：AY-L22TD/L25TD/L28TD/L40TD
Nシリーズ：AY-L22N/L25N/L28N/L40N-W
DMシリーズ：AY-L22DM/L25DM/L28DM/L36DM/L40DM2/L56DM2
DHシリーズ：AY-L40DH2/L56DH2
FTシリーズ：AC-40LFT2/56LFT2

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（８／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
シャープ

株式会社
2021

【家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ】
※エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
Pシリーズ：AY-N22P/N25P/N28P/N40P/N56P2-W
Xシリーズ：AY-N22X/N25X/N28X/N36X/N40X2/N56X2/N63X2/N71X2/N80X2-W
Hシリーズ：AY-N22H/N25H/N28H/N40H/N40H2/N56H2/N63H2-W
Dシリーズ：AY-N22D/N25D/N28D/N40D/N56D2-W
Sシリーズ：AY-N22S/N25S/N28S/N40S-W
XEシリーズ：AY-22NXE9/25NXE9/28NXE9/36NXE9/40NXE9/56NXE9/63NXE9/71NXE9/80NXE9
EEシリーズ：AY-22NEE9/25NEE9/28NEE9/40NEE9/56NEE9/63NEE9
DEシリーズ：AY-22NDE9/25NDE9/28NDE9/40NDE9/56NDE9
DKSシリーズ：AY-N22DKS/N25DKS/N28DKS/N40DKS/N56DKS
DTシリーズ：AY-N22DT/N25DT/N28DT/N36DT/N40DT2/N56DT2
ATCシリーズ：AC-N22ATC/N28ATC/N40ATC/N56ATC/N63ATC
AWシリーズ：AC-N22AW/N28AW/N40AW
FXシリーズ：AC-22NFX/25NFX/28NFX/40NFX2/56NFX2/63NFX2/71NFX2/80NFX2
FHシリーズ：AC-22NFH/25NFH/28NFH/40NFH/56NFH2
HTシリーズ：AC-22NHT/25NHT/28NHT/36NHT/40NHT2/56NHT2
FSシリーズ：AC-22NFS/25NFS/28NFS/40NFS/40NFS2/56NFS2

【別売の家電ワイヤレスアダプター必要タイプ】
※無線LAN接続には、別売の無線LANアダプターが必要です。お客様や販売店での取り付けは出来ません。

ご要望の際は、シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社までお問い合わせください。
（フリーダイヤル）0120-565-506
TDシリーズ：AY-N22TD/N25TD/N28TD/N40TD
Nシリーズ：AY-N22N/N25N/N28N/N40N-W
DMシリーズ：AY-N22DM/N25DM/N28DM/N36DM/N40DM2/N56DM2
DHシリーズ：AY-N40DH2/N56DH2
FTシリーズ：AC-40NFT2/56NFT2
0NCシリーズ：AC-400NC/560NC

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（９／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン

シャープ
株式会社

2022

【家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ】
※エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
Xシリーズ：AY-P22X/P25X/P28X/P36X/P40X2/P56X2/P63X2/P71X2/P80X2-W
Hシリーズ：AY-P22H/P25H/P28H/P40H/P40H2/P56H2/P63H2-W
Fシリーズ：AY-P22F/P25F/P28F/P40F/P56F2-W
Dシリーズ：AY-P22D/P25D/P28D/P40D/P56D2-W
Sシリーズ：AY-P22S/P25S/P28S/P40S-W
XEシリーズ：AY-22PXE1/25PXE1/28PXE1/36PXE1/40PXE1/56PXE1/63PXE1/71PXE1/80PXE1
EEシリーズ：AY-22PEE1/25PEE1/28PEE1/40PEE1/56PEE1/63PEE1
DEシリーズ：AY-22PDE1/25PDE1/28PDE1/40PDE1/56PDE1
YXシリーズ：AY-P22YX/P25YX/P28YX/P36YX/P40YX2/P56YX2/P63YX2/P71YX2/P80YX2-W
DKSシリーズ：AY-P22DKS/P25DKS/P28DKS/P40DKS/P56DKS
DTシリーズ：AY-P22DT/P25DT/P28DT/P36DT/P40DT2/P56DT2
ATCシリーズ：AC-P22ATC/P28ATC/P40ATC/P56ATC/P63ATC
AWシリーズ：AC-P22AW/P28AW/P40AW
FXシリーズ：AC-22PFX/25PFX/28PFX/40PFX2/56PFX2/63PFX2/71PFX2/80PFX2
HVシリーズ：AC-22PHV/25PHV/28PHV/40PHV2/56PHV2/63PHV2
FHシリーズ：AC-22PFH/25PFH/28PFH/40PFH/56PFH2
HTシリーズ：AC-22PHT/25PHT/28PHT/36PHT/40PHT2/56PHT2
FSシリーズ：AC-22PFS/25PFS/28PFS/40PFS/40PFS2/56PFS2
SKシリーズ：AC-22PSK/25PSK/28PSK2

○ ○ ○ ○ 無線

2023

【家電ワイヤレスアダプター内蔵タイプ】
※エアコン本体に家電ワイヤレスアダプターが内蔵されています。
Xシリーズ：AY-R22X/R25X/R28X/R36X/R40X2/R56X2/R63X2/R71X2/R80X2-W
Hシリーズ：AY-R22H/R25H/R28H/R40H/R40H2/R56H2/R63H2-W
XEシリーズ：AY-22RXE3/25RXE3/28RXE3/36RXE3/40RXE3/56RXE3/63RXE3/71RXE3/80RXE3
EEシリーズ：AY-22REE3/25REE3/28REE3/40REE3/56REE3/63REE3
YXシリーズ：AY-R22YX/R25YX/R28YX/R36YX/R40YX2/R56YX2/R63YX2/R71YX2/R80YX2
ATCシリーズ：AC-R22ATC/R28ATC/R40ATC/R56ATC/R63ATC
FXシリーズ：AC-22RFX/25RFX/28RFX/40RFX2/56RFX2/63RFX2/71RFX2/80RFX2
FSシリーズ：AC-22RFS/25RFS/28RFS/40RFS/40RFS2/56RFS2

○ ○ ○ ○ 無線

ダイキン
工業

株式会社
2014

2014年モデル（R型）
RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ
Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ・DXシリーズ
※別売品の無線LAN接続アダプター（BRP051A41）もしくは有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。
※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。
※消費電力量の確認は対応しておりません。

〇 〇 ― ― 有線/無線

■家庭用エアコン（１０／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン

ダイキン
工業

株式会社

2015

【壁掛形ルームエアコン】２０１５年モデル(Ｓ型)全機種
RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ、
Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ
※別売の無線LAN接続アダプター（BRP051A41又はBRP072A41、BRP072A44）または有線LAN接続アダプター

(BRP061A41)が 必要です。BRP051A41は遠隔制御は対応しておりません。
※LAN接続アダプター(BRP072A44以外)にて遠隔制御を行う場合は、LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1

以降へバージョンアップする必要があります。
※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。
※消費電力量の確認はRX、AX、DXに対応しております。(BRP051A41を除く)

〇 〇 〇 〇 有線/無線

【ハウジング・マルチルームエアコン】２０１４、２０１５年モデル(Ｒ型)全機種
天井埋込カセット形(シングルフロータイプ)、天井埋込カセットタイプ(ダブルフ
ロータイプ)、壁埋込形、床置形、アメニティビルトイン形
※別売品の無線LAN接続アダプター（BRP051A41又はBRP072A41、BRP072A44）もしくは有線LAN接続アダプター

(BRP061A41)が必要です。
※本シリーズは、遠隔制御は対応しておりません。
※消費電力量の確認は対応しておりません。
※ワイドセレクトマルチ接続時には対応しておりません。

〇 〇 ― ― 有線/無線

2016

【壁掛形ルームエアコン】２０１６年モデル(Ｔ型)全機種
RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ、
Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ
※別売の無線LAN接続アダプター（BRP072A41、BRP072A44）または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)

が必要です。
※LAN接続アダプター(BRP072A44以外)にて遠隔制御を行う場合は、LAN接続アダプターのファームウェアを Ver2.9.1

以降へバージョンアップする必要があります。
※Eシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。
※消費電力量の確認はRX、AX、DXに対応しております。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

【マルチルームエアコン】２０１６年モデル(Ｒ型)
壁掛形UXシリーズ
※別売の無線LAN接続アダプター（BRP072A41、BRP072A44）が必要です。
※LAN接続アダプター(BRP072A44以外)にて遠隔制御を行う場合は、LAN接続アダプターのファームウェアを Ver2.9.1

以降へバージョンアップする必要があります。
※有線LAN接続アダプターは、対応していません。
※消費電力量の確認は対応しておりません。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（１１／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン

ダイキン
工業

株式会社

2017

【壁掛型ルームエアコン】２０１7年モデル(Ｕ型)全機種
RXシリーズ・AXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ・KXシリーズ、
Rシリーズ・Aシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ
※別売の無線LAN接続アダプター（BRP072A44）または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。
※有線LAN接続アダプター(BRP061A41)にて遠隔制御を行う場合は、有線LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1

にバージョンアップする必要があります。
※Eシリーズ、ＫＸシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。
※消費電力量の確認は対応しております。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

2018

【壁掛型ルームエアコン】２０１８年モデル(Ｖ型)全機種
RXシリーズ・AXシリーズ・SXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Eシリーズ・DXシリーズ・KXシリーズ、
Rシリーズ・Aシリーズ・Sシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ
※別売の無線LAN接続アダプター（BRP072A44）または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。
※SX（S）シリーズについては、別売の無線LAN接続アダプター（BRP084B41）が必要です。
※有線LAN接続アダプター(BRP061A41)にて遠隔制御を行う場合は、有線LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1

にバージョンアップする必要があります。
※Eシリーズ、ＫＸシリーズは別途、遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。
※消費電力量の確認は対応しております。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

【ハウジング・マルチルームエアコン】２０１８年モデル(Ｖ型)全機種
小空間マルチカセット（ココタス）
※無線LAN接続アダプターは、標準内蔵しています。
※有線LAN接続アダプターは、対応していません。
※消費電力量の確認は対応しておりません。

〇 〇 〇 〇 無線

【壁掛型ルームエアコン】2019年モデル(W型)全機種
RXシリーズ・AXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・DXシリーズ
SXシリーズ・Sシリーズ
FXシリーズ・CXシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ
Eシリーズ、KXシリーズ

※SX（S）シリーズについては、別売の無線LAN接続アダプター（BRP084B41）が必要です。
※FXシリーズ・CXシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズは

別売の無線LAN接続アダプター（BRP087A42）または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。
※Eシリーズ、ＫＸシリーズは別売の無線LAN接続アダプター（BRP087A42）または有線LAN接続アダプター

(BRP061A41)が必要です。合わせて別売の遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。
※有線LAN接続アダプター(BRP061A41)にて遠隔制御を行う場合は、有線LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1

にバージョンアップする必要があります。
※消費電力量の確認は対応しております。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

■家庭用エアコン（１２／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン

ダイキン
工業

株式会社

2019

【壁掛型ルームエアコン】2020年モデル(X型)
RXシリーズ・AXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・DXシリーズ、MXシリーズ、Mシリーズ
HXシリーズ・KXシリーズ・SXシリーズ・FXシリーズ・CXシリーズ・Sシリーズ・Fシリーズ・Cシリーズ・Eシリーズ

※HXシリーズ、CXシリーズ、Cシリーズは別売の無線LAN接続アダプター（BRP087A42）または
有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。

※KXシリーズ、Eシリーズは別売の無線LAN接続アダプター（BRP087A42）または有線LAN接続アダプター
(BRP061A41)が必要です。合わせて別売の遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。

※FXシリーズ、Fシリーズは別売の無線LAN接続アダプター（BRP084C41）または有線LAN接続アダプター
(BRP061A41)が必要です。

※有線LAN接続アダプター(BRP061A41)にて遠隔制御を行う場合は、有線LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1
にバージョンアップする必要があります。

※消費電力量の確認に対応しております。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

2019

【ハウジング・マルチルームエアコン】2019年モデル(W型)全機種
アメニティビルトイン形

※別売の無線LAN接続アダプター（BRP087A43） または有線LAN接続アダプター(BRP061A41)が必要です。
※有線LAN接続アダプター（BRP061A41）については、合わせて変換コネクタ（KER087A41）が必要です。
※有線LAN接続アダプター(BRP061A41)にて遠隔制御を行う場合は、有線LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1

にバージョンアップする必要があります。
※消費電力量の確認は対応しておりません。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

2020

【壁掛型ルームエアコン】2021年モデル(Y型)
RXシリーズ・AXシリーズ・Rシリーズ・Aシリーズ・DXシリーズ、MXシリーズ、Mシリーズ
HXシリーズ・KXシリーズ

※HXシリーズは別売の無線LAN接続アダプター（BRP087A42）または有線LAN接続アダプター
(BRP061A41)が必要です。

※KXシリーズは別売の無線LAN接続アダプター（BRP087A42）または有線LAN接続アダプター
(BRP061A41)が必要です。合わせて別売の遠隔制御P板セット(KRP067A41)が必要です。

※有線LAN接続アダプター(BRP061A41)にて遠隔制御を行う場合は、有線LAN接続アダプターのファームウェアをVer2.9.1
にバージョンアップする必要があります。

※消費電力量の確認に対応しております。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

■家庭用エアコン（１３／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社

長府
製作所

2018

SXシリーズ
RA-2842SX、RA-3642SX、RA-4042SX

※別売のHEMS基板セット(VE-KS-3)が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線

2018

PXシリーズ
RA-2244PX、RA-2544PX、RA-2844PX、RA-4042PX

※無線接続には別売の無線アダプターセット(VEｰKSｰ4) と無線対応RC基板が必要です。

○ ○ ○ ○ 無線

2020

SXシリーズ
RAｰ2845SX 、 RAｰ3645SX 、 RAｰ4045SX

※有線接続には別売のHEMS基板セット(VEｰKSｰ3) が必要です。
※無線接続には別売の無線アダプターセット(VEｰKSｰ4) が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線/無線

■家庭用エアコン（１４／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
パナソ
ニック

株式会社

2014

Ｘ、Ａ、ＥＸ、ＧＸ、Ｊ、Ｚ シリーズ（計 171機種）
※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 - 〇 無線

2015

ＨＸシリーズ CS-HX (285C、365C2、405C2、565C2、635C2、715C2、805C2）【Ｗ・Ｃ】
ＸＳシリーズ CS-XS (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、

405C2、565C2、635C2、715C2、805C2）【Ｗ・Ｃ】
Ｘシリーズ CS-X (225C、255C、285C、285C2、365C、365C2、405C、405C2、

565C2、635C2、715C2、805C2) 【Ｗ】
CS- (225CXR、255CXR、285CXR、365CXR、365CXR2、405CXR、

405CXR2、565CXR2、635CXR2、715CXR2、805CXR2)【Ｗ】
(225CX、255CX、285CX、285CX2、365CX、365CX2、405CX、
405CX2、565CX2、635CX2、715CX2、805CX2)【Ｗ・Ｃ】

Ａシリーズ CS- (22TAE3、25TAE3、28TAE3、36TAE3、40TA2E3、56TA2E3、
63TA2E3、71TA2E3、80TA2E3)【Ｗ】

ＥＸシリーズ CS-EX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2、635C2、715C2) 【Ｗ・Ｃ】
CS- (225CEX、255CEX、285CEX、365CEX、405CEX2、565CEX2、

635CEX2、715CEX2) 【Ｗ・Ｃ】
CS-E (225CZ、255CZ、285CZ、405C2Z、565C2Z、635C2Z) 【Ｗ】
CS- (22TEXJ、25TEXJ、28TEXJ、35TEXJ、40TEX2J、56TEX2J、

63TEX2J、71TEX2J、22TEE3、25TEE3、28TEE3、40TE2E3)【Ｗ】
ＧＸシリーズ CS-GX (225C、255C、285C、365C、405C2、565C2) 【Ｗ】

CS-(225CGX、255CGX、285CGX、365CGX、405CGX2、565CGX2【Ｗ】
Ｊシリーズ CS-J(225C、255C、285C、365C2、405C2、565C2) 【Ｗ・Ｃ】

CS-(225CJ、255CJ、285CJ、365CJ2、405CJ2、565CJ2) 【Ｗ・Ｃ】
Ｚシリーズ CS- (22TZE3、25TZE3、28TZE3) 【Ｗ】

ＵＸシリーズ CS-UX (255C2、285C2、405C2、565C2、635C2) 【Ｗ】
ＴＸシリーズ CS-TX (225C、255C、285C2、405C2、565C2、635C2）【Ｗ】
ＮＸシリーズ CS-NX (285C、405C2) 【Ｗ】

※【Ｗ】【Ｃ】は色記号となります。
※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるように

してからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。
※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、２２時間以上連続して運転できない場合があります。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（１５／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
パナソ
ニック

株式会社
2016

WＸシリーズ CS-WX (406C2、566C2、636C2、716C2、806C2) 【Ｗ・Ｃ】
ＸＳシリーズ CS-XS (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、

566C2、636C2、716C2、806C2）【Ｗ・Ｃ】
Ｘシリーズ CS-X (226C、256C、286C、286C2、366C、366C2、406C、406C2、

566C2、636C2、716C2、806C2) 【Ｗ】
CS- (226CXR、256CXR、286CXR、366CXR、366CXR2、406CXR、

406CXR2、566CXR2、636CXR2、716CXR2、806CXR2)、【Ｗ】
(226CX、256CX、286CX、286CX2、366CX、366CX2、406CX、
406CX2、566CX2、636CX2、716CX2、806CX2)【Ｗ・Ｃ】

VEシリーズ CS-(22BVE3、25BVE3、28BVE3、36BVE3、40BV2E3、56BV2E3、
63BV2E3、71BV2E3、80BV2E3)【Ｗ】

SＸシリーズ CS-SX (226C、256C、286C、406C2、566C2) 【Ｗ】
CS-(226CSX、256CSX、286CSX、406CSX2、566CSX2) 【Ｗ】

SEシリーズ CS- (22BSE4、25BSE4、28BSE4、40BS2E4、56BS3E4) 【Ｗ】
Sシリーズ CS-S(226C、256C、286C、406C2、566C2) 【Ｗ】
ＥＸシリーズ CS-EX(226C、256C、286C、366C、406C2、566C2、636C2、716C2) 【Ｗ・Ｃ】

CS-(226CEX、256CEX、286CEX、366CEX、406CEX2、566CEX2、
636CEX2、716CEX2) 【Ｗ・Ｃ】

CS-E(226CZ、256CZ、286CZ、406C2Z、566C2Z、636C2Z) 【Ｗ】
CS-(22BEXJ、25BEXJ、28BEXJ、35BEXJ、40BEX2J、56BEX2J、63BEX2J、

71BEX2J、22BEE4、25BEE4、28BEE4、40BE2E4) 【Ｗ】
ＧＸシリーズ CS-GX (226C、256C、286C、366C、406C2、566C2) 【Ｗ】

CS-(226CGX、256CGX、286CGX、366CGX、406CGX2、566CGX2、
22BGXK、25BGXK、28BGXK、40BGX2K、56BGX2K）【Ｗ】

Ｊシリーズ CS-J(226C、256C、286C、366C2、406C2、566C2) 【Ｗ・Ｃ】
CS-(226CJ、256CJ、286CJ、366CJ2、406CJ2、566CJ2) 【Ｗ・Ｃ】

Ｚシリーズ CS-(22BZE4、25BZE4、28BZE4) 【Ｗ】
Ｆシリーズ CS-(226CF、256CF、286CF、366CF2、406CF2、566CF2) 【Ｗ】

※【Ｗ】【Ｃ】は色記号となります。
※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるように

してからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。
※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、２２時間以上連続して運転できない場合があります。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に
表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（１６／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
パナソ
ニック

株式会社
2017

※【Ｗ】【Ｃ】は色記号となります。
※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるように

してからお使いください。設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。
※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、２２時間以上連続して運転できない場合があります。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

UX シリーズ
WX シリーズ
XS シリーズ
X シリーズ

VE シリーズ
SX シリーズ

EX シリーズ

GX シリーズ

J シリーズ

Z シリーズ
F シリーズ

UB シリーズ

CS-UX 
CS-WX 
CS-XS 
CS-X 
CS-

CS-
CS-SX 
CS-
CS-EX 
CS-

CS-E 
CS-GX 
CS-

CS-J
CS-

CS-
CS-F 
CS-

CS-UB 

（257C2 287C2 407C2 567C2 637C2)
（407C2 567C2 637C2 717C2 807C2 907C2）
（227C 257C 287C 367C 367C2 407C2 567C2 637C2 717C2 807C2 907C2）
（227C 257C 287C 367C 407C2 567C2 637C2 717C2 807C2 907C2）
（227CZ 257CZ 287CZ 407C2Z 567C2Z 637C2Z 717C2 807C2Z 907C2Z）
（227CX 257CX 287CX 287CX2 367CX 367CX2 407CX 407CX2 567CX2
637CX2 717CX2 807CX2 907CX2）
（227CXE 257CXE 287CXE 287CX2E 367CX 367CX2E 407CXE 407CX2E 567CX2E
637CX2E 717CX2E 807CX2E 907CX2E）

（25DVE5 28DVE5 36DVE5 40DV2E5 56DV2E5 63DV2E5 71DV2E5 80DV2E5）
（227C 257C 287C 407C2 567C2）
（227CSX 257CSX 287CSX 407CSX2 567CSX2）
（227C 257C 287C 367C 407C2 567C2 637C2 717C２）
（227CEX 257CEX 287CEX 407CEX2 567CEX2 637CEX2 717CEX2）
（22DEE5 25DEE5 28DEE5 40DE2E5）
（22DEXJ 25DEXJ 28DEXJ 36DEXJ 40DEX2J 56DEX2J 63DEX2J 71DEX2J）
（227CEE 257CEE 287CEE 367CEE 407CE2E 567CE2E 637CE2E 717CE2E）
（227CZ 257CZ 287CZ 407C2Z 567C2Z 637C2Z）
（227C 257C 287C 367C 407C2 567C2）
（227CGX 257CGX 287CGX 367CGX 407CGX2 567CGX2）
（22DGE5 25DGE5 28DGE5 40DG2E5）
（22DGXK 25DGXK 28DGXK 40DGX2K 56DGX2K）
（22DGXY 25DGXY 28DGXY 40DGX2Y）
（227CGE 257CGE 287CGE 367CGE 407CG2E 567CG2E）
（227C 257C 287C 367C2 407C2 567C2）
（227CJ 257CJ 287CJ 367CJ2 407CJ2 567CJ2）
（227CJE 257CJE 287CJE 367CJ2E 407CJ2E 567CJ2E）
（22DZE5 25DZE5 28DZ2E5）
（227C 257C 287C 367C2 407C2 567C2）
（227CZ 257CZ 287CZ 407C2Z 567C2Z）
（227CFR 257CFR 287CFR 407CFR2 567CFR2）
（227CF 257CF 287CF 367CF2 407CF2 567CF2）
（22DFE5 25DFE5 28DFE5 40DF2E5）
（22DFJ 25DFJ 28DFJ 40DF2J）
（227CFE 257CFE 287CFE 407CF2E 567CF2E）
（22BBK 28BBK 36BBK2 40BBK2 56BBK2）
（287CC2 407CC2 567CC2）

【W】
【W】
【W】 【C】
【W】
【W】
【W】

【W】 【C】

【W】
【W】
【W】
【W】 【C】
【W】 【C】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】

■家庭用エアコン（１７／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
パナソ
ニック

株式会社
2018

※-Ｗ、-Ｃは色記号となります。
※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。

（ただし、WX、XS、Xシリーズは無線LAN内臓タイプのため上記別売品は不要です。
※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。

設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。
※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、２２時間以上連続して運転できない場合があります。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（１８／ ４０）

シリーズ 品番

WX シリーズ CS-WX （408C2、568C2、638C2、718C2、808C2、908C2） 【W】

XS シリーズ CS-XS （228C、258C、288C、288C2、368C、368C2、408C、408C2、568C2、638C2、718C2、808C2、908C2） 【W】

（228C、258C、288C、288C2、368C、368C2、408C、408C2、568C2、638C2、718C2、808C2、908C2） 【C】

X シリーズ CS-X （228C、258C、288C、368C、408C、408C2、568C2、638C2、718C2、808C2、908C2） 【W】

CS- （228CX、258CX、288CX、288CX2、368CX、368CX2、408CX、408CX2） 【W】

（568CX2、638CX2、718CX2、808CX2、908CX2） 【W】

（228CX、258CX、288CX、288CX2、368CX、368CX2、408CX、408CX2） 【C】

（568CX2、638CX2、718CX2、808CX2、908CX2） 【C】

CS-X （228CZ、258CZ、288CZ、408C2Z、568C2Z、638C2Z、718C2Z、808C2Z、908C2Z） 【W】

CS- （228CXE、258CXE、288CXE、288CX2E、368CXE、368CX2E,408CXE、408CX2E） 【W】

（568CX2E、638CX2E、718CX2E、808CX2E、908CX2E） 【W】

CS- （22HVE6、25HVE6、28HVE6、36HVE6、40HV2E6、56HV2E6、63HV2E6） 【W】

（71HV2E6、80HV2E6、90HV2E6） 【W】

AX シリーズ CS-AX （228C、258C、288C、408C2、568C2、638C2、718C2、808C2） 【W】

CS- （228CAX、258CAX、288CAX、408CAX2、568CAX2、638CAX2、718CAX2、808CAX2） 【W】

（228CAE、258CAE、288CAE、408CA2E、568CA2E、638CA2E、718CA2E、808CA2E） 【W】

（22HAE6、25HAE6、28HAE6、40HA2E6、56HA2E6、63HA2E6） 【W】

（22HAXK、28HAXK、40HAX2K、56HAX2K） 【W】

EX シリーズ CS-EX （228C、258C、288C、368C、408C2、568C2、638C2、718C2） 【W】

（228C、258C、288C、368C、408C2、568C2、638C2、718C2） 【C】

CS- （228CEX、258CEX、288CEX、368CEX、408CEX2、568CEX2、638CEX2、718CEX2） 【W】

（228CEX、258CEX、288CEX、368CEX、408CEX2、568CEX2、638CEX2、718CEX2） 【C】

（228CEE、258CEE、288CEE、368CEE、408CE2E、568CE2E、638CE2E、718CE2E） 【W】

CS-E （228CZ、258CZ、288CZ、408C2Z、568C2Z、638C2Z） 【W】

CS- （22HEE6、25HEE6、28HEE6、40HE2E6、56HE2E6） 【W】

（22HEXJ、25HEXJ、28HEXJ、36HEXJ、40HEX2J、56HEX2J、63HEX2J、71HEX2J） 【W】

（22HEXK、25HEXK、28HEXK、36HEXK、40HEX2K、56HEX2K、63HEX2K、71HEX2K） 【W】

（22HEXBK、25HEXBK、28HEXBK、36HEXBK、40HEX2BK、56HEX2BK、63HEX2BK、71HEX2BK）

CS-GX （228C、258C、288C、368C、408C2、568C2） 【W】

CS- （228CGX、258CGX、288CGX、368CGX、408CGX2、568CGX2） 【W】

（228CGE、258CGE、288CGE、368CGE、408CG2E、568CG2E） 【W】

J シリーズ CS-J （228C、258C、288C、368C2、408C2、568C2） 【W】

CS- （228CJ、258CJ、288CJ、368CJ2、408CJ2、568CJ2） 【W】

（228CJE、258CJE、288CJE、368CJ2E、408CJ2E、568CJ2E） 【W】

（22HZE6、25HZE6、28HZE6、40HZ2E6） 【W】

（22HJK、25HJK、28HJK、40HJ2K、56HJ2K） 【W】

F シリーズ CS-F （228C、258C、288C、368C2、408C2、568C2） 【W】

CS- （228CFR、258CFR、288CFR、408CFR2、568CFR2） 【W】

（228CF、258CF、288CF、368CF2、408CF2、568CF2） 【W】

CS-F （228CZ、258CZ、288CZ、408C2Z、568C2Z） 【W】

CS- （228CFE、258CFE、288CFE、368CF2E、408CF2E、568CF2E） 【W】

（22HFE6、25HFE6、28HFE6、40HF2E6） 【W】

（22HFJ、25HFJ、28HFJ、40HF2J） 【W】

TX シリーズ （228C、258C、288C2、408C2、568C2、668C2） 【W】



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
パナソ
ニック

株式会社
2019

※【Ｗ】、【Ｃ】、【T】は色記号となります(【-】のシリーズは色記号無し)。
※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。

（ただし、WX、X、XS、VE、AX,EXシリーズは無線LAN内臓タイプのため上記別売品は不要です。
※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。

設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。
※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、２２時間以上連続して運転できない場合があります。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（１９／ ４０）

WX シリーズ CS-WX （409C2、569C2、639C2、719C2、809C2、909C2） 【W】

X シリーズ CS-X （229C、259C、289C、369C、409C、409C2、569C2、639C2、719C2、809C2、909C2） 【W】

CS- （229CX、259CX、289CX、289CX2、369CX、369CX2、409CX、409CX2） 【W】【C】

CS- （569CX2、639CX2、719CX2、809CX2、909CX2） 【W】【C】

CS- （229CXE、259CXE、289CXE、289CX2E、369CXE、369CX2E,409CXE、409CX2E） 【W】

CS- （569CX2E、639CX2E、719CX2E、809CX2E、909CX2E） 【W】

XS シリーズ CS-XS （229C、259C、289C、289C2、369C、369C2、409C、409C2、569C2、639C2、719C2、809C2、909C2） 【W】【C】

VE シリーズ CS- （229CVE7、259CVE7、289CVE7、369CVE7、409CV2E7、569CV2E7） 【－】

CS- （639CV2E7、719CV2E7、809CV2E7、909CV2E7） 【－】

AX シリーズ CS-AX （229C、259C、289C、409C2、569C2、639C2、719C2、809C2） 【W】

CS-A （229CZ、259CZ、289CZ、409C2Z、569C2Z、639C2Z、719C2Z、809C2Z） 【W】

CS- （229CAX、259CAX、289CAX、409CAX2、569CAX2、639CAX2、719CAX2、809CAX2） 【W】

CS- （229CAE、259CAE、289CAE、409CA2E、569CA2E、639CA2E、719CA2E、809CA2E） 【W】

CS- （229CAXE7、259CAXE7、289CAXE7、409CAX2E7、569CAX2E7、639CAX2E7） 【－】

CS- （229CAXK、289CAXK、409CAX2K、569CAX2K） 【－】

EX シリーズ CS-EX （229C、259C、289C、369C、409C2、569C2、639C2、719C2） 【W】【C】

CS-E （229CZ、259CZ、289CZ、409C2Z、569C2Z、639C2Z） 【W】

CS- （229CEX、259CEX、289CEX、369CEX、409CEX2、569CEX2、639CEX2、719CEX2） 【W】【C】

CS- （229CEE、259CEE、289CEE、369CEE、409CE2E、569CE2E、639CE2E、719CE2E） 【W】

CS- （229CEXE7、259CEXE7、289CEXE7、409CEX2E7、569CEX2E7） 【－】

CS- （229CEXJ、259CEXJ、289CEXJ、369CEXJ、409CEX2J、569CEX2J、639CEX2J、719CEX2J） 【－】

CS- （229CEXK、259CEXK、289CEXK、369CEXK、409CEX2K、569CEX2K、639CEX2K、719CEX2K） 【－】

CS- （229CEXBK、259CEXBK、289CEXBK、369CEXBK、409CEX2BK、569CEX2BK、639CEX2BK、719CEX2BK） 【－】

GX シリーズ CS-GX （229C、259C、289C、369C、409C2、569C2） 【W】

CS- （229CGX、259CGX、289CGX、369CGX、409CGX2、569CGX2） 【W】

CS- （229CGE、259CGE、289CGE、369CGE、409CG2E、569CG2E） 【W】

J シリーズ CS-J （229C、259C、289C、369C2、409C2、569C2） 【W】

CS- （229CJ、259CJ、289CJ、369CJ2、409CJ2、569CJ2） 【W】

CS- （229CJE、259CJE、289CJE、369CJ2E、409CJ2E、569CJ2E） 【W】

CS- （229CJK、259CJK、289CJK、409CJ2K、569CJ2K） 【－】

Z シリーズ CS- （229CZE7、259CZE7、289CZE7、409CZ2E7、569CZ2E7） 【－】

F シリーズ CS-F （229C、259C、289C、369C2、409C2、569C2、229CZ、259CZ、289CZ、409C2Z、569C2Z） 【W】

CS- （229CFR、259CFR、289CFR、409CFR2、569CFR2） 【W】

CS- （229CF、259CF、289CF、369CF2、409CF2、569CF2） 【W】

CS- （229CFE、259CFE、289CFE、369CF2E、409CF2E、569CF2E） 【W】

CS- （229CFE7、259CFE7、289CFE7、409CF2E7） 【－】

CS- （22BBL、25BBL、28BBL、36BBL2、40BBL2、56BBL2） 【W】

UX シリーズ CS-UX （259C2、289C2、409C2、569C2、639C2、719C2） 【W】

TX シリーズ CS-TX （229C、259C、289C2、409C2、569C2、639C2） 【W】

CY シリーズ CS- （289CY2、409CY2、569CY2） 【W】【T】

CW シリーズ
CC シリーズ
CK シリーズ
CA シリーズ

CS-B
CS-B
CS-B
CS-B

（409CW2、509CW2）
（229CC2、259CC2、289CC2、369CC2、409CC2、509CC2、569CC2）
（229CK2、259CK2、289CK2、369CK2、409CK2）
（289AK2、409CA2）

【－】
【－】
【－】
【－】



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
パナソ
ニック

株式会社
2020

※【Ｗ】、【Ｃ】、【T】は色記号となります(【-】のシリーズは色記号無し)。
※UX、TX、X、XS、VE、AX,EX、GX、Jシリーズシリーズは無線LAN内蔵タイプです。

ただし、Kシリーズは、別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。

設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。
※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、２２時間以上連続して運転できない場合があります。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（２０／ ４０）

UX シリーズ CS-UX （250D2、280D2、400D2、560D2、630D2、710D2） 【W】

TX シリーズ CS-TX （220D、250D、280D2、400D2、560D2、630D2） 【W】

K シリーズ CS-K （220D、250D、280D2、400D2、560D2） 【W】

X シリーズ CS-X （220D、250D、280D、360D、400D、400D2、560D2、630D2、710D2、800D2、900D2） 【W】

CS- （220DX、250DX、280DX、280DX2、360DX、360DX2、400DX、400DX2） 【W】【C】

CS- （560DX2、630DX2、710DX2、800DX2、900DX2） 【W】【C】

CS- （220DXE、250DXE、280DXE、280DX2E、360DXE、360DX2E,400DXE、400DX2E） 【W】

CS- （560DX2E、630DX2E、710DX2E、800DX2E、900DX2E） 【W】

XS シリーズ CS-XS （220D、250D、280D、280D2、360D、360D2、400D、400D2、560D2、630D2、710D2、
800D2、900D2）

【W】【C】

VE シリーズ CS- （220DVE8、250DVE8、280DVE8、360DVE8、400DV2E8、560DV2E8） 【－】

AXシリーズ

EXシリーズ

GXシリーズ

Jシリーズ

CS-
CS-AX
CS-A
CS-
CS-
CS-
CS-
CS-EX
CS-E
CS-
CS-
CS-
CS-

CS-

CS-

CS-GX
CS-
CS-
CS-J
CS-
CS-
CS-

（630DV2E8、710DV2E8、800DV2E8、900DV2E8）
（220D、250D、280D、400D2、560D2、630D2、710D2、800D2）
（220DZ、250DZ、280DZ、400D2Z、560D2Z、630D2Z、710D2Z、800D2Z）
（220DAX、250DAX、280DAX、400DAX2、560DAX2、630DAX2、710DAX2、800DAX2）
（220DAE、250DAE、280DAE、400DA2E、560DA2E、630DA2E、710DA2E、800DA2E）
（220DAXE8、250DAXE8、280DAXE8、400DAX2E8、560DAX2E8、630DAX2E8）
（220DAXK、280DAXK、400DAX2K、560DAX2K）
（220D、250D、280D、360D、400D2、560D2、630D2、710D2）
（220DZ、250DZ、280DZ、400D2Z、560D2Z、630D2Z）
（220DEX、250DEX、280DEX、360DEX、400DEX2、560DEX2、630DEX2、710DEX2）
（220DEE、250DEE、280DEE、360DEE、400DE2E、560DE2E、630DE2E、710DE2E）
（220DEXE8、250DEXE8、280DEXE8、400DEX2E8、560DEX2E8）
（220DEXJ、250DEXJ、280DEXJ、360DEXJ、400DEX2J、560DEX2J、630DEX2J、
710DEX2J）

（220DEXK、250DEXK、280DEXK、360DEXK、400DEX2K、560DEX2K、630DEX2K、
710DEX2K）

（220DEXBK、250DEXBK、280DEXBK、360DEXBK、400DEX2BK、560DEX2BK、
630DEX2BK、710DEX2BK）

（220D、250D、280D、360D、400D2、560D2、630D2）
（220DGX、250DGX、280DGX、360DGX、400DGX2、560DGX2、630DGX2）
（220DGE、250DGE、280DGE、360DGE、400DG2E、560DG2E、630DG2E）
（220D、250D、280D、360D2、400D2、560D2）
（220DJ、250DJ、280DJ、360DJ2、400DJ2、560DJ2）
（220DJE、250DJE、280DJE、360DJ2E、400DJ2E、560DJ2E）
（220DJK、250DJK、280DJK、400DJ2K、560DJ2K）

【－】
【W】
【W】
【W】
【W】
【－】
【－】
【W】【C】
【W】
【W】【C】
【W】
【－】
【－】

【－】

【－】

【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【W】
【－】



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン

パナソ
ニック

株式会社
2020

※【Ｗ】、【Ｃ】、【T】は色記号となります(【-】のシリーズは色記号無し)。
※別売のCF-TA9（無線アダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。

（ただし、Zシリーズは無線LAN内臓タイプのため上記別売品は不要です。
※パナソニック製エアコンを光BOX+(EMS版)で操作する場合は、必ずエアコン本体の設定を遠隔操作ができるようにしてからお使いください。

設定は付属のリモコンで行います。詳しくはエアコンの取り扱い説明書をご確認ください。
※エアコン本体を遠隔操作ができる環境にしていると、２２時間以上連続して運転できない場合があります。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

日立ジョンソン
コントロールズ

空調
株式会社

(表示社名:
日立グローバ
ルライフソリュー
ションズ株式会

社)

2020

XKシリーズ：RAS-XK25K, RAS-XK28/40/56/63/71K2 

HKシリーズ：RAS-HK22/25/28K

Xシリーズ：RAS-X22/25/28/36K, RAS-X36/40/56/63/71/80/90K2

XJシリーズ：RAS-XJ22/25/28/36K, RAS-XJ36/40/56/63/71/80/90K2

XCシリーズ：RAS-XC22/25/28/36K, RAS-XC36/40/56/63/71/80/90K2

ZJシリーズ：RAS-ZJ22/25/28/36K, RAS-ZJ40/56/63/71K2

Sシリーズ：RAS-S22/25/28/36K, RAS-S40/56/63/71K2

Vシリーズ：RAS-V22/25/28/36K, RAS-V40/56K2, RAS-VL63/71K2

Wシリーズ：RAS-W22/25/28/36K, RAS-W40/56K2

Cシリーズ：RAS-C22/25/28/36K, RAS-C40/56K2

MJシリーズ：RAS-MJ22/25/28/36K, RAS-MJ40/56/63/71K2

Gシリーズ：RAS-G22/25/28/36K, RAS-G40/56/63/71K2

Dシリーズ：RAS-D22/25/28/36K, RAS-D40/56K2

ACシリーズ：RAS-AC22/25/28/36K, RAS-AC40/56K2

AJシリーズ：RAS-AJ22/25/28/36/40K, RAS-AJ28/36/40/56K2

KJシリーズ：RAS-KJ22/25/28/36K, RAS-KJ40/56K2

※2019年以前の対応モデルも含む最新の対応モデルについてはhttps://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/

をご確認ください。

※別売のHEMSアダプター(SP-EM1)が必要です。エアコンへの据付はお買い上げの販売店か専門業者にご相談ください。

※日立ジョンソンコントロールズ空調製のエアコンおよびHEMSアダプターについてはお客様相談センター(0120-9597-25)

にお問い合わせください。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（２１／ ４０）

Z シリーズ CS- （220DZE8、250DZE8、280DZE8、400DZ2E8、560DZ2E8） 【－】

F シリーズ CS-F （220D、250D、280D、360D2、400D2、560D2、220DZ、250DZ、280DZ、 【W】

400D2Z、560D2Z）

CS- （220DFR、250DFR、280DFR、400DFR2、560DFR2） 【W】

CS- （220DFL、250DFL、280DFL、360DFL2、400DFL2、560DFL2） 【W】

CS- （220DFE、250DFE、280DFE、360DF2E、400DF2E、560DF2E） 【W】

CS- （220DFE8、250DFE8、280DFE8、400DF2E8） 【－】

https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/


[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン

日立ジョンソン
コントロールズ

空調
株式会社

(表示社名:
日立グローバ
ルライフソリュー
ションズ株式会

社)

2021

XKシリーズ：RAS-XK25L, RAS-XK28/40/56/63/71L2 

EKシリーズ：RAS-EK25/28/40/56L2 

HKシリーズ：RAS-HK22/25/28L

Xシリーズ：RAS-X22/25/28/36L, RAS-X36/40/56/63/71/80/90L2

XJシリーズ：RAS-XJ22/25/28/36L, RAS-XJ36/40/56/63/71/80/90L2

XCシリーズ：RAS-XC22/25/28/36L, RAS-XC36/40/56/63/71/80/90L2

ZJシリーズ：RAS-ZJ22/25/28/36L, RAS-ZJ40/56/63/71L2

Sシリーズ：RAS-S22/25/28/36L, RAS-S40/56/63/71L2

Vシリーズ：RAS-V22/25/28/36L, RAS-V40/56L2, RAS-VL63/71L2

Wシリーズ：RAS-W22/25/28/36L, RAS-W40/56L2

Cシリーズ：RAS-C22/25/28/36L, RAS-C40/56L2

MJシリーズ：RAS-MJ22/25/28/36L, RAS-MJ40/56/63/71L2

Gシリーズ：RAS-G22/25/28/36L, RAS-G40/56/63/71L2

Dシリーズ：RAS-D22/25/28/36L, RAS-D40/56L2

ACシリーズ：RAS-AC22/25/28/36L, RAS-AC40/56L2

AJシリーズ：RAS-AJ22/25/28/36/40L, RAS-AJ28/36/40/56L2

KJシリーズ：RAS-KJ22/25/28/36L, RAS-KJ40/56L2

※2019年以前のモデルも含む最新の対応モデルについてはhttps://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/

をご確認ください。

※別売のHEMSアダプター(SP-EM1)が必要です。エアコンへの据付はお買い上げの販売店か専門業者にご相談ください。

※日立ジョンソンコントロールズ空調製のエアコンおよびHEMSアダプターについてはお客様相談センター(0120-9597-25)

にお問い合わせください。

〇 〇 〇 〇 無線

株式会社
富士通
ゼネラル

2014

nocria® X シリーズ（AS-X80D2、AS-X71D2、 AS-X63D2、AS-X56D2、 AS-X45D2、AS-X28D）
nocria® Z シリーズ（AS-Z80D2、AS-Z71D2、AS-Z63D2、AS-Z56D2、AS-Z40D2、AS-Z28D、AS-Z25D、AS-Z22D）
nocria® ME シリーズ（AS-714M2E2、AS-634M2E2、AS-564M2E2、AS-404M2E2、AS-284ME2、AS-254ME2、

AS-224ME2）

※別売品の無線LAN接続アダプター（OP-J03A）もしくは、（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター（OP-J04A)が必要です。
※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」をご利用の際は、同アプリの「どこでも

エアコン」モードから、「ECHONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。「どこでもエアコン」モードのまま、光BOX+（EMS版）から
エアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 無線/有線

■家庭用エアコン（２２／ ４０）

https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/


[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社
富士通
ゼネラル

2015

nocria® X シリーズ （AS-X80E2、AS-X71E2、AS-X63E2、AS-X56E2、 AS-X40E2、 AS-X28E、AS-X25E、AS-X22E）
nocria® Z シリーズ （AS-Z80E2、AS-Z71E2、AS-Z63E2、AS-Z56E2、AS-Z40E2、AS-Z28E、AS-Z25E、AS-Z22E）
nocria® S シリーズ （AS-S56E2、AS-S40E2、AS-S28E、AS-S25E、AS-S22E）
nocria® M シリーズ （AS-M71E2、AS-M63E2、AS-M56E2、AS-M40E2、AS-M28E、AS-M25E、AS-M22E）
nocria® S-KS シリーズ （AS-S565KS2、AS-S405KS2、AS-S285KS、AS-S255KS、AS-S225KS）
nocria® BKS シリーズ （AS-565BKS2、AS-405BKS2、AS-285BKS、AS-255BKS、AS-225BKS)
W シリーズ （AS-W71E2、AS-W63E2、AS-W56E2、AS-W40E、AS-W28E、AS-W25E、AS-W22E）
R シリーズ （AS-R56E2 、AS-R40E 、AS-R28E 、AS-R25E 、AS-R22E）

※別売品の無線LAN接続アダプター（OP-J03A）もしくは、（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター（OP-J04A)が必要です。
※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」をご利用の際は、同アプリの「どこでも

エアコン」モードから、「ECHONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。「どこでもエアコン」モードのまま、光BOX+（EMS版）から
エアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 無線/有線

2016

nocria® X シリーズ （AS-X80F2、AS-X71F2、AS-X63F2、AS-X56F2、AS-X40F2、AS-X28F、AS-X25F、AS-X22F)
nocria® ZS シリーズ （AS-ZS80F2、AS-ZS71F2、AS-ZS63F2、AS-ZS56F2、AS-ZS40F2、AS-ZS28F、AS-ZS25F、

AS-ZS22F）
nocria® GS シリーズ （AS-GS71F2、AS-GS63F2、AS-GS56F2、AS-GS40F、AS-GS28F、AS-GS25F、AS-GS22F）
R シリーズ （AS-R56F2、AS-R40F、AS-R28F、AS-R25F、AS-R22F）
C シリーズ （AS-C56F2、AS-C40F、AS-C28F、AS-C25F、AS-C22F）
nocria® M シリーズ （AS-M71F2、AS-M63F2、AS-M56F2、AS-M40F2、AS-M28F、AS-M25F、AS-M22F）
nocria® S-KS シリーズ （AS-S566KS2、AS-S406KS2、AS-S286KS、AS-S256KS、AS-S226KS）
nocria® G-KS シリーズ （AS-G716KS2、AS-G636KS2、AS-G566KS2、AS-G406KS、AS-G286KS、AS-G256KS、

AS-G226KS）
nocria® BKS シリーズ （AS-566BKS2、AS-406BKS2、AS-286BKS、AS-256BKS、AS-226BKS）
nocria® XE シリーズ （AS-806X2E4、AS-716X2E4、AS-636X2E4、AS-566X2E4、AS-406X2E4、AS-286XE4、

AS-256XE4、AS-226XE4）
nocria® HE シリーズ （AS-806H2E4、AS-716H2E4、AS-636H2E4、AS-566H2E4、AS-406H2E4、AS-286HE4、

AS-256HE4、AS-226HE4）
nocria® CE シリーズ （AS-566C2E4、AS-406C2E4、AS-286CE4、AS-256CE4、AS-226CE4）
nocria® SN シリーズ （AS-S56FN2、AS-S40FN2、AS-S28FN、AS-S25FN、AS-S22FN）
W シリーズ （AS-W71F2、AS-W63F2、AS-W56F2、AS-W40F、AS-W28F、AS-W25F、AS-W22F）
CHシリーズ （AS-C566H2、AS-C406H、AS-C366H、AS-C286H、AS-C256H、AS-C226H）
EEシリーズ （AS-406EE4、AS-286EE4、AS-226EE4）
HKTシリーズ （AS-226HKT）
nocria®GN シリーズ （AS-GN56G2、AS-GN40G2、AS-GN28G2、AS-GN25G、AS-GN22G）

※別売品の無線LAN接続アダプター（OP-J03A）もしくは、（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター（OP-J04A)が必要です。
※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」をご利用の際は、同アプリの「どこでも
エアコン」モードから、「ECHONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。「どこでもエアコン」モードのまま、光BOX+（EMS版）から
エアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 無線/有線

■家庭用エアコン（２３／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社
富士通
ゼネラル

2017

nocria® X シリーズ （AS-X80G2、AS-X71G2、AS-X63G2、AS-X56G2、AS-X40G2、AS-X28G、
AS-X25G、AS-X22G）

nocria® Gシリーズ （AS-G71G2、AS-G63G2、AS-G56G2、AS-G40G2、AS-G28G、AS-G25G、AS-G22G）
nocria® XE シリーズ （AS-807X2E5、AS-717X2E5、AS-637X2E5、AS-567X2E5、AS-407X2E5、

AS-287XE5、AS-257XE5、AS-227XE5）
nocria® G シリーズ （AS-G71G2、AS-G63G2、AS-G56G2、AS-G40G2、AS-G28G、AS-G25G、AS-G22G）
nocria® D シリーズ （AS-D56G2、AS-D40G、AS-D28G、AS-D25G、AS-D22G）
nocria® R シリーズ （AS-R56G2、AS-R40G、AS-R28G、AS-R25G、AS-R22G）
nocria® C シリーズ （AS-C56G2、AS-C40G、AS-C28G、AS-C25G、AS-C22G）
nocria® Mシリーズ （AS-M71G2、AS-M63G2、AS-M56G2、AS-M40G2、AS-M28G、AS-M25G、AS-M22G）
nocria®S-KSシリーズ （AS-S567KS2、AS-S407KS2、AS-S287KS、AS-S257KS、AS-S227KS）
nocria®G-KSシリーズ （AS-G717KS2、AS-G637KS2、AS-G567KS2、AS-G407KS、AS-G287KS、

AS-G257KS、AS-G227KS）
nocria®BKSシリーズ （AS-567BKS2、AS-407BKS2、AS-287BKS、AS-257BKS、AS-227BKS）
nocria®HEシリーズ （AS-807H2E5、AS-717H2E5、AS-637H2E5、AS-567H2E5、AS-407H2E5、

AS-287HE5、AS-257HE5、AS-227HE5)
nocria®CEシリーズ （AS-567C2E5、AS-407C2E5、AS-287CE5、AS-257CE5、AS-227CE5）
nocria®EEシリーズ （AS-407EE5、AS-287EE5、AS-257EE5、AS-227EE5）
nocria®SNシリーズ （AS-S567N2、AS-S407N2、AS-S287N、AS-S257N、AS-S227N)
nocria®CHシリーズ （AS-C566H2、AS-C406H、AS-C366H、AS-C286H、AS-C256H、AS-C226H）

※別売品の無線LAN接続アダプター（OP-J03A）もしくは、（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター
（OP-J04A）が必要です。

※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」をご利用の際は、
同アプリの「どこでもエアコン」モードから、「ECHONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。「どこでもエアコン」
モードのまま、光BOX+（EMS版）からエアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 無線/有線

■家庭用エアコン（２４／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社
富士通
ゼネラル

2018

nocria® X シリーズ (AS-X80H2,AS-X71H2,AS-X63H2,AS-X56H2,AS-X40H2,AS-X28H,
AS-X25H,AS-X22H)

nocria® XS シリーズ (AS-XS71H2,AS-XS63H2,AS-XS56H2,AS-XS40H,AS-XS28H,
AS-XS25H,AS-XS22H) 

nocria® Ｚ シリーズ (AS-Ｚ71H2,AS-Ｚ63H2,AS-Ｚ56H2,AS-Ｚ40H2,AS-Ｚ28H,
AS-Ｚ25H,AS-Ｚ22H)

nocria® Ｄ シリーズ (AS-Ｄ56H2,AS-Ｄ40H,AS-Ｄ28H,AS-Ｄ25H,AS-Ｄ22H)
nocria® Ｃ シリーズ （AS-C56H2,AS-C40H,AS-C28H,AS-C25H, AS-C22H）
nocria® XＮシリーズ （ AS-XN56H2,AS-XN40H2,AS-XN28H2,AS-XN25H,AS-XN22H)
nocria® GＮシリーズ （ AS-GN56H2,AS-GN40H2,AS-GN28H2,AS-GN25H,AS-GN22H)
nocria® Gシリーズ (AS-G71H2,AS-G63H2,AS-G56H2,AS-G40H2,AS-G28H,

AS-G25H,AS-G22H)
nocria® V シリーズ (AS-V71H2,AS-V63H2,AS-V56H2,AS-V40H,AS-V28H,

AS-V25H,AS-V22H)
nocria® CHシリーズ （AS-C568H2,AS-C408H,AS-C288H,AS-C258H, AS-C228H）
nocria® XE シリーズ(AS-808X2E6,AS-718X2E6,AS-638X2E6,AS-568X2E6,AS-408X2E6,

AS-288XE6,AS-258XE6,AS-228XE6）
nocria® R シリーズ (AS-R56H2,AS-R40H,AS-R28H,AS-R25H,AS-R22H)
nocria® Mシリーズ (AS-M71H2,AS-M63H2,AS-M56H2,AS-M40H2,AS-M28H,

AS-M25H,AS-M22H)
nocria®S-KSシリーズ(AS-S568KS2,AS-S408KS2,AS-S288KS,AS-S258KS,AS-S228KS)
nocria®D-KSシリーズ(AS-D568KS2,AS-D408KS,AS-D288KS,AS-D258KS,AS-D228KS）
nocria®BKDシリーズ(AS-568BKD2,AS-408BKD2,AS-288BKD,AS-258BKD,AS-228BKD)
nocria®HEシリーズ(AS-568H2E6,AS-408H2E6,AS-288HE6,AS-258HE6,AS-228HE6)
nocria®CEシリーズ(AS-568C2E6,AS-408C2E6,AS-288CE6,AS-258CE6,AS-228CE6)
nocria®EEシリーズ（AS-408EE6,AS-288EE5,AS-258EE6,AS-228EE6）
nocria®SNシリーズ(AS-S568N2,AS-S408N2,AS-S288N,AS-S258N,AS-S228N)
nocria®TKシリーズ(AS-568TK2,AS-408TK,AS-288TK,AS-258TK,AS-228TK)

※別売品の無線LAN接続アダプター（OP-J03A)もしくは,（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター
（OP-J04A)が必要です。

※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」をご利用の際は、
同アプリの「どこでもエアコン」モードから、「ECHONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。「どこでもエアコン」
モードのまま、光BOX+（EMS版）からエアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 無線/有線

■家庭用エアコン（２５／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社
富士通
ゼネラル

2019

nocria® X シリーズ (AS-X80J2,AS-X71J2,AS-X63J2,AS-X56J2,AS-X40J2,AS-X28J, AS-X25J,AS-X22J)
nocria® XS シリーズ (AS-XS71J2,AS-XS63J2,AS-XS56J2,AS-XS40J,AS-XS28J, AS-XS25J,AS-XS22J) 
nocria® Ｚ シリーズ (AS-Z80J2,AS-Z71J2,AS-Z63J2,AS-Z56J2,AS-Z40J2,AS-Z28J,AS-Z25J,AS-Z22J)
nocria® Ｄ シリーズ (AS-D56J2,AS-D40J,AS-D28J,AS-D25J,AS-D22J)
nocria® Ｃ シリーズ （AS-C56J2,AS-C40J,AS-C28J,AS-C25J, AS-C22J）
nocria® V シリーズ (AS-V71J2,AS-V63J2,AS-V56J2,AS-V40J,AS-V28J,AS-V25J,AS-V22J)
nocria® F シリーズ (AS-F56J2,AS-F40J2,AS-F28J,AS-F25J,AS-F22J)
nocria® CHシリーズ （AS-C569H2,AS-C409H,AS-C289H,AS-C259H, AS-C229H）
nocria® XE シリーズ(AS-809X2E7,AS-719X2E7,AS-639X2E7,AS-569X2E7,AS-409X2E7,

AS-289XE7,AS-259XE7,AS-229XE7）
nocria® R シリーズ (AS-R56J2,AS-R40J,AS-R28J,AS-R25J,AS-R22J)
nocria® RH シリーズ (AS-R569H2,AS-R409H,AS-R289H,AS-R259H,AS-R229H)
nocria® Mシリーズ (AS-M71J2,AS-M63J2,AS-M56J2,AS-M40J2,AS-M28J,AS-M25J,AS-M22J)
nocria® MHシリーズ (AS-M719H2,AS-M639H2,AS-M569H2,AS-M409H2,AS-M289H,AS-M259H,

AS-M229H)
nocria®S-KSシリーズ(AS-S569KS2,AS-S409KS2,AS-S289KS,AS-S259KS,AS-S229KS)
nocria®D-KSシリーズ(AS-D569KS2,AS-D409KS,AS-D289KS,AS-D259KS,AS-D229KS）
nocria®BKSシリーズ(AS-569BKS2,AS-409BKS2,AS-289BKS,AS-259BKS,AS-229BKS)
nocria®HEシリーズ(AS-569H2E7,AS-409H2E7,AS-289HE7,AS-259HE7,AS-229HE7)
nocria®CEシリーズ(AS-569C2E7,AS-409C2E7,AS-289CE7,AS-259CE7,AS-229CE7)
nocria®EEシリーズ（AS-409EE7,AS-289EE5,AS-259EE7,AS-229EE7）
nocria®SNシリーズ(AS-S569N2,AS-S409N2,AS-S289N,AS-S259N,AS-S229N)
nocria®SJシリーズ(AS-S569J2,AS-S409J2,AS-S289J,AS-S259J,AS-S229J)

※別売品の無線LAN接続アダプター（OP-J03A)もしくは,（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター
（OP-J04A)が必要です。
（無線LANアダプター内蔵型のnocria® X シリーズ、XEシリーズ、Ｄ シリーズ 、 D-KSシリーズ除く）

※nocria® X シリーズ、XEシリーズ、Ｄ シリーズ 、 D-KSシリーズは有線接続はできません。
※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」を

ご利用の際は、同アプリの「どこでもエアコン」モードから、「ECJONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。
「どこでもエアコン」モードのまま、光BOX+（EMS版）からエアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

■家庭用エアコン（２６／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社
富士通
ゼネラル

2020

nocria® X シリーズ (AS-X90K2,AS-X80K2,AS-X71K2,AS-X63K2,AS-X56K2,AS-X40K2,
AS-X28K, AS-X25K,AS-X22K)

nocria® Ｚ シリーズ (AS-Z90K2,AS-Z80K2,AS-Z71K2,AS-Z63K2,AS-Z56K2,AS-Z40K2,
AS-Z28K,AS-Z25K,AS-Z22K)

nocria® SV シリーズ (AS-SV56K2,AS-SV40K2,AS-SV28K,AS-SV25K,AS-SV22K)
nocria® Ｄ シリーズ (AS-D56K2,AS-D40K,AS-D28K,AS-D25K,AS-D22K)
nocria® Ｃ シリーズ （AS-C56K2,AS-C40K,AS-C28K,AS-C25K, AS-C22K）
nocria® DN シリーズ （AS-DN56K2,AS-DN40K2,AS-DN28K2,AS-DN25K, AS-DN22K）
nocria® XW シリーズ (AS-XW90K2,AS-XW80K2,AS-XW71K2,AS-XW63K2,AS-XW56K2,AS-XW40K2,

AS-XW28K, AS-XW25K,AS-XW22K)
nocria® V シリーズ (AS-V71K2,AS-V63K2,AS-V56K2,AS-V40K,AS-V28K,AS-V25K,AS-V22K)
nocria® CHシリーズ （AS-CH560K2,AS-CH400K,AS-CH280K,AS-CH250K,AS-CH220K）
nocria® AE シリーズ(AS-630A2E8,AS-560A2E8,AS-400A2E8,AS-280AE8,AS-250AE8,AS-220AE8）
nocria® R シリーズ (AS-R56K2,AS-R40K,AS-R28K,AS-R25K,AS-R22K)
nocria® RH シリーズ (AS-RH560K2,AS-RH400K,AS-RH280K,AS-RH250K,AS-RH220K)
nocria® Mシリーズ (AS-M71K2,AS-M63K2,AS-M56K2,AS-M40K2,AS-M28K,AS-M25K,AS-M22K)
nocria® MHシリーズ (AS-MH710K2,AS-MH630K2,AS-MH560K2,AS-MH400K2,AS-MH280K,AS-MH250K,

AS-MH220K)
nocria®Z-KSシリーズ(AS-Z900KS2,AS-Z800KS2,AS-Z710KS2,AS-Z630KS2,AS-Z560KS2,AS-Z400KS2,

AS-Z280KS,AS-Z250KS,AS-Z220KS)
nocria®D-KSシリーズ(AS-D560KS2,AS-D400KS,AS-D280KS,AS-D250KS,AS-D220KS）
nocria®SV-BKシリーズ(AS-SV560BK2,AS-SV400BK2,AS-SV280BK,AS-SV250BK,AS-SV220BK)
nocria®CEシリーズ(AS-560C2E8,AS-400C2E8,AS-280CE8,AS-250CE8,AS-220CE8)
nocria®EEシリーズ（AS-408EE8,AS-280EE8,AS-250EE8,AS-220EE8）
nocria®SJシリーズ(AS-S560J2,AS-S400J2,AS-S280J,AS-S250J,AS-S220J)
nocria®C-HKシリーズ(AS-C40HK,AS-C28HK,AS-C22HK)
nocria®ZTシリーズ（AS-ZT400K2）
nocria®DJTKシリーズ(AS-D560JTK2,AS-D400JTK,AS-D280JTK,AS-D250JTK,AS-D220JTK)
nocria®HMシリーズ(AU-HM710K2,AU-HM560K2)

※別売品の無線LAN接続アダプター(OP-J03BZ)もしくは,（OP-J03A),（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター
（OP-J04A)が必要です。
（無線LANアダプター内蔵型のnocria® Xシリーズ,Zシリーズ,SVシリーズ,Dシリーズ,DNシリーズ,XWシリーズ,AEシリーズ,

Z-KSシリーズ,D-KSシリーズ,SV-BKシリーズ,ZTシリーズ,DJTKシリーズ,HMシリーズ除く）
※nocria® Xシリーズ,Zシリーズ,SVシリーズ,Dシリーズ,DNシリーズ,XWシリーズ,AEシリーズ,Z-KSシリーズ,D-KSシリーズ,

SV-BKシリーズ,ZTシリーズ,DJTKシリーズ,HMシリーズ,Cシリーズ,EEシリーズ,Mシリーズは有線接続はできません。
※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」を

ご利用の際は、同アプリの「どこでもエアコン」モードから、「ECHONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。
「どこでもエアコン」モードのまま、光BOX+（EMS版）からエアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

■家庭用エアコン（２７／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
株式会社
富士通
ゼネラル

2021

nocria® X シリーズ (AS-X901L2,AS-X801L2,AS-X711L2,AS-X631L2,AS-X561L2,AS-X401L2,
AS-X281L, AS-X251L,AS-X221L)

nocria® Ｚ シリーズ (AS-Z901L2,AS-Z801L2,AS-Z711L2,AS-Z631L2,AS-Z561L2,AS-Z401L2,
AS-Z281L,AS-Z251L,AS-Z221L)

nocria® SV シリーズ (AS-SV561L2,AS-SV401L2,AS-SV281L,AS-SV251L,AS-SV221L)
nocria® Ｄ シリーズ (AS-D561L2,AS-D401L,AS-D281L,AS-D251L,AS-D221L)
nocria® Ｃ シリーズ （AS-C561L2,AS-C401L,AS-C281L,AS-C251L, AS-C221L）
nocria® DN シリーズ （AS-DN561L2,AS-DN401L2,AS-DN281L2,AS-DN251L, AS-DN221L）
nocria® XW シリーズ (AS-XW901L2,AS-XW801L2,AS-XW711L2,AS-XW631L2,AS-XW561L2,AS-XW401L2,

AS-XW281L, AS-XW251L,AS-XW221L)
nocria® V シリーズ (AS-V711L2,AS-V631L2,AS-V561L2,AS-V401L,AS-V281L,AS-V251L,AS-V221L)
nocria® CHシリーズ （AS-CH561L2,AS-CH401L,AS-CH281L,AS-CH251L,AS-CH221L）
nocria® AE シリーズ(AS-631LA2E9,AS-561LA2E9,AS-401LA2E9,AS-281LAE9,AS-251LAE9,AS-221LAE9）
nocria® R シリーズ (AS-R561L2,AS-R401L,AS-R281L,AS-R251L,AS-R221L)
nocria® RH シリーズ (AS-RH561L2,AS-RH401L,AS-RH281L,AS-RH251L,AS-RH221L)
nocria® Mシリーズ (AS-M711L2,AS-M631L2,AS-M561L2,AS-M41L2,AS-M281L,AS-M251L,AS-M221L)
nocria® MHシリーズ (AS-MH711L2,AS-MH631L2,AS-MH561L2,AS-MH401L2,AS-MH281L,AS-MH251L,

AS-MH221L)
nocria®Z-KSシリーズ(AS-Z901LKS2,AS-Z801LKS2,AS-Z711LKS2,AS-Z631LKS2,AS-Z561LKS2,

AS-Z401LKS2,AS-Z281LKS,AS-Z251LKS,AS-Z221LKS)
nocria®D-KSシリーズ(AS-D561LKS2,AS-D401LKS,AS-D281LKS,AS-D251LKS,AS-D221LKS）
nocria®SV-BKシリーズ(AS-SV561LBK2,AS-SV401LBK2,AS-SV281LBK,AS-SV251LBK,AS-SV221LBK)
nocria®FEシリーズ(AS-561LF2E9,AS-401LF2E9,AS-281LFE9,AS-251LFE9,AS-221LFE9)
nocria®KEシリーズ(AS-561LK2E9,AS-401LK2E9,AS-281LKE9,AS-251LKE9,AS-221LKE9)
nocria®EEシリーズ(AS-401EE9,AS-281EE9,AS-251EE9,AS-221EE9）
nocria®SJシリーズ(AS-S561LJ2,AS-S401LJ2,AS-S281LJ,AS-S251LJ,AS-S221LJ)
nocria®C-HKシリーズ(AS-C401LHK,AS-C281LHK,AS-C221LHK)
nocria®DTKシリーズ(AS-D561LTK2,AS-D401LTK,AS-D281LTK,AS-D251LTK,AS-D221LTK)
nocria® AH-A シリーズ (AS-AH401LA,AS-AH361LA,AS-AH281LA,AS-AH251LA,AS-AH221LA)  

※別売品の無線LAN接続アダプター(OP-J03BZ)もしくは,（OP-J03A),（APS-12B）か別売品の有線LAN接続アダプター
（OP-J04A)が必要です。
（無線LANアダプター内蔵型のnocria® Xシリーズ,Zシリーズ,SVシリーズ, DNシリーズ,XWシリーズ,AEシリーズ,

Z-KSシリーズ,D-KSシリーズ,SV-BKシリーズ,FEシリーズ，DTKシリーズ,AH-Aシリーズ除く）
※nocria® Xシリーズ,Zシリーズ,SVシリーズ, DNシリーズ,XWシリーズ,AEシリーズ,

Z-KSシリーズ,D-KSシリーズ,SV-BKシリーズ,FEシリーズ，DTKシリーズ,AH-Aシリーズ,Dシリーズ,
SV-BKシリーズ,ZTシリーズ,DJTKシリーズ,HMシリーズ,Cシリーズ,KEシリーズ,EEシリーズ,Mシリーズは有線接続はできません。

※光BOX+（EMS版）からエアコンを操作する場合、富士通ゼネラルエアコン操作アプリ「どこでもエアコン」を
ご利用の際は、同アプリの「どこでもエアコン」モードから、「ECHONET Liteエアコンモード」に切り替える必要があります。
「どこでもエアコン」モードのまま、光BOX+（EMS版）からエアコンを操作することはできません。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

■家庭用エアコン（２８／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
三菱電機
株式会社

2014

MSZ-ZXV225-W,T、MSZ-ZXV255-W,T、MSZ-ZXV285-W,T、MSZ-ZXV365-W,T、
MSZ-ZXV635S-W,T、MSZ-ZXV715S-W,T、MSZ-ZXV805S-W,T、MSZ-ZXV285S-W,T、
MSZ-ZXV365S-W,T、MSZ-ZXV405S-W,T、MSZ-ZXV565S-W,TMSZ-ZXV905S-W,T

※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-WF002-AC)が必要です。

〇 〇 〇 〇 無線

2015

MSZ-ZXVシリーズ（225,255,285,285S,365,365S,405S,565S,635S,715S,805S,905S 
各Ｗ,T）

MSZ-HXVシリーズ (255,285S,405S,565S,635S 各Ｗ,Ｔ）
MSZ-JXVシリーズ （225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各Ｗ,Ｔ）
MSZ-BXVシリーズ（225,255,285,365,405S,565S Wのみ）
MSZ-AXVシリーズ（225,255,285,285S,365,365S,405S,565S 各Ｗ,Ｔ）
MSZ-KXVシリーズ（225,255,285S,405S,565S 各W,T）
MLZ-RXシリーズ、GXシリーズ、Wシリーズ

※１ MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。
※２ MLZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-ACB)、取付金具及び延長ケーブルが

必要です。
※３ 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、

霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってから取り外してください。
エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。

※４ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※５ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（２９／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

エアコン
三菱電機
株式会社

2016

MSZ-FZVシリーズ（4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ）
MSZ-FZシリーズ（4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S Wのみ）
MSZ-ZXVシリーズ
（2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各Ｗ,T）
MSZ-ZWシリーズ
（2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S,8016S,9016S 各Ｗ,T）
MSZ-EMシリーズ
（2216E4,2516E4,2816E4,3616E4,4016E4S,5616E4S,6316E4S,7116E4S,8016E4S,

9016E4S Ｗのみ）
MSZ-HXVシリーズ (2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ）
MSZ-ZDシリーズ （2516,2816S,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ）
MSZ-XDシリーズ（2216,2516,2816S,3616S,4016S,5616S Wのみ）
MSZ-KXVシリーズ（2216,2516,2816S,4016S,5616S 各W,T）

MSZ-FLVシリーズ（2816,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S 各W,R）
MSZ-FLシリーズ（2816,3616,4016S,5616S,6316S,7116S 各W,R）
MSZ-JXVシリーズ（2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S,6316S,7116S 各W,T）
MSZ-Xシリーズ （2216,2516,2816,3616,4016S,5616S,6316S,7116S Wのみ）
MSZ-BXVシリーズ（2216,2516,2816,3616,4016S,5616S Wのみ）
MSZ-Lシリーズ（2216,2516,2816,3616,4016S,5616S Wのみ）
MSZ-AXVシリーズ（2216,2516,2816,2816S,3616,3616S,4016S,5616S 各W,T）
MSZ-Pシリーズ（2216,2516,2816,3616,4016S,5616S Wのみ）

※１ MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。
※２ 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、

霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってから取り外してください。
エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。

※３ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※４ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■家庭用エアコン（３０／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

エアコン 三菱電機
株式会社

2017

MSZ-FZVシリーズ（4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S Wのみ）
MSZ-FZシリーズ（4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S Wのみ）
MSZ-ZXVシリーズ
（2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S 各Ｗ,T）
MSZ-ZWシリーズ
（2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S,6317S,7117S,8017S,9017S 各Ｗ,T）
MSZ-VXVシリーズ（4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ）
MSZ-FDシリーズ（4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ）
MSZ-HXVシリーズ (2517,2817S,4017S,5617S,6317S,7117S 各Ｗ,T）
MSZ-ZDシリーズ （2517,2817S,4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ）
MSZ-NXVシリーズ（2217,2517,2817S,3617S,4017S,5617S Wのみ）
MSZ-XDシリーズ（2217,2517,2817S,3617S,4017S,5617S,6317S Wのみ）
MSZ-KXVシリーズ（2217,2517,2817,2817S,4017S,5617S 各W,T）
MSZ-JXVシリーズ（2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S,6317S,7117S 各W,T）
MSZ-Xシリーズ （2217,2517,2817,3617,4017S,5617S,6317S,7117S Wのみ）
MSZ-BXVシリーズ（2217,2517,2817,3617,4017S,5617S Wのみ）
MSZ-Lシリーズ（2217,2517,2817,3617,4017S,5617S Wのみ）
MSZ-AXVシリーズ（2217,2517,2817,2817S,3617,3617S,4017S,5617S 各W,R）
MSZ-Sシリーズ（2217,2517,2817,3617,4017S,5617S 各W,N）

※１ MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。
※２ 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、

霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってから取り外してください。
エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。

※３ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※４ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（３１／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

エアコン 三菱電機
株式会社

2018

MSZ-FZVシリーズ（4018S,5618S,6318S,7118S,8018S,9018S Wのみ）
MSZ-FZシリーズ（4018S,5618S,6318S,7118S,8018S,9018S Wのみ）
MSZ-ZXVシリーズ
（2218,2518,2818,2818S,3618,3618S,4018S,5618S,6318S,7118S,8018S,9018S 各Ｗ,T）
MSZ-ZWシリーズ
（2218,2518,2818,2818S,3618,3618S,4018S,5618S,6318S,7118S,8018S,9018S 各Ｗ,T）
MSZ-FLVシリーズ（2818,3618S,4018S,5618S,6318S,7118S)
MSZ-FLシリーズ（2818,3618S,4018S,5618S,6318S,7118S)
MSZ-VXVシリーズ（4018S,5618S,6318S,7118S Wのみ）
MSZ-FDシリーズ（4018S,5618S,6318S,7118S Wのみ）
MSZ-HXVシリーズ (2518,2818S,4018S,5618S,6318S,7118S 各Ｗ,T）
MSZ-ZDシリーズ （2518,2818S,4018S,5618S,6318S,7118S Wのみ）
MSZ-NXVシリーズ（2218,2518,2818S,3618S,4018S,5618S Wのみ）
MSZ-XDシリーズ（2218,2518,2818S,3618S,4018S,5618S,6318S Wのみ）
MSZ-KXVシリーズ（2218,2518,2818,2818S,4018S,5618S 各W,T）
MSZ-JXVシリーズ（2218,2518,2818,2818S,3618,3618S,4018S,5618S,6318S,7118S 各W,T）
MSZ-Xシリーズ （2218,2518,2818,3618,4018S,5618S,6318S,7118S Wのみ）
MSZ-BXVシリーズ（2218,2518,2818,3618,4018S,5618S Wのみ）
MSZ-Lシリーズ（2218,2518,2818,3618,4018S,5618S Wのみ）
MSZ-AXVシリーズ（2218,2518,2818,2818S,3618,3618S,4018S,5618S 各W,R）
MSZ-Sシリーズ（2218,2518,2818,3618,4018S,5618S 各W,N）

※１ MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。
※２ 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、

霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってから取り外してください。
エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。

※３ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※４ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

※５ AIスピーカーの使用は、宅内からの操作に限ります。

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（３２／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

エアコン 三菱電機
株式会社

2019

MSZ-FZVシリーズ（4019S,5619S,6319S,7119S,8019S,9019S Wのみ）
MSZ-FZシリーズ（4019S,5619S,6319S,7119S,8019S,9019S Wのみ）
MSZ-ZXVシリーズ
（2219,2519,2819,2819S,3619,3619S,4019S,5619S,6319S,7119S,8019S,9019S 各Ｗ,T）
MSZ-ZWシリーズ
（2219,2519,2819,2819S,3619,3619S,4019S,5619S,6319S,7119S,8019S,9019S 各Ｗ,T）
MSZ-VXVシリーズ（4019S,5619S,6319S,7119S Wのみ）
MSZ-FDシリーズ（4019S,5619S,6319S,7119S Wのみ）
MSZ-HXVシリーズ (2519,2819S,4019S,5619S,6319S,7119S 各Ｗ,T）
MSZ-ZDシリーズ （2519,2819S,4019S,5619S,6319S,7119S Wのみ）
MSZ-NXVシリーズ（2219,2519,2819S,3619S,4019S,5619S Wのみ）
MSZ-XDシリーズ（2219,2519,2819S,3619S,4019S,5619S,6319S Wのみ）
MSZ-KXVシリーズ（2219,2519,2819,2819S,4019S,5619S 各W,T）
MSZ-JXVシリーズ（2219,2519,2819,2819S,3619,3619S,4019S,5619S,6319S,7119S 各W,T）
MSZ-Xシリーズ （2219,2519,2819,3619,4019S,5619S,6319S,7119S Wのみ）
MSZ-BXVシリーズ（2219,2519,2819,3619,4019S,5619S Wのみ）
MSZ-Rシリーズ（2219,2519,2819,3619,4019S,5619S Wのみ）
MSZ-AXVシリーズ（2219,2519,2819,2819S,3619,3619S,4019S,5619S 各W,N）
MSZ-Sシリーズ（2219,2519,2819,3619,4019S,5619S 各W,N）
MSZ-GVシリーズ（2219,2519,2819,3619,4019S,5619S 各W,R）
MSZ-GEシリーズ（2219,2519,2819,3619,4019S,5619S 各W,R）

※１ MSZシリーズの接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。
※２ 霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、

霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってから取り外してください。
エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。

※３ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※４ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

※５ AIスピーカーの使用は、宅内からの操作に限ります。

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（３３／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

エアコン 三菱電機
株式会社

2020

MSZ-FZVシリーズ（4020S,5620S,6320S,7120S,8020S,9020S Wのみ）
MSZ-FZシリーズ（4020S,5620S,6320S,7120S,8020S,9020S Wのみ）
MSZ-ZXVシリーズ
（2220,2520,2820,2820S,3620,3620S,4020S,5620S,6320S,7120S,8020S,9020S 各Ｗ,T）
MSZ-ZWシリーズ
（2220,2520,2820,2820S,3620,3620S,4020S,5620S,6320S,7120S,8020S,9020S 各Ｗ,T）
MSZ-FLVシリーズ（2820,3620S,4020S,5620S,6320S,7120S)
MSZ-FLシリーズ（2820,3620S,4020S,5620S,6320S,7120S)
MSZ-VXVシリーズ（4020S,5620S,6320S,7120S Wのみ）
MSZ-FDシリーズ（4020S,5620S,6320S,7120S Wのみ）
MSZ-HXVシリーズ (2520,2820S,4020S,5620S,6320S,7120S 各Ｗ,T）
MSZ-ZDシリーズ （2520,2820S,4020S,5620S,6320S,7120S Wのみ）
MSZ-NXVシリーズ（2220,2520,2820S,3620S,4020S,5620S Wのみ）
MSZ-XDシリーズ（2220,2520,2820S,3620S,4020S,5620S,6320S Wのみ）
MSZ-KXVシリーズ（2220,2520,2820,2820S,4020S,5620S 各W,T）
MSZ-JXVシリーズ（2220,2520,2820,2820S,3620,3620S,4020S,5620S,6320S,7120S 各W,T）
MSZ-Xシリーズ （2220,2520,2820,3620,4020S,5620S,6320S,7120S Wのみ）
MSZ-BXVシリーズ（2220,2520,2820,3620,4020S,5620S Wのみ）
MSZ-Rシリーズ（2220,2520,2820,3620,4020S,5620S Wのみ）
MSZ-AXVシリーズ（2220,2520,2820,2820S,3620,3620S,4020S,5620S 各W,N,A）
MSZ-Sシリーズ（2220,2520,2820,3620,4020S,5620S 各W,N,A）
MSZ-GVシリーズ（2220,2520,2820,3620,4020S,5620S 各W,R）
MSZ-GEシリーズ（2220,2520,2820,3620,4020S,5620S 各W,R）

※１ MSZ-FZV、FZ、ZXV、ZWシリーズは無線LANモジュールが内蔵されており、三菱電機製HEMS用アダプターは不要です。
また、霧ヶ峰REMOTEとの併用はできません。霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、光BOX+（EMS版）に
切り替える前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってください。

※２ MSZ-FZV、FZ、ZXV、ZWシリーズ（無線LANアダプター内蔵）以外のエアコンで霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、
無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、 霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン
解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。
光BOX+（EMS版）接続の際は、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。

※３ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※４ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

※５ AIスピーカーの使用は、宅内からの操作に限ります。

○ ○ ○ ○ 無線

■家庭用エアコン（３４／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（３５／ ４０）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

エアコン 三菱電機
株式会社

2021

2022年度モデル
MSZ-FZVシリーズ（4022S,5622S,6322S,7122S,8022S,9022S Wのみ）
MSZ-FZシリーズ（4022S,5622S,6322S,7122S,8022S,9022S Wのみ）
MSZ-VXVシリーズ（4022S,5622S,6322S,7122S Wのみ）
MSZ-FDシリーズ（4022S,5622S,6322S,7122S Wのみ）
MSZ-HXVシリーズ (2522,2822S,4022S,5622S,6322S,7122S Ｗのみ）
MSZ-ZDシリーズ （2522,2822S,4022S,5622S,6322S,7122S Wのみ）
MSZ-NXVシリーズ（2222,2522,2822S,3622S,4022S,5622S,6322S Wのみ）
MSZ-XDシリーズ（2222,2522,2822S,3622S,4022S,5622S,6322S Wのみ）
MSZ-KXVシリーズ（2222,2522,2822,2822S,4022S,5622S 各W,T）

※１ MSZ-FZV、FZ、ZXV、ZWシリーズは無線LANモジュールが内蔵されており、三菱電機製HEMS用アダプターは不要です。
また、霧ヶ峰REMOTEとの併用はできません。霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、光BOX+（EMS版）に
切り替える前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってください。

※２ MSZ-FZV、FZ、ZXV、ZWシリーズ（無線LANアダプター内蔵）以外のエアコンで霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、
無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、 霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン
解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。
光BOX+（EMS版）接続の際は、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。

※３ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※４ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

※５ AIスピーカーの使用は、宅内からの操作に限ります。

○ ○ ○ ○ 無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（３６／ ４０）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

エアコン 三菱電機
株式会社

2021

2021年度モデル
MSZ-FZVシリーズ（4021S,5621S,6321S,7121S,8021S,9021S Wのみ）
MSZ-FZシリーズ（4021S,5621S,6321S,7121S,8021S,9021S Wのみ）
MSZ-ZXVシリーズ
（2221,2521,2821,2821S,3621,3621S,4021S,5621S,6321S,7121S,8021S,9021S 各Ｗ,T）
MSZ-ZWシリーズ
（2221,2521,2821,2821S,3621,3621S,4021S,5621S,6321S,7121S,8021S,9021S 各Ｗ,T）
MSZ-FLVシリーズ（2821,3621S,4021S,5621S,6321S,7121S 各R,W,K)
MSZ-FLシリーズ（2821,3621,4021S,5621S,6321S,7121S 各R,W,K)
MSZ-FDシリーズ（4021S,5621S,6321S,7121S Wのみ）
MSZ-ZDシリーズ （2521,2821S,4021S,5621S,6321S,7121S Wのみ）
MSZ-XDシリーズ（2221,2521,2821S,3621S,4021S,5621S,6321S Wのみ）
MSZ-JXVシリーズ（2221,2521,2821,2821S,3621,3621S,4021S,5621S,6321S,7121S 各W,T）
MSZ-Xシリーズ （2221,2521,2821,3621,4021S,5621S,6321S,7121S Wのみ）
MSZ-BXVシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S,6321S,7121S Wのみ）
MSZ-Rシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S,6321S,7121S Wのみ）
MSZ-AXVシリーズ（2221,2521,2821,2821S,3621,3621S,4021S,5621S 各W,N,A）
MSZ-Sシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S 各W,N,A）
MSZ-GVシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S 各W,T）
MSZ-GEシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S Wのみ）
MSZ-ZYシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S,6321S,7121S Wのみ）
MSZ-XKシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S,6321S,7121S Wのみ）
MSZ-AHシリーズ（2221,2521,2821, 4021S,5621S Wのみ）
MSZ-Eシリーズ（2221,2521,2821, 4021S,5621S Wのみ）
MSZ-EMシリーズ（2221E9,2521E9,2821E9,3621E9,4021E9S,5621E9S,6321E9S,7121E9S Wのみ）
MSZ-EXシリーズ（2221E9,2521E9,2821E9,3621E9,4021E9S,5621E9S,6321E9S,7121E9S Wのみ）
MSZ-RKシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S Wのみ）
MSZ-BKRシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S Wのみ）
MSZ-SKシリーズ（2221,2521,2821,3621,4021S,5621S Wのみ）

※１ MSZ-FZV、FZ、ZXV、ZWシリーズは無線LANモジュールが内蔵されており、三菱電機製HEMS用アダプターは不要です。
また、霧ヶ峰REMOTEとの併用はできません。霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、光BOX+（EMS版）に
切り替える前に、霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン解除”を行ってください。

※２ MSZ-FZV、FZ、ZXV、ZWシリーズ（無線LANアダプター内蔵）以外のエアコンで霧ヶ峰REMOTEをご使用のお客さまは、
無線LANアダプタ―（スマートフォン用）を取り外す前に、 霧ヶ峰REMOTEアプリを使って登録しているエアコンの”エアコン
解除”を行ってから取り外してください。エアコン解除の方法については、霧ヶ峰REMOTEの取扱説明書ご確認ください。
光BOX+（EMS版）接続の際は、三菱電機製HEMS用アダプター(HM-W002-AC)が必要です。

※３ 光BOX+（EMS版）のアプリのみで操作をすると、約２４時間以内にエアコンの運転が停止することがございます。
長時間連続運転をする場合は運転状態を定期的にご確認ください。

※４ 室内温度表示は8～38℃までが表示可能です。
実際の室内温度が8℃以下は「8℃」、38℃以上は「38℃」と表示されます。

※５ AIスピーカーの使用は、宅内からの操作に限ります。

○ ○ ○ ○ 無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

エアコン付き
ヒートポンプ

床暖房

株式会社
コロナ

2019

ERS-FA8756X、 ERS-FA8740X

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-2）が必要です。
※２ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。
※３ この機種はエアコンからの操作により、床暖房が連動します。

（光BOX＋（EMS版）から床暖房単独の操作はできません）

○ ○ ○ ○ 無線

温水
熱源機付
エアコン

株式会社
長府
製作所

2018

RAY-4042X、RAY-4042XE1、RAY-4042X-IJ、RAY-4042XK-IJ、RAY-4042XE1-IJ

※有線接続には別売のHEMS基板セット(VEｰKSｰ3) が必要です。
※無線接続には別売の無線アダプターセット(VEｰKSｰ4) が必要です。
※光BOX+（EMS版）からの操作直後に温水熱源機のリモコンを操作すると、
最新情報の取得に時間がかかる場合があります。情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

※スマホアプリからの遠隔操作は2018年12月以降生産品より対応しています。

○ ○ ○ ○ 有線/無線

■家庭用エアコン（３７／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
(宅内操作)

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

(有線/無線)
操作 表示 操作 表示

全館空調機

株式会社
デンソー
エアクール

2018
2019

※接続には有線LAN接続アダプター「E/L連携用ミドルウェアアダプタ」（483875—4400）が必要です。
※光BOX+（EMS版）での操作は以下の制約があります。
※設定温度の変更はメインリモコンの対象エリアのみ可能となります。
※運転モードが「冷房」「暖房」以外の場合は設定温度の変更はできません。
※節電動作の設定はできません。
※室内温度が0℃以下は「0℃以下」、40℃以上は「40℃以上」と表示します。
※消費電力量の確認には対応しておりません。

〇 〇 〇 〇 有線

2022

※接続には有線LAN接続アダプター「E/L連携用ミドルウェアアダプタ」（483875—4400）が必要です。
※光BOX+（EMS版）での操作は以下の制約があります。
※設定温度の変更はメインリモコンの対象エリアのみ可能となります。
※運転モードが「冷房」「暖房」以外の場合は設定温度の変更はできません。
※節電動作の設定はできません。
※室内温度が0℃以下は「0℃以下」、40℃以上は「40℃以上」と表示します。
※消費電力量の確認には対応しておりません。

〇 〇 〇 〇 有線

■家庭用エアコン（３８／ ４０）

GFモデル
天井埋込形

室内機 ARHZP712GF ARHZP1002GF ARHZP1252GF

室外機
ARAZP362GF

×2台
ARAZP502GF

×2台
ARAZP632GF

×2台

GFモデル
床置形

室内機 ARVZP712GF ARVZP1002GF ARVZP1252GF

室外機
ARAZP362GF

×2台
ARAZP502GF

×2台
ARAZP632GF

×2台

GJモデル
天井埋込形

室内機 ARHZP632GJ ARHZP902GJ ARHZP1122GJ

室外機
ARAZP322GJ

×2台
ARAZP452GJ

×2台
ARAZP562GJ

×2台

GJモデル
床置形

室内機 ARVZP632GJ ARVZP902GJ ARVZP1122GJ

室外機
ARAZP322GJ

×2台
ARAZP452GJ

×2台
ARAZP562GJ

×2台



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

(宅内操作)
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
(有線/無線)

操作 表示 操作 表示

全館空調機
東芝

キヤリア
株式会社

2016

床置形
室内機

NTS-F1122Y3 NTS-F1402Y3 NTS-F1602Y3 NTS-F1122Y3S NTS-F1402Y3S

○ ○ ○ ○ 有線

室外機
NTS-A562D3  

（2台）

NTS-A712D3  

（2台）

NTS-A802D3 

（2台）

NTS-A562D4  

（2台）

NTS-A712D3  

（2台）

※別売り品の有線LANアダプター＜HEM-TA12A＞が必要です。

※対象機種は単相電源機種のみになります。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「OFF」にすると、空調機は換気運転状態になります。

※空調機をセーブモードに設定したときは、光BOX+（EMS版）の室内温度計測値は実際とは異なる温度が表示されます。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「除湿」あるいは「自動」にすると、空調機に記憶されている設定温度で動作します。

※消費電力量、電力料金の目安及び、湿度設定値の確認には対応しておりません。

■家庭用エアコン（３９／ ４０）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■家庭用エアコン（４０／ ４０）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

全館空調機
東芝

キヤリア
株式会社

2017

床置形

室内機
NTS-F1122Y3 NTS-F1402Y3 NTS-F1602Y3 NTS-F1122Y3S NTS-F1402Y3S

○ ○ ○ ○ 有線

室外機
NTS-A562D3  

（2台）

NTS-A712D3  

（2台）

NTS-A802D3  

（2台）

NTS-A562D4  

（2台）

NTS-A712D3  

（2台）

※別売り品の有線LANアダプター＜HEM-TA12A＞が必要です。

※対象機種は単相電源機種のみになります。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「OFF」にすると、空調機は換気運転状態になります。

※空調機をセーブモードに設定したときは、光BOX+（EMS版）の室内温度計測値は実際とは異なる温度が表示されます。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「除湿」あるいは「自動」にすると、空調機に記憶されている設定温度で動作します。

※消費電力量、電力料金の目安及び、湿度設定値の確認には対応しておりません。

2018

床置形

室内機
NTS-F1402Y3 NTS-F1602Y3 NTS-F804Y4 NTS-F1124Y4

室外機
NTS-A712D3  

（2台）

NTS-A802D3  

（2台）

NTS-A402D4 

（2台）

NTS-A562D4 

（2台）

※別売り品の有線LANアダプター＜HEM-TA12A＞が必要です。

※対象機種は単相電源機種のみになります。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「OFF」にすると、空調機は換気運転状態になります。

※空調機をセーブモードに設定したときは、光BOX+（EMS版）の室内温度計測値は実際とは異なる温度が表示されます。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「除湿」あるいは「自動」にすると、空調機に記憶されている設定温度で動作します。

※消費電力量、電力料金の目安及び、湿度設定値の確認には対応しておりません。

2019

床置形

室内機
NTS-F1402Y3 NTS-F1602Y3 NTS-F804Y4 NTS-F1124Y4

室外機
NTS-A712D3  

（2台）

NTS-A802D3  

（2台）

NTS-A402D4 

（2台）

NTS-A562D4 

（2台）

※別売り品の有線LANアダプター＜HEM-TA12A＞が必要です。

※対象機種は単相電源機種のみになります。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「OFF」にすると、空調機は換気運転状態になります。

※空調機をセーブモードに設定したときは、光BOX+（EMS版）の室内温度計測値は実際とは異なる温度が表示されます。

※光BOX+（EMS版）で運転モードを「除湿」あるいは「自動」にすると、空調機に記憶されている設定温度で動作します。

※消費電力量、電力料金の目安及び、湿度設定値の確認には対応しておりません。



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

株式会社
コロナ

2016

AX4シリーズ CHP-HXE37AX4、CHP-HXE46AX4

CHP-ED302AX4、CHP-ED372AX4、CHP-E372AX4、CHP-E462AX4

CHP-37AX4、CHP-46AX4、CHP-37AX4-2、CHP-E37AX4、CHP-E46AX4

CHP-37AX4JE、CHP-37AX4JJ、CHP-46AX4JE、CHP-46AX4JJ

CHP-HXE37AX4K、CHP-HXE46AX4K

CHP-37AX4K、CHP-46AX4K、CHP-37AX4K-2、CHP-46AX4K-2

CHP-E37AX4K、CHP-ES46AX4、CHP-S46AX4K

CHP-S46AX4K-2、CHP-ES46AX4K、CHP-ES46AX4K-2

CHP-37AX4KJE、CHP-46AX4KJE

CHP-S30AX4

CHP-A32AX4 

AX3シリーズ CHP-37AX3-7、CHP-46AX3-7、CHP-37AX3K-7、CHP-46AX3K-7

CHP-46ATX3、CHP-46ATX3K 

SAX4シリーズ CHP-37SAX4、CHP-46SAX4

※接続には、インターホンリモコンとの組み合わせが必要です。

（ボイスリモコンでは接続できません。）

※接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線

2017

AX5シリーズ CHP-HXE37AX5、CHP-HXE46AX5、CHP-HXE37AX5K、CHP-HXE46AX5K

CHP-ED302AX5、CHP-ED372AX5、CHP-E372AX5、CHP-E462AX5

CHP-37AX5、CHP-46AX5、CHP-37AX5-2、CHP-E37AX5、CHP-E46AX5

CHP-37AX5K、CHP-46AX5K、CHP-37AX5K-2、CHP-46AX5K-2

CHP-E37AX5K、CHP-ES46AX5、CHP-ES46AX5K

CHP-S46AX5K、CHP-S46AX5K-2

CHP-S30AX5、CHP-S30AX5-1、CHP-37AX5-4

CHP-S30AX5E-4、CHP-S30AX5JE-4、CHP-S30AX5J-4、CHP-S30AX5JJ-4

CHP-37AX5K-7、CHP-46AX5K-7

CHP-18AX5-2

※接続には、インターホンリモコンとの組み合わせが必要です。

（ボイスリモコンでは接続できません。）

※接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線

■その他接続機器（１／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

株式会社
コロナ

2018

AY1シリーズ CHP-HXE37AY1、CHP-HXE37AY1K、CHP-HXE46AY1、CHP-HXE46AY1K

CHP-ED302AY1、CHP-ED372AY1、CHP-E372AY1、CHP-E462AY1

CHP-37AY1、CHP-46AY1、CHP-37AY1-2、CHP-E37AY1、CHP-E46AY1

CHP-37AY1K、CHP-46AY1K、CHP-37AY1K-2、CHP-46AY1K-2

CHP-E37AY1K、CHP-ES46AY1、CHP-ES46AY1K

CHP-S46AY1K、CHP-S46AY1K-2

CHP-S30AY1

CHP-37AY1-42、CHP-37AY1E-42、CHP-S30AY1-12、CHP-S30AY1E-42

CHP-S30AY1JE-4、CHP-S30AY1J-42、CHP-S30AY1JJ-4、CHP-S30AY1JE-12

CHP-S30AY1JJ-12

※接続には、インターホンリモコンとの組み合わせが必要です。

（ボイスリモコンでは接続できません。）

※接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線

2019

AY2シリーズ CHP-HXE37AY2、CHP-HXE37AY2K、CHP-HXE46AY2、CHP-HXE46AY2K

CHP-ED302AY2、CHP-E372AY2、CHP-E462AY2

CHP-37AY2、CHP-46AY2、CHP-37AY2-2、CHP-E37AY2、CHP-E46AY2

CHP-37AY2K、CHP-46AY2K、CHP-37AY2K-2、CHP-46AY2K-2

CHP-E37AY2K、CHP-ES46AY2、CHP-ES46AY2K

CHP-S46AY2K、CHP-S46AY2K-2

CHP-S30AY2 、CHP-37SAY2 、CHP-46SAY2

CHP-37AY2JE、CHP-46AY2JE、CHP-37AY2JJ、CHP-46AY2JJ

CHP-37AY2KJE、CHP-46AY2KJE

NY2シリーズ CHP-37NY2、CHP-46NY2、CHP-S30NY2、CHP-37NY2JJ、CHP-46NY2JJ

CHP-37NY2K、CHP-46NY2K

※AY2シリーズとの接続には、インターホンリモコンとの組み合わせが必要です。

（ボイスリモコンでは接続できません。）

※接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線

■その他接続機器（２／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（３／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

（有線/無線）
操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

株式会社
コロナ

2020

AY3シリーズ CHP-HXE37AY3、CHP-HXE37AY3K、CHP-HXE46AY3、CHP-HXE46AY3K

CHP-ED302AY3、CHP-E372AY3、CHP-E462AY3

CHP-37AY3、CHP-46AY3、CHP-37AY3-2、CHP-E37AY3、CHP-E46AY3

CHP-37AY3K、CHP-46AY3K、CHP-37AY3K-2、CHP-46AY3K-2

CHP-E37AY3K、CHP-ES46AY3、CHP-ES46AY3K

CHP-S46AY3K、CHP-S46AY3K-2

※無線LAN対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要です。（無線接続）

※インターホンリモコン使用の場合、接続にはコロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。（有線接続）

○ ○ ○ ○
無線
／

有線

2021

AY4シリーズ CHP-HXE37AY4、CHP-HXE37AY4K、CHP-HXE46AY4、CHP-HXE46AY4K

CHP-ED302AY4、CHP-E372AY4、CHP-E462AY4

CHP-37AY4、CHP-46AY4、CHP-37AY4-2、CHP-E37AY4、CHP-E46AY4

CHP-37AY4K、CHP-46AY4K、CHP-37AY4K-2、CHP-46AY4K-2

CHP-E37AY4K、CHP-ES46AY4、CHP-ES46AY4K

CHP-S46AY4K、CHP-S46AY4K-2

CHP-37AY4JE、CHP-46AY4JE、CHP-37AY4JJ、CHP-46AY4JJ

SAY4シリーズ CHP-37SAY4、CHP-46SAY4

NY4シリーズ CHP-37NY4、CHP-46NY4、CHP-S30NY4、CHP-37NY4JJ、CHP-46NY4JJ

CHP-37NY4K、CHP-46NY4K

※無線LAN対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要です。（無線接続）

※インターホンリモコン使用の場合、接続にはコロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。（有線接続）

○ ○ ○ ○
無線
／

有線

2022

AY5シリーズ CHP-HXE37AY5、CHP-HXE37AY5K、CHP-HXE46AY5、CHP-HXE46AY5K

CHP-ED302AY5、CHP-E372AY5、CHP-E462AY5

CHP-37AY5、CHP-46AY5、CHP-37AY5-2、CHP-E37AY5、CHP-E46AY5

CHP-37AY5K、CHP-46AY5K、CHP-37AY5K-2

CHP-E37AY5K、CHP-ES46AY5、CHP-ES46AY5K

CHP-S46AY5K、CHP-S46AY5K-2

※無線LAN対応インターホンリモコン使用の場合、ミドルウェアアダプタは不要です。（無線接続）

※インターホンリモコン使用の場合、接続にはコロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。（有線接続）

○ ○ ○ ○
無線
／

有線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

ダイキン
工業

株式会社

2015

ネオキュート

スタンダード

エコキュート

スタンダード（高圧給湯）

Nシリーズ

薄型タンク

寒冷地

※別売の無線LANアダプタ BRP077A41（ファームウェアVer.3.0.0以降）または有線LANアダプタ BRP061A42
（ファームウェアVer.3.0.0以降）が必要です。

※上記機種の末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。（E：耐塩害仕様機種、H：耐重重塩害仕様機種）

○ ○ ― ― 無線/有線

2016

スマQ（高圧給湯）

Mシリーズ（高圧給湯）

スタンダード（高圧給湯）

Nシリーズ

薄型タンク（高圧給湯）

寒冷地 （高圧給湯）

※別売の無線LANアダプタ BRP077A41（ファームウェアVer.3.0.0以降）または有線LANアダプタ BRP061A42
（ファームウェアVer.3.0.0以降）が必要です。

※上記機種の末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。（E：耐塩害仕様機種、H：耐重重塩害仕様機種）

○ ○ ― ― 無線/有線

■その他接続機器（４／３６）

SEQ46SFV、SEQ37SFV

EQ46SFV、EQ37SFV

EQS46SFV、EQS37SFV、EQS46SSV、EQS37SSV、EQS46 SV、EQS37SV

EQSN46SFV、EQSN37SFV、EQSN46SV、EQSN37SV

EQS46SFTV、EQS 37SFTV

EQ46SFHV、EQ37SFHV、EQ46SHV、EQ37SHV

HQR32PFV、HQR32PV

EQ46RFV、EQ37RFV、EQ46RSV、EQ37RSV、EQ46RV、EQ37RV

EQN46RFV、EQN37RFV、EQN46RV、EQN37RV

EQ46RFTV、EQ37RFTV

EQ46RFHV、EQ37RFHV、EQ46RHV、EQ37RHV



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（５／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

ダイキン
工業

株式会社

2017

スマQ（高圧給湯）

スタンダード（高圧給湯）

Nシリーズ

薄型タンク（高圧給湯）

寒冷地 （高圧給湯）

※別売の無線LANアダプタ BRP077A41（ファームウェアVer.3.0.0以降）または有線LANアダプタ BRP061A42
（ファームウェアVer.3.0.0以降）が必要です。

※上記機種の末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。（E：耐塩害仕様機種、H：耐重重塩害仕様機種）

○ ○ ― ― 無線/有線

2018
2019

寒冷地 （高圧給湯）

スタンダード（高圧給湯）

Nシリーズ

薄型タンク（高圧給湯）

※別売の無線LANアダプタ BRP077B41、またはBRP077C41（ファームウェアVer.1.0.1以降）が必要です。

※上記機種の末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。（E：耐塩害仕様機種、H：耐重重塩害仕様機種）

○ ○ ○ ○ 無線

2020

寒冷地 （高圧給湯）

スタンダード（高圧給湯）

Nシリーズ

薄型タンク（高圧給湯）

※別売の無線LANアダプタ BRP077C41（ファームウェアVer.1.0.2以降）が必要です。

※上記機種の末尾にEまたはHがついた機種も対応しております。（E：耐塩害仕様機種、H：耐重重塩害仕様機種）

○ ○ ○ ○ 無線

SEQ46TFV、SEQ37TFV

EQ46TFV、EQ37TFV、EQ46TSV、EQ37TSV、EQ46TV、EQ37TV

EQN46TFV、EQN37TFV、EQN46TV、EQN37TV

EQ46TFTV、EQ37TFTV

EQ46TFHV、EQ37TFHV、EQ46THV、EQ37THV

EQ46UFHV、EQ37UFHV、EQ46UHV、EQ37UHV

EQ46UFV、EQ37UFV、EQ46USV、EQ37USV、EQ46UV、EQ37UV

EQN46UFV、EQN37UFV、EQN46UV、EQN37UV

EQ46UFTV、EQ37UFTV

EQX46UFTV、EQX37UFTV

EQ46VFHV、EQ37VFHV、EQ46VHV、EQ37VHV

EQ46VFV、EQ37VFV、EQ46VSV、EQ37VSV、EQ46VV、EQ37VV

EQN46VFV、EQN37VFV、EQN46VV、EQN37VV

EQ46VFTV、EQ37VFTV

EQX46VFTV、EQX37VFTV



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（６／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

株式会社
長府

製作所

2017
2019

プレミアムecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3702BZPS、EHP-3702AZPS、EHP-4602BZPS

ecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3702AZP、EHP-4602BZP

ecoとくフルオート
EHP-3702AZ、EHP-4602BZ、EHP-5502BZ、EHP-5502BZ-E2、EHP-3702AZ-H

薄型フルオート(高圧パワー)
EHP-3702CXP、EHP-4602CXP、EHP-3702CXP-E2、EHP-4602CXP-E2

フルオート
EHP-3702AX、EHP-3702BX、EHP-4602BX、EHP-3702AX-E2、EHP-3702BX-E2、
EHP-4602BX-E2、EHP-3702BX-I、EHP-4602BX-I、EHP-3702BX-M

eオート
EHP-3702AE、EHP-4602BE

オート
EHP-3702BA、EHP-4602BA

給湯専用
EHP-3702A、EHP-4602B、EHP-3702A-E2、EHP-4602B-E2、EHP-3702A-I-E2、
EHP-4602B-I-E2

寒冷地ecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3702AZP-K、EHP-4602BZP-K

寒冷地ecoとくフルオート
EHP-3702ＡZ-K、EHP-4602BZ-K

寒冷地フルオート
EHP-3702BX-K、EHP-4602BX-K、EHP-3702BX-I-K、EHP-4602BX-I-K

寒冷地給湯専用
EHP-4602B-K

※別売のHEMS基板セット(VE-KS-1)が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（７／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

株式会社
長府

製作所
2019

プレミアムecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3703BZPS、EHP-3703AZPS、EHP-4603BZPS

ecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3703AZP、EHP-4603BZP

ecoとくフルオート
EHP-3703AZ、EHP-4603BZ、EHP-5503BZ、EHP-5503BZ-E2、EHP-3703AZ-H

薄型フルオート(高圧パワー)
EHP-3703CXP、EHP-4603CXP、EHP-3703CXP-E2、EHP-4603CXP-E2

フルオート
EHP-3703AX、EHP-3703BX、EHP-4603BX、EHP-3703AX-E2、EHP-3703BX-E2、
EHP-4603BX-E2、EHP-3703BX-I、EHP-4603BX-I、EHP-3703BX-M

eオート
EHP-3703AE、EHP-4603BE

オート
EHP-3703BA、EHP-4603BA

給湯専用
EHP-3703A、EHP-4603B、EHP-3703A-E2、EHP-4603B-E2、EHP-3703A-I-E2、
EHP-4603B-I-E2

寒冷地ecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3703AZP-K、EHP-4603BZP-K

寒冷地ecoとくフルオート
EHP-3703AZ-K、EHP-4603BZ-K

寒冷地フルオート
EHP-3703BX-K、EHP-4603BX-K、EHP-3703BX-I-K、EHP-4603BX-I-K

寒冷地給湯専用
EHP-4603B-K

※無線LAN対応タッチパネルリモコン(DR-105PM)の場合、有線または無線での接続が可能です。
その他のリモコンの場合は有線接続のみです。

※有線接続には、別売のHEMS基板セット(VE-KS-1)が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線/無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

株式会社
長府

製作所
2022

プレミアムecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3704BZPS、EHP-3704AZPS、EHP-4604BZPS

ecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3704AZP、EHP-4604BZP

ecoとくフルオート
EHP-3704AZ、EHP-4604BZ、EHP-5504BZ

薄型フルオート(高圧パワー)
EHP-3704CXP、EHP-4604CXP

フルオート(高圧パワー)
EHP-3704AXP-H、EHP-4604BXP-H、EHP-3704CXP-H

フルオート
EHP-3104AX、EHP-3704AX、EHP-3704AX-H、EHP-3704AX-H-E2、EHP-3704BX、EHP-4604BX
EHP-4604BX-H、EHP-4604BX-H-E2、EHP-3704BX-E2、EHP-4604BX-E2、EHP-3704BX-I
EHP-4604BX-I、EHP-3704BX-M、EHP-3704CX-H

オート
EHP-3704BA、EHP-4604BA

給湯専用
EHP-3704A、EHP-4604B、EHP-3704A-E2、EHP-4604B-E2、EHP-3704A-I-E2、
EHP-4604B-I-E2

寒冷地ecoとくフルオート(高圧パワー)
EHP-3704AZP-K、EHP-4604BZP-K

寒冷地ecoとくフルオート
EHP-3704AZ-K、EHP-4604BZ-K

寒冷地フルオート(高圧パワー)
EHP-3704AXP-H-K、EHP-4604BXP-H-K

寒冷地フルオート
EHP-3704AX-H-K、EHP-3704BX-K、EHP-4604BX-K、EHP-4604BX-H-K、EHP-4604BX-I-K

寒冷地給湯専用
EHP-4604B-K

※無線LAN対応タッチパネルリモコン(DR-105PM)もしくは無線LAN対応インターホンリモコン(DR-113PM、114PM）の場合、
有線または無線での接続が可能です。その他のリモコンの場合は有線接続のみです。
※有線接続には、別売のHEMS基板セット(VE-KS-1)が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線/無線

■その他接続機器（８／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

東芝
キヤリア

株式会社
2019

6シリーズ

HWH-X376HA HWH-X466HA

HWH-B376HA HWH-B466HA HWH-B566HA HWH-B376HWA

HWH-B376HAN HWH-B466HAN

HWH-B376H HWH-B466H HWH-B376HW

HWH-B376              HWH-B466

HWH-B376N HWH-B466N

※接続には、別売の給湯機用アダプタ【HWH-EC26A】が必要です。

○ ○ ○ ○ 有線

パナソ
ニック

株式会社
2016

※別売のCF-TA9C（HEMSアダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

■その他接続機器（９／３６）

HE-JPU37HXS HE-JPU46HXS HE-JPU37HQS HE-JPU46HQS
HE-JU37HXS HE-JU46HXS HE-JU37HQS HE-JU46HQS
HE-WU37HQS HE-WU46HQS
HE-X37HXS HE-X46HXS
HE-J37HQS HE-J37HQES HE-J37HQFS HE-J46HQS
HE-J46HQES HE-J37HSS HE-J46HSS HE-J37HZS
HE-J37HZES HE-J46HZS HE-J46HZES
HE-C30HQS HE-C30HQMS HE-C30HQES HE-C30HQFS
HE-W37HQS HE-W46HQS
HE-B56HQS
HE-V20HQS HE-V20HQMS
HE-NSU37HQS HE-NSU37HQMS
HE-NSU46HQS HE-NSU46HQMS
HE-NU37HQS HE-NU37HQMS
HE-NU46HQS HE-NU46HQMS
HE-NS37HQS HE-NS37HQMS
HE-NS46HQS HE-NS46HQMS
HE-H37HQS HE-H46HQS
HE-N37HQS HE-N37HQMS HE-N46HQS HE-N46HQMS
HE-S37HQS HE-S37HQMS HE-S46HQS HE-S46HQMS
HE-FPU37HQS HE-FPU37HQMS
HE-FPU46HQS HE-FPU46HQMS
HE-FU37HQS HE-FU37HQMS HE-FU46HQS HE-FU46HQMS
HE-F37HQS HE-F37HQMS HE-F46HQS
HE-F46HQMS HE-F37HQES HE-F46HQES
HE-L37HQS HE-L37HQMS HE-L46HQS HE-L46HQMS
HE-AJU37HQS HE-AJU46HQS HE-AJ37HQS HE-AJ46HQS
HE-AF37HQS HE-AF37HQMS HE-AF46HQS HE-AF46HQMS

JPU シリーズ
JU シリーズ
WU シリーズ
X シリーズ
J シリーズ

C シリーズ
W シリーズ
B シリーズ
V シリーズ
NSU シリーズ

NU シリーズ

NS シリーズ

H シリーズ
N シリーズ
S シリーズ
FPU シリーズ

FU シリーズ
F シリーズ

L シリーズ
AJU シリーズ
AF シリーズ



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（１０／３６）

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

パナソ
ニック

株式会社

2017

※別売のCF-TA9C（HEMSアダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

2018

※別売のCF-TA9C（HEMSアダプター）、CF-TC7B（無線ゲートウェイ（メディアコンバーター）） が必要です。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

HE-JPU37JXS HE-JPU46JXS HE-JPU37JQS HE-JPU46JQS
HE-JU37JXS HE-JU46JXS HE-JU37JQS HE-JU46JQS
HE-J37JXS  HE-J46JXS
HE-J37JQS HE-J37JQES HE-J37JQFS HE-J46JQS  HE-J46JQES
HE-J37JSS HE-J46JSS HE-J37JSMS HE-J46JSMS
HE-J37JZS  HE-J37JMS  HE-J37JZES HE-J46JZS  HE-J46JZMS HE-J46JZES
HE-NU37JQS  HE-NU46JQS
HE-N37JQS  HE-N46JQS  
HE-NSU37JQS HE-NSU37JQMS  HE-NSU46JQS HE-NSU46JQMS
HE-NS37JQS HE-NS37JQMS HE-NS46JQS HE-NS46JQMS
HE-AJU37JQS HE-AJU46JQS
HE-AJ37JQS HE-AJ46JQS

JPシリーズ
Jシリーズ

Nシリーズ

NSシリーズ

AJシリーズ

FPシリーズ
Fシリーズ

Lシリーズ
AFシリーズ

HE-FPU37JQS  HE-FPU37JQMS  HE-FPU46JQS  HE-FPU46JQMS
HE-FU37JQS  HE-FU37JQMS  HE-FU46JQS  HE-FU46JQMS
HE-F37JQS  HE-F37JQMS  HE-F46JQS  HE-F46JQMS
HE-F37JQES  HE-F46JQES  HE-F37JZS  HE-F37JZMS  HE-F46JZS  HE-F46JZMS
HE-L37JQS  HE-L37JQMS  HE-L46JQS  HE-L46JQMS
HE-AF37JQS  HE-AF37JQMS  HE-AF46JQS  HE-AF46JQMS



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
販売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

パナソ
ニック

株式会社

2020

※リモコンに無線LANアダプターが内蔵されているため、別売品は不要です。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

2021 Wシリーズ
Hシリーズ

※リモコンに無線LANアダプターが内蔵されているため、別売品は不要です。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

〇 〇 〇 〇 無線

2022
※リモコンに無線LANアダプターが内蔵されているため、別売品は不要です。
※スマホアプリでの最新情報の取得に時間がかかる場合がございます。その場合一時的に情報が「-」で表示されますが

情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。
〇 〇 〇 〇 無線

HE-JPU37KQS HE-JPU46KQS
HE-JU37KQS HE-JU46KQS
HE-J37KQS HE-J37KQES HE-J46KQS  HE-J46KQES
HE-J37KSS HE-J46KSS HE-J37KSMS HE-J46KSMS
HE-J37KZS  HE-J37KZMS  HE-J37KZES HE-J46KZS  HE-J46KZMS HE-J46KZES
HE-NU37KQS  HE-NU46KQS
HE-N37KQS  HE-N46KQS  HE-N37KQMS HE-N37KQES HE-N37KQFS HE-N46KQES
HE-NSU37KQS HE-NSU46KQS HE-NSU37KQES HE-NSU46KQES 
HE-NS37KQS HE-NS37KQMS HE-NS46KQS HE-NS46KQMS
HE-NS37KQES HE-NS37KQFS HE-NS46KQES HE-NS46KQFS
HE-AJU37KQS HE-AJU46KQS
HE-AJ37KQS HE-AJ46KQS
HE-C30KQS HE-C30KQMS HE-C30KQES HE-C30KQFS

JPシリーズ
Jシリーズ

Nシリーズ

NSシリーズ

AJシリーズ

Cシリーズ

FPシリーズ
Fシリーズ

Lシリーズ
AFシリーズ

HE-FPU37KQS  HE-FPU37KQMS  HE-FPU46KQS  HE-FPU46KQMS
HE-FU37KQS  HE-FU37KQMS  HE-FU46KQS  HE-FU46KQMS
HE-F37KQS  HE-F37KQMS  HE-F46KQS  HE-F46KQMS
HE-F37KQES  HE-F46KQES  HE-F37KZMS  HE-F46KZMS
HE-L37KQS  HE-L37KQMS  HE-L46KQS  HE-L46KQMS
HE-AF37KQS  HE-AF37KQMS  HE-AF46KQS  HE-AF46KQMS
HE-WU37KQS HE-WU46KQS HE-W37KQS HE-W46KQS
HE-H37KQS HE-H46KQS

Yシリーズ HE-Y37KQV  HE-Y46KQV

■その他接続機器（１１／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（１２／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

日立グロー
バルライフ
ソリューショ
ンズ株式

会社

（旧社
名：日立
アプライ
アンス

株式会
社）

2015
Ｐシ
リーズ

同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器
①タンク容量：(37、46、56）※1
②給湯方式：（D、U）※2
③その他：（K、E、J、M、空白）※3 語尾「1」：P型の後期型

BHP-FV①Ｐ②③ BHP-FW①Ｐ②③ BHP-F①Ｐ②③

※１．37=370L  46=460L 56=560L
※２．D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式
※３．K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様

空白=一般地向け標準仕様

■接続には別売のHEMS対応リモコンBER-R1VHまたはBER-R1FHおよび、
別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-R)が必要です。

○ 〇 ○ 〇 有線

2016
Ｒシ
リーズ

同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器
①タンク容量：(37、46、56）※1
②給湯方式：（D、U）※2
③その他：（K、E、J、M、E4、空白）※3 語尾「1」：R型の後期型

BHP-FV①R②③ BHP-FW①R②③ BHP-F①R②③ BHP-FＸ①R②③

※１．37=370L  46=460L 56=560L
※２．D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式
※３．K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様

空白=一般地向け標準仕様 E4=オリジナルモデル

■接続には別売のHEMS対応リモコンBER-R1VHまたはBER-R1FHおよび、
別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-R)が必要です

○ 〇 ○ 〇 有線

（例）BHP-FW37PDE1

（例）BHP-F37RUK1



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（１３／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

（有線/無線）
操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

日立グロー
バルライフ
ソリューショ
ンズ株式

会社

（旧社
名：日立
アプライ
アンス

株式会
社）

2019
Ｓシ
リーズ

同社製HEMS接続用アダプターに対応した機器
①タンク容量：(37、46、56）※1
②給湯方式：（D、U）※2
③その他：（K、E、J、M、E5、空白）※3 語尾「1」：S型の後期型

BHP-FV①S②③ BHP-FW①S②③ BHP-F①S②③
BHP-ZA①S②③ BHP-Z①S②③

※１．37=370L  46=460L 56=560L
※２．D=水道直圧給湯 U=減圧弁方式
※３．K=寒冷地仕様 E=耐塩害仕様 J=耐重塩害仕様 M=屋内設置仕様

空白=一般地向け標準仕様 E5=オリジナルモデル

■接続には別売のHEMS対応リモコンBER-S1VHまたはBER-S1FHおよび、
別売の同社製HEMS接続用アダプター(BH-HEMS-S)が必要です

○ 〇 ○ 〇 有線

（例）BHP-FW37SDK



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用
ヒート
ポンプ
給湯機
（エコ

キュート）

三菱電機
株式会社

2014
SRT-W30D形、SRT-W37D形
※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM1)が必要です。

〇 〇 〇 〇 無線

2016

SRT-P552UB形、SRT-P462UB形、SRT-P372UB形、
SRT-P552B形、SRT-P462B形、SRT-P372B形、
SRT-PK552UBD形、SRT-PK462UBD形、SRT-PK372UBD形、
SRT-W302D形、SRT-W372D形
※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM2)が必要です。

〇 〇 ○ 〇 無線

2018

SRT-P554UB, SRT-P464UB, SRT-P374UB, SRT-P554B, SRT-P464B, SRT-P374B, 
SRT-S554U, SRT-S464U, SRT-S374U, SRT-S464UA, SRT-S374UA, SRT-S434UZ, SRT-S374UZ, 
SRT-S554, SRT-S464, SRT-S374, SRT-S464A, SRT-S374A, 
SRT-W464, SRT-W374, SRT-W374D, SRT-W304D, SRT-W434Z, SRT-W374Z, 
SRT-PK554UBD, SRT-PK464UBD, SRT-PK374UBD, 
SRT-SK554U, SRT-SK464U, SRT-SK374U, SRT-SK554D, SRT-SK464D, SRT-SK374D, 
SRT-SK554, SRT-SK464, SRT-SK374, 
SRT-WK464D, SRT-WK374D, SRT-WK464, SRT-WK374, 
SRT-W464-WB, SRT-W374-WB, 
SRT-P554UB-E5, SRT-P464UB-E5, SRT-P374UB-E5, 
SRT-S464UA-E5, SRT-S374UA-E5, SRT-S434UZ-E5, SRT-S374UZ-E5, 
SRT-SK464UD-E5, SRT-SK374UD-E5, SRT-S464A-E5, SRT-S374A-E5

※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM3)が必要です。

〇 〇 ○ 〇 無線

SRT-W304DM

※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM3-M)が必要です。
〇 〇 ○ 〇 無線

2020

SRT-P555UB, SRT-P465UB, SRT-P375UB, SRT-P555B, SRT-P465B, SRT-P375B
SRT-S555U, SRT-S465U, SRT-S375U, SRT-S465UA, SRT-S375UA, SRT-S435UZ, SRT-S375UZ, 
SRT-S555, SRT-S465, SRT-S375, SRT-S465A, SRT-S375A
SRT-B465, SRT-B375, 
SRT-W465, SRT-W375, SRT-W375D, SRT-W305D, SRT-W435Z, SRT-W375Z, 
SRT-PK555UBD, SRT-PK465UBD, SRT-PK375UBD, 
SRT-SK555UD, SRT-SK465UD, SRT-SK375UD, SRT-SK555D, SRT-SK465D, SRT-SK375D, 
SRT-WK465D, SRT-WK375D, 
SRT-W465-WB, SRT-W375-WB, 
SRT-P555UB-E6, SRT-P465UB-E6, SRT-P375UB-E6, 
SRT-S465UA-E6, SRT-S375UA-E6, SRT-S435UZ-E6, SRT-S375UZ-E6
SRT-SK465UD-E6, SRT-SK375UD-E6, SRT-S465A-E6, SRT-S375A-E6

※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター(GT-HEM4)が必要です。

〇 〇 〇 〇 無線

■その他接続機器（１４／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

温水熱源機

株式会社
長府
製作所

2018
2022

AEYH-0642X、AEYH-0642XK、AEYH-0642XE1
AEYH-0546BFX、AEYH-0646BFX

※別売のHEMS基板セット(VE-KS-2)が必要です。
※光BOX+（EMS版）からの操作直後に温水熱源機のリモコンを操作すると、
最新情報の取得に時間がかかる場合があります。
情報取得が完了後自動的に表示が更新されます。

※スマホアプリからの遠隔操作は2019年2月以降生産品より対応しています。

○ ○ ○ ○ 有線

2020

リモコン
CMR-3102VM 対応熱源機またはヘッダーボックス

※以下の株式会社長府製作所製温水熱源機（2010年度、2011年度、2016年度、2018年度、2019年度、
2022年度発売）
またはヘッダーボックス（2016年度発売）が上記リモコンと接続可能です

温水熱源機
DBF-673、DBF-673Y、EDBF-673、EDBF-673Y、DBF-903
DB-910RGF、DB-1510RGF、DB-1811RGF、DBT-1811RGF
DBF-910RG、DBF-1510RG
EDB-1212RGF、EDB-1512RGF、EDB-1912RGF、EDB-2412RGF
EDBF-1512RG、EDBF-1912RG、EDBF-2412RG
DB-4004、DB-4004F
AEYH-0642X、AEYH-0642XK、AEYH-0642XE1
AEYH-0546BFX、AEYH-0646BFX

ヘッダーボックス
HDB-404、HDB-804

※熱源機リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を
行うことができます。

○ ○ ○ ○ 無線

■その他接続機器（１５／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ヒート
ポンプ
床暖房

株式会社
コロナ

2019

【エコ暖フロア】
ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE

【エコ暖クール8.7】
ERB-C87WBM、ERB-C87WBH

【GeoSIS HYBRID】
HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ

【GeoSIS】
GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。
※２ 接続には、熱動弁コントローラー(ERS-NC04)が必要です。（エコ暖フロア以外）

リモコンによる端末設定で「床暖房パネル」の設定が必要です。

※３ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると
安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 有線

2020

【エコ暖フロア】
ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、ERB-HP39DF

【エコ暖クール8.7】
ERB-C87WBM、ERB-C87WBH

【GeoSIS HYBRID】
HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ

【GeoSIS】
GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。
※２ 接続には、熱動弁コントローラー(ERS-NC04)が必要です。（エコ暖フロア以外）

リモコンによる端末設定で「床暖房パネル」の設定が必要です。
※３ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 有線

■その他接続機器（１６／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（１７／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ヒート
ポンプ
床暖房

株式会社
コロナ

2021

【エコ暖フロア】
ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、ERB-HP39DF

【エコ暖クール8.7】※2

ERB-C87WBM、ERB-C87WBH

【GeoSIS HYBRID】※2

HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ

【GeoSIS】※2

GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。
※２ 接続には、熱動弁コントローラー(ERS-NC04)が必要です。

リモコンによる端末設定で「床暖房パネル」の設定が必要です。

※３ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 有線

2022

【エコ暖フロア】
ERB-HP45CF、ERB-HP45CFE、ERB-HP67CF、ERB-HP67CFE、ERB-HP39DF

【エコ暖クール8.7】※2

ERB-C87WBM、ERB-C87WBH

【GeoSIS HYBRID】※2

HYS-AG08WZ、HYS-AG11WZ

【GeoSIS】※2

GTS-HY4000WZ、GTS-HY6000WZ

※１ 接続には、コロナ製ミドルウェアアダプタ（HMA-1）が必要です。
※２ 接続には、熱動弁コントローラー(ERS-NC04)が必要です。

リモコンによる端末設定で「床暖房パネル」の設定が必要です。

※３ 光BOX＋（EMS版）から「運転」「温度設定」等の操作を行った場合、最後の操作から約２４時間経過すると

安全のため自動的に運転を停止します。

○ ○ ○ ○ 有線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

液晶
テレビ

三菱電機
株式会社

2014
2015
2016
2017
2018
2019

LCD-A58RA2000、LCD-50RA2000、LCD-A40RA2000、LCD-A58RA1000、LCD-A50RA1000、
LCD-A40RA1000、
LCD-A58XS1000、LCD-A50XS1000、LCD-A40XS1000、
LCD-A40BHR11、LCD-A32BHR11、LCD-A40BHR10、LCD-A32BHR10、
LCD-50ML7H、LCD-40ML8H、
LCD-32LB8、LCD-24LB7、LCD-19LB8、LCD-40LB8-SL、LCD-32LB8-SL、
LCD-A40MD9、LCD-A40BHR9、LCD-A32BHR9、LCD-40LB8-SL、LCD-58LS3、LCD-65LS3、LCD-A50BHR8、
LCD-A32BHR85、LCD-A40BHR8、
LCD-40ML7、LCD-65LBW7H、LCD-32LB7H、LCD-19LB7、LCD-A50BHR7、LCD-A40BHR7、LCD-A32BHR7、
LCD-32LB7、LCD-65LS1、LCD-58LS1、LCD-58LSR7、LCD-65LBW6H、LCD-50MLW6H、LCD-40ML6、
LCD-32LB6、LCD-24LB6、LCD-19LB6、LCD-32LB6H、LCD-50LSR6、LCD-39LSR6、LCD-A39BHR6、
LCD-A32BHR6

※遠隔操作は、ON⇒OFF操作のみ可能です。

〇 〇 〇※ 〇 有線

計測機能付
分電盤

河村電器
産業

株式会社

2014
2015
2016
2017
2018
2019

[enステーションEcoEye（2014年4月発売モデル）]
EL*Y～シリーズ（合計358機種）EN*Y～シリーズ（合計442機種）
シリーズ合計800機種（※１）

[enステーションEcoEye（2015年10月発売モデル）]
EL*Y～Fシリーズ（合計461機種）、EN*Y～Fシリーズ（合計1,062機種）
シリーズ合計1,523機種（※２）

[enステーションEcoEye（ZePlus対応モデル）2018年9月設定]
YZ~シリーズ（合計6機種）、YZ～Vシリーズ（合計6機種）
シリーズ合計12機種

※１ 2015年9月発売終了機種は、各回路個別チャンネル毎の消費電力/発電量などの表示には対応しておりません。
※２ 各回路個別チャンネル毎の消費電力/発電量等の表示は、2015年10月以降発売の分電盤が対応しております。

■品番中の＊には、住宅用分電盤の各品種毎に設定している仕様の型番数字が入ります。
■品番中の～には、住宅用分電盤の主幹定格、分岐回路数など設定している仕様の型番数字が入ります。
■詳細については、下記へお問合せください。

河村電器産業株式会社 マーケティング統括部 住環境ソリューション課 052-930-6384

- 〇 - 〇 有線

■その他接続機器（１８／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

電力計測
ユニット

河村電器
産業

株式会社

2016
2017
2018
2019

[enステーションEcoEye S（増設タイプ※1）]
EZH KU3（主幹1回路＋分岐3回路） EZH KU7（主幹1回路＋分岐7回路） EZH KT3（主幹1回路＋分岐
3回路+太陽光発電用ブレーカMCB3P30Ax1）の合計3機種

[enステーションEcoEye S（分電盤組み込みタイプ※2）]
ENZ2Y～シリーズ（太陽光発電用分電盤x12機種） ENZ3Y～シリーズ（オール電化＋太陽光発電用分電盤x12機種）
ENZ5Y～シリーズ（太陽光発電用＋自家発電用分電盤x14機種）の合計38機種

※1 既設住宅向け
※2 任意の特定少回路のみ計測する（主幹1回路＋2～3回路）分電盤タイプになります。

- 〇 - 〇 有線

計測機能付
住宅分電盤

パナソニック
株式会社

2016

【スマートコスモ コンパクト21 LAN通信型（アプリ対応）※】
・2016年10月発売（2018年10月生産終了品）

品番：BHA * 計2,125品番
（ * には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。）

【スマートコスモ用 計測セット 有線LAN用（アプリ対応）※】
・2016年10月発売（2018年10月生産終了品）

品番：MKH73002S
注）スマートコスモ コンパクト２１ レディ型（BHSから始まるレディ型）が別途必要です。

※パナソニックが提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。
詳しくは、パナソニック株式会社へお問合わせください。

- 〇 - 〇 有線

2018
以降

【スマートコスモ コンパクト21 マルチ通信型※】
・2018年4月以降発売

品番BHM *

（ * には住宅分電盤の主幹定格、回路数等の仕様記号が入ります。）

【スマートコスモ用 Echonet Lite対応計測セット】
・2018年4月発売

品番：MKN7350S
注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（BHRから始まるレディ型）が別途必要です。
品番：MKN7360S
注）スマートコスモ コンパクト21 レディ型（BHS、MKSから始まるレディ型）が別途必要です。

※パナソニック株式会社が提供する「スマートコスモLAN」アプリに対応した商品になります。
詳しくは、パナソニック株式会社へお問い合わせください。

- 〇 - 〇 有線

■その他接続機器（１９／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

照明

コイズミ
照明

株式会社
2018

コイズミ照明制御システム「TRee（ツリー）」

AE49233E（スマートアダプタ）

AE49235E（スマートアダプタ対応 スマートスイッチ）

AE49236E（スマートアダプタ対応 メモリーライトコントローラー4回路用）

※これらの機器に接続可能な照明器具につきましては以下のコイズミ照明ホームページをご参照願います。

https://www.koizumi-lt.co.jp/product/jyutaku/tree/

※照明の名称設定およびシーン設定は、照明制御アプリ「TRee（ツリー）｣ iOS版、Android版が必要です。

・光BOX＋（EMS版）から、照明の名称設定およびシーン設定は行なえません。

※当社の照明専用アプリ「TRee」で照明設定を済ましてから、光BOX+（EMS版）と接続してください。

・光BOX+（EMS版）に照明アイコンが表示されないことがあります。

○ ○ ○ ○ 有線

東芝
ライテック
株式会社

2014
2015
2016
2017

LEDD85001N-LT1（φ125ダウンライト）、LEDD85021-LT1（φ100ダウンライト）
（計２機種）

※上記商品は、「生産・販売終了品」となります。

〇 〇 〇 〇 有線

■その他接続機器（２０／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

照明スイッチ
パナソニック
株式会社

型番に
より
発売
年度
異なり
ます

●アドバンスシリーズ リンクモデル

MKN7531 (アドバンスシリーズ用無線アダプタ) 

WTY54173□ WTY5411□ WTY5421□ WTY5322□ WTY5401□ WTY5302□ WTY5332W 

WTY5411□K, WTY5401□K, WTY5302□K, WTY5322□K

（アドバンスシリーズ・リンクモデル）

※ 接続にはアドバンスシリーズ用無線アダプタ（MKN7531）が必要です。

※ 一つのシステムに無線アダプタは2台まで設置出来ます。

※ アドバンスシリーズ用無線アダプタ（MKN7531）に接続できるスイッチは最大20回路です。

※ □については、カラー品番（W・・・マットホワイト、H・・・マットグレー、F・・・マットベージュ）が入ります。

※ 子器（1回路用）はWTY5901□Kまたは子器（2回路 用）WTY5902□K をご使用ください。（プレート別売）

※ スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意 しています。

ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使い いただけません。

※ パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・ 高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、

ご覧ください。

〇 〇 〇 〇 有線

●アドバンスシリーズ リンクプラス

WTY2001(アドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ)

WTY22173□,

WTY2201□ WTY2202□

WTY2401□ WTY2402□

WTY2421□ WTY2422□

(アドバンスシリーズ・リンクプラス)

※ 接続にはアドバンスシリーズ リンクプラス用無線アダプタ（WTY2001）が必要です。

※ 一つのシステムに無線アダプタは1台まで設置出来ます。

※ 無線アダプタに接続できるスイッチは最大50回路です。

※ □については、カラー品番（W・・・マットホワイト、H・・・マットグレー、F・・・マットベージュ）が入ります。

※ 2線式タイプの子器（3路用）はWTA5652 （4路用は、WTA5654） をご使用ください。（プレート別売）

※ 4線式タイプの子器（1回路用）はWTY5901□K または子器（2回路用）WTY5902□Kをご使用ください。

（プレート別売）

※ スイッチプレートは1連用の他、2連用、3連用、4連用をご用意しています。

ただし、調光タイプのスイッチをご使用の場合は、4連用はお使いいただけません。

※ パナソニック製LED照明器具との接続に関しては、「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」でWeb検索し、

ご覧ください。

〇 〇 〇 〇 有線

■その他接続機器（２１／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

IH
クッキング
ヒーター

三菱電機
株式会社

2015
2016
2017

CS-PT34HNWSR、CS-PT34HNSR
CS-PT316HNWSR、CS-PT316HNSR
※接続には、三菱電機製HEMS用アダプター（HM-02A-CS）が必要です。

- 〇 - 〇 無線

電力モニタ
機器

(太陽光
発電）

オムロン
ソーシアル

ソリューションズ
株式会社
/オムロン
株式会社

2016

エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向けPV用計測ユニットセット 形KP-MU1P-M-SET
※住宅向けPV用セット 形KP-MU1P-SETについては、製造番号SA161000019以降が対象となります。

各セット品の詳細は、以下URLをご参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/monitor/kp-mu1p.html

- 〇 - 〇 有線/無線

カナディア
ン・ソー

ラー・ジャパ
ン株式会

社

2016
2017

発電モニタセット KP-MU1P-SET（オムロン社製）

※本セットは、下記のパワーコンディショナのオプション製品となります。

住宅用パワーコンディショナ(CSRシリーズ・屋内設置タイプ)

スタンダードパワーコンディショナ CSR40N1B、CSR55N1B、CSR-55G1C、CSR-40N1D、CSR-55N1D

- 〇 - 〇 有線/無線

ソーラー
フロンティア
株式会社

2017
エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測表示ユニット 形KP-MU1P-SETｰSS ※Ver. 3.1.3.1以降
エナジーインテリジェントゲートウェイ 計測ユニット 形KP-MU1P-M-SETｰSS ※Ver.3.1.3.1以降

- 〇 - 〇
有線/無線
※有線を推
奨いたします

長州産業
株式会社

2016
カラーモニターセット（計測ユニット＋表示ユニット） CMCS-Z01A

計測ユニットセット（表示ユニット無し） CMCS-Z01AM
- 〇 - 〇 有線/無線

■その他接続機器（２２／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

電力モニタ
機器

(太陽光
発電）

日立グロー
バルライフ
ソリューショ
ンズ株式

会社

（旧社
名：日立
アプライ
アンス

株式会
社）

2014
2015
2016
2017

接続には日立パワーコンディショナと出力制御ユニットまたは出力制御セットが必要です。

出力制御ユニット：
HSS-Y10D、HSS-YS10D

出力制御セット：
HSS-Y10D2、HSS-Y10D2B、HSS-Y10D3

屋外設置用パワーコンディショナ：
HSS-PS59C□T、HSS-PS59C□TE、
HSS-PS49D□T、HSS-PS49DMT15、HSS-PS49D□TE、HSS-PS49DMTE15、
HSS-PS59D□T、HSS-PS59DMT15、HSS-PS59D□TE、HSS-PS59DMTE15、
HSS-PS49E□T、HSS-PS49EMT15、HSS-PS49E□TE、HSS-PS49EMTE15、
HSS-PS55E□T、HSS-PS55EMT15、HSS-PS55E□TE、HSS-PS55EMTE15、
HSS-PS59E□T、HSS-PS59EMT15、HSS-PS59E□TE、HSS-PS59EMTE15

屋内設置用パワーコンディショナ：
HSS-P40D□T、HSS-P40DMT15、HSS-P55D□T、HSS-P55DMT15、
HSS-P40E□T、HSS-P40EMT15、HSS-P55E□T、HSS-P55EMT15

※□にはH、M、Sが入ります。
※パワーコンディショナの仕様や出力制御セットの内容については下記ホームページをご確認ください。

http://kadenfan.hitachi.co.jp/solar/

- 〇 - 〇 有線

電力モニタ
機器

(太陽光発
電,蓄電)

オムロン
ソーシアル

ソリューションズ
株式会社
/オムロン
株式会社

2015
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット 形KP-MU1B-SET

各セット品の詳細は、以下URLをご参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kp48s.html

- 〇 - 〇 有線/無線

2017
エナジーインテリジェントゲートウェイ 住宅向け蓄電システム用セット 形KP-MU2B-SET

各セット品の詳細は、以下URLをご参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kp55s.html

- 〇 - 〇 有線/無線

オムロン
ソーシアル

ソリューションズ
株式会社

2020

マルチ蓄電システム用ゲートウェイ 形KP-GWBP-A
各セット品の詳細は、以下URLをご参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpbp.html

※太陽光発電と蓄電池の単体の電力状況を閲覧可能です。
オプションで電力計測ユニット（形KP-GWAP-MUBP）を設置する場合、電力計測ユニットで収集する
電力状況も閲覧可能となります。

- 〇 - 〇 有線

■その他接続機器（２３／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

電力モニタ
機器

(太陽光発
電,蓄電)

長州産業
株式会社

2015
太陽光発電連携型蓄電システム
パッケージ型番：CB-HYB02Bシリーズ
計測・操作ユニット：MHCS-M01A

- 〇 - 〇 有線/無線

2017
太陽光発電連携型蓄電システム
パッケージ型番：CB-HYB03Aシリーズ
計測・操作ユニット：MHCS-M02A

- 〇 - 〇 有線/無線

2018
太陽光発電連携型蓄電システム
パッケージ型番：CB-HYB04Aシリーズ
計測・操作ユニット：MHCS-M02A

- 〇 - 〇 有線/無線

2020

スマートPVマルチ
パッケージ型番：CB-P164M05A、CB-P164MS05A

CB-P98M05A、CB-P98MS05A
CB-P65M05A、CB-P65MS05A

マルチ蓄電システム用ゲートウェイ：RC-307A

単機能タイプの場合、蓄電池の充放電を閲覧可能です。
ハイブリッドタイプの場合、太陽光発電と蓄電池の充放電を閲覧可能です。
別売品の電力計測ユニット（KP-GWAP-MUBP）を設置する場合、電力計測ユニットで収集する電力も閲覧可能です。

- 〇 - 〇 有線

蓄電
ハイブリッド
システム

アンフィニ
株式会社

2018
JapanBattery（4.0kWh）

・JSB-H5503T18-SET（SIIパッケージ型番：HJBA01）
〇 ○ - ○ 有線

カナディア
ン・ソー

ラー・ジャパ
ン株式会

社

2020

蓄電ハイブリッドシステム

・パッケージ型番： CKH3A 本体型番： CSTH55GSF (蓄電池ユニット：CSTL70GF 【1台】)

・パッケージ型番： CKH3B 本体型番： CSTH55GSF (蓄電池ユニット：CSTL70GF 【2台】)

・パッケージ型番： CKH3J 本体型番： CSTH99GSF (蓄電池ユニット：CSTL70GF 【1台】)

・パッケージ型番： CKH3K 本体型番： CSTH99GSF (蓄電池ユニット：CSTL70GF 【2台】)

※上記製品（蓄電ハイブリッドシステム）の製造元は田淵電機株式会社となります。

○ ○ - ○ 有線

■その他接続機器（２４／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

蓄電
ハイブリッド
システム

ダイヤゼブラ
電機

株式会社
（旧社名：
田淵電機

株式会社）

2015

蓄電ハイブリッドシステム

・パッケージ型番：EKH1A(自動ON/OFF仕様) 本体型番:EHC-S55MP3B-PNJ

・パッケージ型番：EKH1B(手動ON/OFF仕様) 本体型番:EHC-S55MP3B-PNH

- 〇 - 〇 有線

2017
蓄電ハイブリッドシステム

・パッケージ型番：EKH2A 本体型番：EHD-S55MP3B
○ ○ - ○ 有線

2020

蓄電ハイブリッドシステム EIBS7

・パッケージ型番： EKH3A 本体型番： EHF-S55MP3B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK 【1台】)

・パッケージ型番： EKH3B 本体型番： EHF-S55MP3B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK 【2台】)

・パッケージ型番： EKH3E 本体型番： EHF-S80MP4B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK 【1台】)

・パッケージ型番： EKH3F 本体型番： EHF-S80MP4B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK 【2台】)

・パッケージ型番： EKH3J 本体型番： EHF-S99MP5B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK 【1台】)

・パッケージ型番： EKH3K 本体型番： EHF-S99MP5B (蓄電池ユニット：EOF-LB70-TK 【2台】)

○ ○ - ○ 有線

長州産業
株式会社

2020

スマートPV plus

・パッケージ型番：CB-H55T07A1 本体型番：PCT-55RH1A （蓄電池ユニット：CB-LKT70A【1台】)

・パッケージ型番：CB-H55T14A1 本体型番：PCT-55RH1AS （蓄電池ユニット：CB-LKT70A【2台】)

・パッケージ型番：CB-H99T07A1 本体型番：PCT-99RH1A （蓄電池ユニット：CB-LKT70A【1台】)

・パッケージ型番：CB-H99T14A1 本体型番：PCT-99RH1AS （蓄電池ユニット：CB-LKT70A【2台】)

※上記製品（蓄電ハイブリッドシステム）の製造元は田淵電機株式会社となります。

○ ○ - ○ 有線

長瀬産業
株式会社

2017
2018

コンパクトHEMSセット eneEase（エネイース） NCM-333-01

コンパクトHEMSセット eneEase（エネイース） NCM-333-02

※商品詳細は、専用ホームページをご確認ください。

https://eneease.com/

- 〇 - 〇 有線/無線

■その他接続機器（２５／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

蓄電
ハイブリッド
システム

ニチコン
株式会社

2017
2018
2019

ESS-H1L1

※2017年12月生産品以降

○ 〇 - 〇 有線

2020
2021

ESS-H2L1 ○ 〇 - 〇 有線

株式会社
村田

製作所
2019

【型式】MPR0003

備考：接続にはAll-in-One蓄電池システム（MPR01S4023MR）が必要です。

オプション品：HVDC蓄電池ユニット（MPR01H2035MR）

※蓄電池充放電制御はできません。

- ○ - ○ 有線/無線

蓄電
トライブリッド

システム

※1

ニチコン
株式会社

2018
2019
2020
2021
2022

ESS-T1M1V、ESS-T1S1V

ESS-T1M1、ESS-T1S1

ESS-T1V

ESS-T1

ESS-T1M2V、ESS-T1S2V

ESS-T1M2、ESS-T1S2

ESS-T1V2

ESS-T12

ESS-T2M1V、ESS-T2S1V

ESS-T2M1、ESS-T2S1

ESS-T2V

ESS-T2

ESS-T2M2V、ESS-T2S2V

ESS-T2M2、ESS-T2S2

ESS-T2V2

ESS-T22

ESS-T3M1VPL、ESS-T3S1VPL、ESS-T3L1VPL、ESS-T3X1VPL

ESS-T3M1VP、ESS-T3S1VP、ESS-T3L1VP、ESS-T3X1VP

ESS-T3M1V、ESS-T3S1V、ESS-T3L1V、ESS-T3X1V

ESS-T3M1、ESS-T3S1、ESS-T3L1、ESS-T3X1

ES-T3CK、ESS-T3MCK、ESS-T3XCK

ESS-T3VPL

ESS-T3VP

ESS-T3V

ES-T3

※1 トライブリッド蓄電システムは、ニチコンの登録商標です。

○ ○ - ○ 有線

■その他接続機器（２６／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

定置式
家庭用蓄電

システム

オムロン
ソーシアル

ソリューションズ
株式会社
/オムロン
株式会社

2017

住・産共用フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ リモートコントローラ KP-RC1B-R

詳細は、以下URLをご参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpac.html

- 〇 - 〇 有線

2019

住・産共用フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ蓄電システム用ゲートウェイ KP-GWBT-A

詳細は、以下URLをご参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/product/bt/kpac-b.html

- 〇 - 〇 有線

長州産業
株式会社

2018

フレキシブル蓄電システム

パッケージ型番：CB-FLB01A

リモートコントローラ：RC-304A

- 〇 - 〇 有線

2019

フレキシブル蓄電システム

パッケージ型番：CB-FLB02A

リモートコントローラ：RC-304A

- 〇 - 〇 有線

東芝
ライテック
株式会社

2014
2015
2016
2017

ENG-B4425A2-Nシリーズ(4.4kWh)、ENG-B6630A2-Nシリーズ(6.6kWh)

ENG-B7430A4-Nシリーズ(7.4kWh) 計３モデル

ENG-B7430A5-Nシリーズ(7.4kWh)

※上記商品は、「生産・販売終了品」となります。

- 〇 - 〇 有線

ニチコン
株式会社

2017
2018
2019
2020

ESS-U2L1

ESS-U2L2

ESS-U2M1

ESS-U2M2

※2017年9月生産品以降

○ 〇 - 〇 有線

2019
2020

ESS-U3S1

ESS-U3S1J

ESS-U2X1

○ 〇 - 〇 有線

■その他接続機器（２７／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（２８／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

定置式
家庭用蓄電

システム

ニチコン
株式会社

2021

ESS-U4M1

ESS-U4M2

ESS-U4X1

ESS-U4X2

○ 〇 - 〇 有線

V2H：
電気自動車
充放電器
（EVPS）

ニチコン
株式会社

2019
EVパワー・ステーション® プレミアムモデル

型番：VCG-666CN7
○ 〇 〇 〇 有線/無線

融雪機器
(ほっとパネ

ル)

長州産業
株式会社 2019

■AC100Vヒーター仕様
太陽電池一体型ヒーターパネル：CSH-274B62AJ1,CSH-274B62AJ2
電源ボックス：BCH1-410A,BCH1-810A
コントローラー：RC-91

■単相200Vヒーター仕様
太陽電池一体型ヒーターパネル：CSH-xxxB62BJ1,CSH-xxxB62BJ2（xxx=公称最大出力）
電源ボックス：BCH2-410A
コントローラー：RC-91

※1 接続には別売品の大和電器株式会社製のエコーネットライトアダプター（X5028）が必要です。
（外箱の印字は、X5028B01となっております。）
＜接続機器種別のディップスイッチ（1-4）を、[OFF ON ON OFF]に設定してください＞

〇 〇 〇 〇 無線※1

電気錠
三協立山
株式会社

三協アルミ社
2017

~

■玄関ドア【電気錠名称：e-エントリー（ACﾀｲﾌﾟ）】

・ファノーバ

・プロノーバ

※１ スマホからの遠隔操作は施錠のみ可能です。スマホから解錠できません。

※２ 接続には、オプションの インターフェースユニットが必要です。

※３ 接続には別売品の大和電器株式会社製のエコーネットライトアダプタ（X5028）が必要です。

（外箱の印字は、X5028B01となっております。）

エコーネットライトアダプタと電気錠の接続は付属のHAケーブルによる有線接続となります。

※４ 光BOX＋（EMS版）本体から施解錠の操作をする場合、エコーネットライトアダプタ接続機器種別

のディップスイッチ（1-4）を「ON ON OFF OFF」に設定してください

※５ ドアホンと併用される場合は、ドアホンメーカー様ご用意の電気錠コントローラが別途必要となります。

光BOX＋（EMS版）との接続にJEMA接続端子（HA端子）を使用します。

ドアホンとは、電気錠コントローラおよび２線式変換アダプタを介し接続してください。

○ ○ ○
※1 ○

無線
※2
※3
※4
※5



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（２９／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

玄関錠
美和ロック
株式会社

2016
2017

■玄関錠
①(PR) IRS2PGFCH2WU (リーダ内蔵) ＜一体型インテリジェント電気錠 『iEL Zero』＞
②(PR) IRS2PGVFCH2W (リーダ内蔵) ＜一体型インテリジェント電気錠 『iEL Zero』＞
③(PR) IDA2FW-1 ＜インテリジェント電気錠『iEL』＞
④(PR) IDV2FW-1 ＜インテリジェント電気錠『iEL』＞

■リーダ
①RDRS2-B02F ＜インテリジェント電気錠『iEL』＞
②RDRS2-B02KF ＜インテリジェント電気錠『iEL』＞
③RDRS2-B04KF ＜インテリジェント電気錠『iEL』＞

■操作盤
①SMEL-B04D ＜インテリジェント電気錠『iEL』／一体型インテリジェント電気錠 『iEL Zero』＞

■電源盤
①PSEL-B04D ＜インテリジェント電気錠『iEL』／一体型インテリジェント電気錠 『iEL Zero』＞

※1 JEM-A接続端子が2つありますが、JEM-A接続端子（黒）に接続した場合には、光BOX+本体からの操作
は施錠のみ可能となり開錠できません。JEM-A接続端子（白）に接続した場合には施錠／開錠ともに
可能です。

※2 スマホからの遠隔操作は施錠のみ可能となり開錠できません。
※3 接続には別売品の大和電器株式会社製のエコーネットライトアダプタ（X5028）が必要です。

（外箱の印字は、X5028B01となっております。）
＜接続機器種別のディップスイッチ（1-4）を

JEM-A接続端子（白）へ接続した場合、「ON ON OFF OFF」
JEM-A接続端子（黒）へ接続した場合、「ON OFF ON OFF」

に設定してください＞

○
※1 ○ ○

※2 ○ 無線※3



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（３０／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

玄関ドア・
玄関引戸
電気錠

株式会社
LIXIL

2000
~

■玄関ドア【電気錠名称：FamiLock】シンプルコントロールプラン又はナンバーキープランをご選択ください。
・玄関ドアＤＡ
・玄関ドアＤＡ防火戸

■玄関ドア【電気錠名称：システムキー】ベースプラン又はスタンダードプラン又はナンバーキープランをご選択ください。
・グランデル２
・ジエスタ２
・ジエスタ２防火戸
・プレナスＸ

■玄関ドア【電気錠名称：タッチ/ノータッチ切替キーシステム※1】基本セット又はナンバーキープランをご選択ください。
・アヴァントス

■玄関引戸【電気錠名称：タッチ/ノータッチ切替キーシステム※1】基本セット又はナンバーキープランをご選択ください。
・エルムーブ
・防火戸ＦＧ－Ｅエルムーブ
・玄関引戸PGシリーズ
・玄関引戸k3シリーズ
・玄関引戸k6シリーズ

注)光BOX+（EMS版）と接続すると、ドアホンを電気錠へ接続することが出来ませんので、ドアホンからの電気錠操作連携が
行えません。

※1 タッチ/ノータッチ切替キーシステムは、必ずインターフェイスユニットのJEM-A接続端子（HA端子）へ接続してください。
インターフェイスユニットに接続可能なアイホン社製コントローラ（EL-PJP）にもJEM-A接続端子がありますが、
そちらへの接続は動作保証外となります。

※2 スマホからの遠隔操作は施錠のみ可能となり開錠できません。
※3 接続には別売品の大和電器株式会社製のエコーネットライトアダプタ（X5028）が必要です。

（外箱の印字は、X5028B01となっております。）
エコーネットライトアダプタと電気錠の接続は付属のHAケーブルによる有線接続となります。

※4 光BOX+（EMS版）本体から施解錠の操作をする場合、エコーネットライトアダプタ接続機器種別
のディップスイッチ（1-4）を「ON ON OFF OFF」に設定してください。

○ ○ ○
※2

○ 無線
※3
※4



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■その他接続機器（３１／３６）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

玄関ドア
電気錠

YKK AP
株式会社

発売
年度

問わず

■玄関ドア電気錠
イノベストD70・D50 （ポケットキー／ピタットキー）
イノベストD50 防火ドア （ポケットキー／ピタットキー）
ヴェナートD30 （ポケットキー／ピタットキー）
ヴェナートD30 防火ドア （ポケットキー／ピタットキー）
プロント （ポケットキー／ピタットキー）
コンコードS30 （ポケットキー／ピタットキー）
コンコードS30 防火ドア （ポケットキー／ピタットキー）
かんたんドアリモ 玄関ドアD30 （ポケットキー／ピタットキー）

※1 各シリーズともにスマートコントロールキー・AC100V式に対応しております。
（スマートコントロールキー・電池式には対応しておりません）

※2 玄関ドア電気錠1体に対して、下記オプション部材(インターフェースユニット)のいずれか１つが必要になります。

操作盤付インターフェースユニット(ライト) YS KAG-B3(YKK AP製)
操作盤付インターフェースユニット(マルチ) YS KAG-B4(YKK AP製)
操作盤付インターフェースユニット(ミモット) YS KAG-B7(YKK AP製)

※3 操作盤付インターフェースユニット(マルチ)および、操作盤付インターフェースユニット(ミモット)には、
JEM-A接続端子が2つあります。説明書に従って、適切に施工してください。
背面向かって右側のJEM-A端子が有効になっており、接続するだけで正常に機能します。
背面向かって左側のJEM-A端子は工場出荷時、無効になっています。
接続する場合は有効にする設定作業が必要になります。

※4 接続には別売品の大和電器株式会社製のエコーネットライトアダプタ（X5028）が
一台につき１つ必要です。（外箱の印字は、X5028B01となっております。）
エコーネットライトアダプタと電気錠の接続は付属のHAケーブルによる有線接続となります。

※5 締め出しやセキュリティー等に配慮し、X5028のディップスイッチを下記の通り設定してください。
X5028 ディップスイッチ設定

設定：【1:ON /2:ON /3:OFF/4:OFF/5:OFF/6:OFF/7:OFF/8:OFF】

宅内操作
施錠：可能
解錠：可能

宅外操作(スマホによる操作)
施錠：可能
解錠：不可

○
※5

○ ○
※5

○ 無線
※4



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

窓シャッター
文化

シヤッター
株式会社

2016

○電動窓シャッター
機種：マドマスターリード（モデル：換気採光、パンチング、スタンダード）

マドマスターリードBA「防犯仕様」（モデル：換気採光、スタンダード）
マドマスターリード後付（モデル：換気採光、パンチング、スタンダード）
マドマスターリード後付BA「防犯仕様」（モデル：換気採光、スタンダード）
マドマスタータップ（モデル：換気採光、パンチング、スタンダード）
マドマスタータップBA「防犯仕様」（モデル：換気採光、スタンダード）
マドマスターワイド（モデル：換気採光）
マドマスターワイド後付（モデル：換気採光）
カルーチェ4（半外付けサッシ用、 外付けサッシ用・樹脂サッシ用）
カルーチェ4後付（半外付けサッシ用、外付けサッシ用・樹脂サッシ用
カルーチェ4 防火設備（半外付けサッシ用、外付けサッシ用・樹脂サッシ用）
カルーチェ4後付 防火設備（半外付けサッシ用、外付けサッシ用・樹脂サッシ用）
マドマスタータップ2（モデル：パンチング、スタンダード）
マドマスタータップ2 防火設備
ヨコタテ マドマスターリード後付（モデル：換気採光、パンチング、スタンダード）
ヨコタテ マドマスターワイド後付（モデル：換気採光）
オートマンミニ2

○外付ブラインド
機種：ブリイユBモデル・スマートタイプ

※1 全機種共に操作タイプは「スマートタイプ」が対応機種となります。
※2 住宅一棟に１台ワイヤレス通信機「型式：SCX1801」が必要です。

旧型式SCX1501(B)は、オートマンミニ2に対応できません。
※3 スマホ（遠隔）からの操作は「閉」操作のみとなります。
※4 電動シャッターの「開閉動作時間設定」は光BOX＋（EMS版）では設定できません。

専用スマートフォンアプリ「セレコネクト」をご利用ください。
※5 電動シャッターの「タイマー設定」は光BOX＋（EMS版）では設定できません。

専用スマートフォンアプリ「セレコネクト」をご利用ください。

○ ○ ○ ○ 無線

■その他接続機器（３２／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

窓シャッター
株式会社

LIXIL

2019

○窓シャッター

・スマート電動 採風タイプ

・スマート電動 標準タイプ

※電動 標準タイプ、電動 耐風タイプへは接続できませんのであらかじめご確認お願いいたします。

※接続には別売品の変換アダプタ(Z-03-GCYS)が必要です。

※市販品の無線LANルーターを使用すると接続できない場合があります。

接続できない場合には、推奨無線LANルーター(Buffalo製 WSR-300HP)をご用意の上、設置済みルーターのLANポートと

推奨無線LANルーターのインターネットポートをLANケーブルで接続し、ご使用ください。

※「家電一括操作」でのお気に入り・採風操作は光BOX＋(EMS版)では設定できません。

○ ○ ○ ○ 無線

2021

○窓シャッター

・スマート電動 採風タイプ

・スマート電動 標準タイプ

・電動 標準タイプ

・電動 採風タイプ

・電動 耐風タイプ

※接続には別売品のホームデバイス(Z-A001-XAAA)が必要です。

※市販品の無線LANルーターを使用すると接続できない場合があります。

接続できない場合には、推奨無線LANルーター(Buffalo製WSR-1800AX4S,WSR-3200AX4S,WSR-2533DHP3)

をご用意の上、設置済みルーターのLANポートと推奨無線LANルーターのインターネットポートをLANケーブルで接続し、

ご使用ください。

※「家電一括操作」でのお気に入り・採風操作は光BOX＋(EMS版)では設定できません。

○ ○ ○ ○ 無線

■その他接続機器（３３／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

窓シャッター
YKK AP
株式会社

発売
年度

問わず

■窓シャッター

リモコンシャッター JEM-A端子付

リモコンシャッターGR JEM-A端子付

リモコンスリットシャッターGR JEM-A端子付

エピソードⅡ 防火窓 GNEO リモコンシャッターGR JEM-A端子付

エピソードⅡ 防火窓 GNEO-R リモコンシャッターGR JEM-A端子付

防火窓Gシリーズ アルミ複層 リモコンシャッターGR JEM-A端子付

※1 接続には別売品の大和電器株式会社製のエコーネットライトアダプタ（X5028）が

1台につき１つ必要です。（外箱の印字は、X5028B01となっております。）

エコーネットライトアダプタとシャッターの接続はシャッター付属のHAケーブルによる有線接続となります。

※2 X5028のディップスイッチを下記の通り設定してください。

X5028 ディップスイッチ設定

設定：【1:OFF /2:OFF /3:ON/4:OFF/5:OFF/6:OFF/7:OFF/8:OFF】

宅内操作

開操作：可能

閉操作：可能

宅外操作(スマホによる操作)

開操作：可能

閉操作：可能

○ ○ ○ ○ 無線
※1

■その他接続機器（３４／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

石油
給湯器

（エコフィール
等）

株式会社
長府
製作所

2013
2016
2017
2020
2021

リモコン
KR-106PM

※以下の株式会社長府製作所製石油給湯器（2013年度、2016年度、2017年度、2020年度、2021年度発売）
が上記リモコンと接続可能です

フルオート
EHKF-4766DSX、EHKF-3966DX  、EHK-4766DXE
EHK-4766DXF  、EHKF-4766DKX、EHK-4766DKXF
EHK-4567SXGH、EHKF-4567SXGH
KIBF-4765DSX 、KIB-4770DKXF 、KIB-4770DKXF-L
KIB-4770DKAF 、KIB-4770DKAF-L

オート
EHKF-4766DA    、EHKF-3966DA   、EHK-4766DA
EHK-4567SAGH  、EHK-4567SAG  、EHK-3867SAG
EHKF-4567SAGH、EHKF-4567SAG 、EHKF-3867SAG
KIBF-4764DSA    、KIBF-4764DA   、KIBF-3964DSA
KIBF-3964DA      、KIB-4764DSA   、KIB-4764DAF
KIB-4764DAE      、KIB-4764DKAF 、KIBF-4764DKA

※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の
状態にしてお使いください。

※給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+からの操作を行うことが
できます。

○ ○ ○ ○ 無線

■その他接続機器（３５／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

石油
給湯器

株式会社
長府
製作所

2022

リモコン
KR-118PM
KR-110PM

※以下の株式会社長府製作所製石油給湯器（2022年度発売）が上記リモコンと接続可能です

フルオート
KIBF-4770DSX 、KIBF-4770DX
KIB-4567SXGH 、KIBF-4567SXGH

オート
KIBF-4770DSA    、KIBF-4770DA   、KIBF-3970DSA
KIBF-3970DA      、KIB-4770DSA   、KIB-4770DAF
KIB-4770DAE      、KIBF-4770DKA
KIB-4567SAGH 、KIB-4567SAG   、KIB-3867SAG
KIBF-4567SAGH  、KIBF-4567SAG  、KIBF-3867SAG   、KIB-3867AG

※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の
状態にしてお使いください。

※給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+からの操作を行うことが
できます。

○ ○ ○ ○ 無線

スマート
電力量
メーター

- - SMA認証取得済みのスマート電力量メーターが対象となります。 - 〇 - - 無線

■その他接続機器（３６／３６）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（１／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

（エコジョー
ズ等）

大阪ガス
株式会社

2016

エコーネットライト対応 リモコンセット
238-R324,326,328
238-R325,327,329（インターホンタイプ）

※上記リモコンが以下の大阪ガス株式会社製ガス給湯器と接続可能です。
235-R311～R317
235-R321～R327
235-R331～R337
235-R341～R347
235-R350～R357
235-R360～R367
235-R370～R377
235-R380～R387

※リモコンの運転スイッチが「切」の時は、備え付けのリモコンからふろ自動湯はり操作した場合と同様に、光BOX+からの
ふろ自動湯はり操作も受け付けません。運転スイッチを「入」にしてから光BOX+からふろ自動湯はり操作を行ってください。

※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+からの操作ができ、リモコンの
ロックが解除される場合があります。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。

〇 〇 〇 〇 無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（２／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

（エコジョー
ズ等）

大阪ガス
株式会社

2019

エコーネットライト対応アダプタ
138-N558

※上記アダプタは、以下の大阪ガス株式会社製ガス給湯器（エコジョーズ他）と接続可能です。
131-N130、131-N132、131-N134～131-N136、131-N140、131-N142、131-N144～131-N146
131-N180、131-N250、131-N252、131-N254～131-N256、131-N260、131-N262、131-N264
131-N265、131-N266、131-N560、131-N562、131-N564～131-N566、131-N570、131-N572
131-N574、131-N575、131-N576、131-N660、131-N662、131-N664、131-N665、131-N666
131-N680、131-N690、131-N692、131-N694～131-N696、136-N670、136-N180
136-N210、136-N311、136-N312、136-N314～136-N317、136-N351、136-N352、136-N354
136-N356、136-N360、136-N521、136-N522、136-N524～136-N527、136-N561、136-N562
136-N564、136-N566、136-N570、235-N110、235-N131、235-N132、235-N134～235-N137
235-N141、235-N142、235-N144～235-N147、235-N151、235-N152、235-N154～235-N156
235-N161、235-N162、235-N164～235-N166、235-N210、235-N311、235-N312、235-N314
235-N315～235-N317、235-N321、235-N322、235-N324～235-N327、235-N331、235-N332
235-N334～235-N337、235-N341、235-N342、235-N344～235-N347、235-N350～235-N352
235-N354、235-N356、235-N360～235-N362、235-N364、235-N366、235-N370～235-N372
235-N374、235-N376、235-N380、235-N381、235-N382、235-N384、235-N386、235-N411
235-N412、235-N414～235-N416、235-N421、235-N422、235-N424～235-N426、235-N431
235-N432、235-N434～235-N436、235-N441、235-N442、235-N444～235-N446、235-N451
235-N452、235-N454～235-N456、235-N461、235-N462、235-N464～235-N466、235-N501
235-N502、235-N504～235-N507、235-N511、235-N512、235-N514～235-N517、235-N521
235-N522、235-N524～235-N527、235-N531、235-N532、235-N534～235-N537、235-N541
235-N542、235-N544～235-N547、235-N551、235-N552、235-N554～235-N557、235-N560
235-N561、235-N562、235-N564、235-N566、235-N570～235-N572、235-N574、235-N576
235-N580～235-N582、235-N584、235-N586、235-N590～235-N592、235-N594、235-N596
235-N601、235-N602、235-N604～235-N606、235-N611、235-N612、235-N614～235-N616
235-N621、235-N622、235-N624～235-N626、235-N631、235-N632、235-N634～235-N636
235-N720、235-N730、235-NA11、235-NA12、235-NA14～235-NA16、235-NA21、235-NA22
235-NA24～235-NA26、235-NA31、235-NA32、235-NA34～235-NA36、235-NA41、235-NA42
235-NA44～235-NA46、235-NA60、235-NA80、235-NB21、235-NB22、235-NB24～235-NB26
235-NB31、235-NB32、235-NB34～235-NB36、235-NB41、235-NB42、235-NB44～235-NB46
235-NB51、235-NB52、235-NB54～235-NB56、235-NB70、235-NB90、531-N118、531-N128
531-N548、531-N558、535-N558、535-N568、535-N578、535-N588、535-N658、535-N668
536-N558

※エコーネットライトアダプタ、対応給湯器はノーリツ製
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 有線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス給湯器
（エコ
ジョーズ他）

大阪ガス
株式会社

2020

エコーネットライト対応リモコン
238-N412～238-N419
138-N440
138-N441

※上記エコーネットライト対応リモコンは、以下の大阪ガス株式会社製ガス給湯器（エコジョーズ他）と接続可能です。
131-N130,131-N132,131-N134,131-N135,131-N136,131-N140,131-N142,131-N144,
131-N145,131-N146,131-N180,131-N250,131-N252,131-N254,131-N255,131-N256,
131-N260,131-N262,131-N264,131-N265,131-N266,131-N560,131-N562,131-N564,
131-N565,131-N566,131-N570,131-N572,131-N574,131-N575,131-N576,131-N660,
131-N662,131-N664,131-N665,131-N666,131-N680,131-N690,131-N692,131-N694,
131-N695,131-N696
235-NR30,235-NR50,335-N100,335-N131,335-N132,335-N134,335-N135,335-N136,
335-N137,335-N141,335-N142,335-N144,335-N145,335-N146,335-N147,335-N151,
335-N152,335-N154,335-N155,335-N156,335-N161,335-N162,335-N164,335-N165,
335-N166,335-N200,335-N301,335-N302,335-N304,335-N305,335-N306,335-N307,
335-N311,335-N312,335-N314,335-N315,335-N316,335-N317,335-N321,335-N322,
335-N324,335-N325,335-N326,335-N327,335-N331,335-N332,335-N334,335-N335,
335-N336,335-N337,335-N340,335-N341,335-N342,335-N344,335-N346,335-N350,
335-N351,335-N352,335-N354,335-N356,335-N360,335-N361,335-N362,335-N364,
335-N366,335-N370,335-N371,335-N372,335-N374,335-N376,335-N601,335-N602,
335-N604,335-N605335-N606,335-N611,335-N612,335-N614,335-N615,335-N616,
335-N621,335-N622,335-N624,335-N625,335-N626,335-N631,335-N632,335-N634,
335-N635,335-N636,335-N700,335-N710,335-NA01,335-NA02,335-NA04,335-NA06,
335-NA11,335-NA12,335-NA14,335-NA16,335-NA21,335-NA22,335-NA24,335-NA26,
335-NA31,335-NA32,335-NA34,335-NA36,335-NA50,335-NA70,535-N558,535-N568,
535-N578,535-N588,535-N658,535-N668

※エコーネットライト対応リモコン、対応給湯器はノーリツ製
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 無線

■ガス機器（３／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

（エコジョー
ズ等）

株式会社
長府
製作所

2020

対応リモコン
CR-106PM

※以下の株式会社長府製作所製ガス給湯器（2020年度以降）が上記リモコンと接続可能です

フルオート
GFK-WS2450WKXT-BL-E、GFK-WS2050WKXT-BL-E
GFK-WS2450WKX、GFK-WS2050WKX、GFK-WS1650WKX
GFK-WS2450WX  、GFK-WS2050WX  、GFK-WS1650WX
GFK-S2450WKX   、GFK-S2050WKX
GFK-S2450WX     、GFK-S2050WX
GFK-2450WKX     、GFK-2050WKX
GFK-2450WX

オート
GFK-WS2450WKAT-BL-E、GFK-WS2050WKAT-BL-E
GFK-WS2450WKA、GFK-WS2050WKA、GFK-WS1650WKA
GFK-WS2450WA  、GFK-WS2050WA  、GFK-WS1650WA
GFK-S2450WKA   、GFK-S2050WKA   、GFK-S1650WKA
GFK-S2450WA     、GFK-S2050WA     、GFK-S2050A
GFK-S2050A-F
GFK-2450WKA     、GFK-2050WKA     、GFK-1650WKA
GFK-2450WKA-K 、GFK-2050WKA-K
GFK-2450WA       、GFK-2050WA       、GFK-1650WA
GFK-2050A          、GFK-1650A
GFK-2050A-F       、GFK-1650A-F
GFK-2450WKAT   、GFK-2050WKAT   、GFK-1650WKAT

※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の
状態にしてお使いください。

※給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+からの操作を行うことが
できます。

○ ○ ○ ○ 無線

光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（４／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

（エコジョー
ズ等）

株式会社
長府
製作所

2022

対応リモコン
CR-118PM
CR-110PM

※以下の株式会社長府製作所製ガス給湯器が上記リモコンと接続可能です

フルオート
GFK-WS2451WKXT-BL-E、GFK-WS2051WKXT-BL-E
GFK-WS2451WKX、GFK-WS2051WKX、GFK-WS1651WKX
GFK-WS2451WX  、GFK-WS2051WX  、GFK-WS1651WX
GFK-S2451WKX   、GFK-S2051WKX
GFK-S2451WX     、GFK-S2051WX
GFK-2451WKX     、GFK-2051WKX
GFK-2451WX

オート
GFK-WS2451WKAT-BL-E、GFK-WS2051WKAT-BL-E
GFK-WS2451WKA、GFK-WS2051WKA、GFK-WS1651WKＡ
GFK-WS2451WA  、GFK-WS2051WA  、GFK-WS1651WA
GFK-S2451WKA   、GFK-S2051WKA   、GFK-S1651WKA
GFK-S2451WA     、GFK-S2051WA
GFK-S2051A-F     
GFK-2451WKA     、GFK-2051WKA     、GFK-1651WKA
GFK-2451WA       、GFK-2051WA       、GFK-1651WA
GFK-2051A-F       、GFK-1651A-F
GFK-2451WKAT   、GFK-2051WKAT   、GFK-1651WKAT

※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+からのふろ操作が行えます。あらかじめ「運転ON」の
状態にしてお使いください。

※給湯器リモコンのチャイルドロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+からの操作を行うことが
できます。

○ ○ ○ ○ 無線

光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（５／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（６／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス給湯器
(エコ

ジョーズ等)

株式会社
ノーリツ

2018

給湯器リモコン
RC-G001EWマルチセット
RC-G001PEWマルチセット
RC-G001MW-FCN
RC-G001MPW-FCN

対応給湯器
ガスふろ給湯器

GT-C1662シリーズ、GT-CP1662シリーズ、GT-CV1662シリーズ
GT-C2062シリーズ、GT-CP2062シリーズ、GT-CV2062シリーズ
GT-C2462シリーズ、GT-CP2462シリーズ、GT-CV2462シリーズ
GRQ-C2462シリーズ
GRQ-C2062シリーズ
GRQ-C1662シリーズ

ガス温水暖房付ふろ給湯器（床暖房・浴室暖房乾燥機対応）
GTH-C2452シリーズ
GTH-C2451-1シリーズ、GTH-CP2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ
GTH-C2450-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ
GTH-C1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ
GTH-C2449-2シリーズ、FT4218KRSシリーズ
GTH-C2049-2シリーズ、FT3518KRSシリーズ
GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ
GTH-C2451-KOシリーズ
GTH-C2050-KOシリーズ
GTH-C2050-KRシリーズ
GTH-C1650-KRシリーズ

※光BOX+（EMS版）と接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの遠隔操作はできません。
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス給湯器
（エコ
ジョーズ他）

株式会社
ノーリツ

2019

給湯器リモコン
RC-G001EW-1マルチセット
RC-G001PEW-1マルチセット
RC-G001MW-FCN-1
RC-G001MPW-FCN-1

対応給湯器
ガスふろ給湯器

GT-C(CP/CV)2462シリーズ、GT-C(CP/CV)2062シリーズ、GT-C(CP/CV)1662シリーズ
GRQ-C2462シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C1662シリーズ
GT-C(CP/CV)2063シリーズ、GT-C(CP/CV)1663シリーズ
HCT-C2462シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C1662シリーズ
GT-2460-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-1660-1シリーズ
HCT-2460-1シリーズ、HCT-2060-1シリーズ

ガス温水暖房付ふろ給湯器（床暖房・浴室暖房乾燥機対応）
GTH-C2452シリーズ
GTH-C2451-1シリーズ、GTH-CP2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ
GTH-C2450-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ
GTH-C1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ
GTH-C2449-2シリーズ、FT4218KRSシリーズ
GTH-C2049-2シリーズ、FT3518KRSシリーズ
GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ
GTH-C2451-KOシリーズ、GTH-C2050-KOシリーズ
GTH-C2050-KRシリーズ、GTH-C1650-KRシリーズ

※光BOX+（EMS版）と接続した場合、ノーリツ製スマートフォンアプリ「わかすアプリ」からの遠隔操作はできません。
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 無線

■ガス機器（７／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（８／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

株式会社
ノーリツ

2019

エコーネットライトアダプタ
EL-2-G

対応給湯器

ガスふろ給湯器
GRQ-C1662シリーズ、GRQ-C2062シリーズ、GRQ-C2462シリーズ
GT-1660-1シリーズ、GT-2060-1シリーズ、GT-2460-1シリーズ、GT-2060シリーズ
SRT-1660-1シリーズ、SRT-2060-1シリーズ、SRT-2460-1シリーズ、SRT-2060シリーズ
GT-1653-2シリーズ、GT-2053-2シリーズ
GT-C1662シリーズ、GT-CP1662シリーズ、GT-CV1662シリーズ
GT-C2062シリーズ、GT-CP2062シリーズ、GT-CV2062シリーズ
GT-C2462シリーズ、GT-CP2462シリーズ、GT-CV2462シリーズ
SRT-C1661シリーズ、SRT-C2061シリーズ、SRT-C2461シリーズ
GT-C1663シリーズ、GT-CP1663シリーズ、GT-CV1663シリーズ
GT-C2063シリーズ、GT-CP2063シリーズ、GT-CV2063シリーズ
GT-C1652-2シリーズ、GT-C2052-2シリーズ、GT-C2452-2シリーズ
HCT-C1662シリーズ、HCT-C2062シリーズ、HCT-C2462シリーズ
HCT-2060-1シリーズ、HCT-2460-1シリーズ

ガス温水暖房付ふろ給湯器（床暖房・浴室暖房乾燥機対応）
GTH-C2049-1シリーズ、FT3516KRSシリーズ
GTH-C2449-1シリーズ、FT4216KRSシリーズ
GTH-C2049-2シリーズ、FT3518KRSシリーズ
GTH-C2449-2シリーズ、FT4218KRSシリーズ
GTH-C1650シリーズ、GTH-CV1650シリーズ、FT2816ARSシリーズ
GTH-C1650-1シリーズ、GTH-CV1650-1シリーズ、FT2817ARSシリーズ
GTH-C2050シリーズ
GTH-C2450シリーズ、GTH-CP2450シリーズ、GTH-CV2450シリーズ
GTH-C2451シリーズ、GTH-CP2451シリーズ、GTH-CV2451シリーズ、FT4216ARSシリーズ
GTH-C2450-1シリーズ、GTH-CP2450-1シリーズ、GTH-CV2450-1シリーズ
GTH-C2451-1シリーズ、FT4218ARSシリーズ
GTH-CP2451-1シリーズ、GTH-CV2451-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ
GTH-C2452シリーズ
GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ

※給湯器のリモコンはエネルック対応リモコンをご選定ください。
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

パーパス
株式会社

2014

熱源機GHシリーズ【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】

GH-HD2400ZWH3、GH-HD2400ZTH3、GH-HD2400ZYH3、GH-HD2400ZUH3、GH-HD2400AWH3、
GH-HD2400ATH3、GH-HD2400AYH3、GH-HD2400AUH3
XT4214ARSAW3P、XT4214ARS2AW3P、XT4214ARS4AW3P、XT4214ARS9AW3P、
XT4214ARSSW3P、XT4214ARS2SW3P、XT4214ARS4SW3P、XT4214ARS9SW3P
GH-H2400ZW、GH-H2400ZWH6、GH-H2400ZTH6、GH-H2400ZBH6、GH-H2400ZUH6、
GH-H2400ZTFH6、GH-H2400AW、GH-H2400AWH6、GH-H2400ATH6、GH-H2400ABH6、
GH-H2400AUH6、GH-H2400ATFH6
XT4214ARSAW6C、XT4214ARS4AW6C、XT4214ARS8AW6C、XT4214ARS9AW6C、
XT4214ARS0AW6C、XT4214ARSSW6C、XT4214ARS4SW6C、XT4214ARS8SW6C、
XT4214ARS9SW6C、XT4214ARS0SW6C
GH-H2400ZWTH3、GH-H2400ZTTH3、GH-H2400ZYTH3、GH-H2400ZUTH3、GH-H2400AWTH3、
GH-H2400ATTH3、GH-H2400AYTH3、GH-H2400AUTH3
XT4214ARSAW3C、XT4214ARS2AW3C、XT4214ARS4AW3C、XT4214ARS9AW3C、
XT4214ARSSW3C、XT4214ARS2SW3C、XT4214ARS4SW3C、XT4214ARS9SW3C
GH-H1600ZWH3-1、GH-H1600ZTH3-1、GH-H1600ZBH3-1、GH-H1600ZUH3-1、
GH-H1600ZTFH3-1、GH-H1600AWH3-1、GH-H1600ATH3-1、GH-H1600ABH3-1、
GH-H1600AUH3-1、GH-H1600ATFH3-1
XT2814ARSAW3C、XT2814ARS4AW3C、XT2814ARS8AW3C、XT2814ARS9AW3C、
XT2814ARS0AW3C
XT2814ARSSW3C、XT2814ARS4SW3C、XT2814ARS8SW3C、XT2814ARS9SW3C、
XT2814ARS0SW3C

※接続には別売品のエコーネットライトアダプター（ELA-01）が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線

■ガス機器（９／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

パーパス
株式会社

2016

熱源機GHシリーズ【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】

GH-HK2402ZW、GH-HK2402AW
XT4215KRSAWCM、XT4215KRSSWCM
GH-HD240ZWH6、GH-HD240ZTH6、GH-HD240ZYH6、GH-HD240ZUH6、GH-HD240ZBH6、
GH-HD240ZTFH6、GH-HD240AWH6、GH-HD240ATH6、GH-HD240AYH6、GH-HD240AUH6、
GH-HD240ABH6、GH-HD240ATFH6
XT4216ARSAW6P、XT4216ARS2AW6P、XT4216ARS4AW6P、XT4216ARS8AW6P、
XT4216ARS9AW6P、 XT4216ARS0AW6P
XT4216ARSSW6P、XT4216ARS2SW6P、XT4216ARS4SW6P、XT4216ARS8SW6P、
XT4216ARS9SW6P、 XT4216ARS0SW6P
GH-H240ZWH6、GH-H240ZTH6、GH-H240ZYH6、GH-H240ZUH6、GH-H240ZBH6、
GH-H240ZTFH6、GH-H240ZWH3、GH-H240ZTH3、GH-H240ZYH3、GH-H240ZUH3、
GH-H240ZBH3、GH-H240ZTFH3、GH-H240ZW
GH-H240AWH6、GH-H240ATH6、GH-H240AYH6、GH-H240AUH6、GH-H240ABH6、
GH-H240ATFH6、GH-H240AWH3、GH-H240ATH3、GH-H240AYH3、GH-H240AUH3、
GH-H240ABH3、GH-H240ATFH3、GH-H240AW
XT4216ARSAW6C、XT4216ARS2AW6C、XT4216ARS4AW6C、XT4216ARS8AW6C、
XT4216ARS9AW6C、XT4216ARS0AW6C
XT4216ARSAW3C、XT4216ARS2AW3C、XT4216ARS4AW3C、XT4216ARS8AW3C、
XT4216ARS9AW3C、XT4216ARS0AW3C
XT4216ARSAWC
XT4216ARSSW6C、XT4216ARS2SW6C、XT4216ARS4SW6C、XT4216ARS8SW6C、
XT4216ARS9SW6C、 XT4216ARS0SW6C
XT4216ARSSW3C、XT4216ARS2SW3C、XT4216ARS4SW3C、XT4216ARS8SW3C、
XT4216ARS9SW3C、
XT4216ARS0SW3C
XT4216ARSSWC
GH-H240ZWSH4、GH-H240AWSH4
XT4216LRSAW4C、XT4216LRSSW4C

※接続には別売品のエコーネットライトアダプター（ELA-01）が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線

■ガス機器（１０／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

パーパス
株式会社

2018

熱源機GHシリーズ【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】

GH-HK240ZW、GH-HK240AW
XT4218KRSAWC、XT4218KRSSWC、XT4218KRSAWCM、XT4218KRSSWCM
GH-HK200ZW-1、GH-HK200AW-1
XT3518KRSAWC、XT3518KRSSWC

※接続には別売品のエコーネットライトアダプター（ELA-01）が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線

パーパス
株式会社

2019

無線LAN対応リモコン（MC-900/911-WIシリーズ）【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】

対応給湯暖房用熱源機
熱源機GHシリーズ（2017/10/1以降）

GH-HK240ZW/AWシリーズ（XT4218KRSシリーズ）
GH-HK200ZW/AWシリーズ（XT3518KRSシリーズ）
GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ）
GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ）

対応ふろ給湯器
ふろ給湯器GXシリーズ

GX-H200ZW/AWシリーズ
GX-H240ZW/AWシリーズ

※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（PB-74)が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

■ガス機器（１１／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（１２／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

（有線/無線）
操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

パーパス
株式会社

2020

無線LAN対応リモコン（MC-900/911-WIシリーズ）【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】

対応給湯暖房用熱源機
熱源機GHシリーズ
GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ）
GH-HK245ZW/AWシリーズ（XT4219KRSシリーズ）
GH-HK205ZW/AWシリーズ（XT3520KRSシリーズ）
GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ）

※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（PB-74)が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

2022

無線LAN対応リモコン（MC-900/911-WIシリーズ）【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】

対応給湯暖房用熱源機
熱源機GHシリーズ
GH-H(HD)245ZW/AWシリーズ（XT4222ARSシリーズ）
GH-H246ZWS/AWSシリーズ（XT4222LRSシリーズ）

※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（PB-74)が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

※光BOX+（EMS版）からミストサウナ運転、水ミスト運転の操作は行えません。
浴室暖房乾燥機の運転設定がミストサウナ運転、水ミスト運転となっているときは、
光BOX+（EMS版）画面上の運転設定表記は「-」となります。

〇 〇 〇 〇 有線/無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（１３／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

（有線/無線）
操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

大阪ガス
株式会社

2020年

無線LAN対応リモコン
238-T423、238-T425、238-T427、238-T429

対応給湯煖房用熱源機
335-T301~T307
335-T321~T327
335-T341~T347
335-T351
335-T361~T367
335-T371
235-T120
235-T220
235-T051
235-T061

※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。
「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 無線

大阪ガス
株式会社

2022年

対応給湯煖房用熱源機
335-T401~T407
335-T421~T427
335-T441~T447
335-T451
335-T461~T467
335-T471
235-T071
235-T081

※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで
運転ONの状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX+からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

※光BOX+（EMS版）からミストサウナ運転、水ミスト運転の操作は行えません。
浴室暖房乾燥機の運転設定がミストサウナ運転、水ミスト運転となっているときは、
光BOX+（EMS版）画面上の運転設定表記は「-」となります。

〇 〇 〇 〇 無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

リンナイ
株式会社

2016

台所用リモコン
MBC-302、MBC-301 シリーズ対応熱源機

※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器(2016年度～2018年度発売)が上記リモコンと接続可能です

【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】
RUFH-E(P)2406シリーズ(HT4215ARSシリーズ、HT4215BRSシリーズ)
RUFH-E(P)2405(A)シリーズ(HT4214BRSシリーズ)
RVD-E2405(A)シリーズ(HT4216KRSシリーズ)
RUFH-A2400シリーズ(HT4216ARSシリーズ、HT4216BRSシリーズ)
RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ
RHBH-R245(E)シリーズ、RHBD-R245(E)シリーズ
RUFH-E1615シリーズ(HT2814CRSシリーズ)
RUFH-E2406(FF)シリーズ(HT4215AFSシリーズ)
RUFH-A1610シリーズ(HT2816ARSシリーズ、HT2816BRSシリーズ)       
RUFH-SE2406シリーズ(HT4217LRSシリーズ)
RUFH-SA2400シリーズ(HT4218LRSシリーズ)
RUFH-EM2406シリーズ

【床暖房・浴室暖房乾燥機非対応】
RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K245(A)シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ、
RUF-A2405(A)シリーズ、RUF-A2405(B)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ、RHBF-RJ245(E)シリーズ、
RHBF-R245(E)シリーズ、RUF-SE2000シリーズ、RUF-SE2005シリーズ
RUF-SA2005シリーズ、

※光BOX+（EMS版）での給湯器自動設定操作は給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ行えます。
「運転OFF」の場合は給湯器リモコンで「運転ON」の状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+（EMS版）からの操作ができ、リモコン
のロックが解除される場合があります。

※遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。床暖房リモコンの運転モードを自動モードで利用することを推奨します。

※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスに対応しています。

○ ○ ○ ○ 無線

■ガス機器（１４／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ガス
給湯器

(エコ
ジョーズ等)

リンナイ
株式会社

2017
2018
2019
2020

台所用リモコン
MBC-302(A)、MBC-302(AH)、MBC-302(B)、MBC-MB302、MBC-262、MBC-MB262 シリーズ対応熱源機

※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器(2016年度～2020年度発売)が上記リモコンと接続可能です

【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】
RUFH-EP2406シリーズ(HT4215ARSAW6Pシリーズ)、RUFH-EP2406Gシリーズ(HT4215ＢRSAW6Pシリーズ)、
RUFH-E2406シリーズ(HT4215ARSAW6Cシリーズ)、RUFH-E2406Ｇシリーズ(HT4215ＢRSAW6Cシリーズ)、
RUFH-E2406AFF(A)シリーズ(HT4215BFSAW6Cシリーズ)、RUFH-EM2406AFF-1Aシリーズ、
RUFH-E2406AH(A)シリーズ、RUFH-EM2406AH-1Aシリーズ、RUFH-TE2406シリーズ(HT4218ARSAW6Tシリーズ)、
RUFH-EP2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3PMシリーズ)、RUFH-E2405(A)シリーズ(HT4214BRSAW3CMシリーズ)、
RUFH-E2405G(A)シリーズ(HT4214CRSAW3CMシリーズ)、
RUFH-EP1615(A)シリーズ(HT2814BRSAW3PMシリーズ)、RUFH-E1615(A)シリーズ(HT2814BRSAW3CMシリーズ)、
RUFH-E1615G(A)シリーズ(HT2814CRSAW3CMシリーズ)、RUFH-TE2405シリーズ(HT4218ARSAW3TMシリーズ)、
RUFH-TE1613G(A)シリーズ(HT2812CRS4AW3TMシリーズ)、
RVD-E2405(A)シリーズ(HT4216KRSAW3CMシリーズ)、RVD-E2005(A)シリーズ(HT3516KRSAW3CMシリーズ)、
RUFH-A2400シリーズ(HT4216ARSAW6Qシリーズ)、RUFH-A2400AFFシリーズ(HT4219AFSAW3Qシリーズ)、
RUFH-A1610シリーズ(HT2816ARSAW3Qシリーズ)、RUFH-A1610AFFシリーズ(HT2819AFSAW3Qシリーズ)、
RUFH-A2400Gシリーズ(HT4216BRSAW6Qシリーズ)、RUFH-A1610Gシリーズ(HT2816BRSAW6Qシリーズ)、
RUFH-SE2406シリーズ(HT4217LRSAW3CMシリーズ)、RUFH-SA2400シリーズ(HT4217LRSAW3CMシリーズ)

【床暖房・浴室暖房乾燥機非対応】
RUF-E2406シリーズ、RUF-K2406シリーズ、HMUF-K2406シリーズ、RUF-E2405(A)シリーズ、RUF-K2405(A)シリーズ、
RUF-K245(A)シリーズ、RFS-E2405(A)シリーズ、RFS-E2405(B)シリーズ、RUF-A2405(A)シリーズ、
RUF-A2405(B)シリーズ、RUF-245(A)シリーズ、RUF-SE2005シリーズ、RUF-SE2000シリーズ、RUF-SA2005シリーズ、
RUF-ME2406シリーズ、RUF-E2405(B)シリーズ、RUF-SE2005(A)シリーズ、RUF-K246シリーズ

※光BOX+（EMS版）での給湯器自動設定操作は給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ行えます。
「運転OFF」の場合は給湯器リモコンで「運転ON」の状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+（EMS版）からの操作ができ、リモコン
のロックが解除される場合があります。

※遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。床暖房リモコンの運転モードを自動モードで利用することを推奨します。

※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスに対応しています。

○ ○ ○ ○ 無線

■ガス機器（１５／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

ハイブリッド
給湯機

(エコワン)

リンナイ
株式会社

2017
2018
2020

台所用リモコン
MBC-301(A)、MBC-301(B) 、MBC-MB301、MBC-261 シリーズ対応熱源機

※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器(2016年度～2020年度発売)が上記リモコンと接続可能です

【床暖房・浴室暖房乾燥機対応】
RHBH-RJ242(E)シリーズ、RHBH-RJ245(E)シリーズ、RHBH-R245(E)シリーズ、RHBD-R245(E)シリーズ
RHBH-RJ246シリーズ、RHBH-R246AFFシリーズ

【床暖房・浴室暖房乾燥機非対応】
RHBF-RJ245(E)シリーズ、RHBF-R245(E)シリーズ、RHBF-RK245シリーズ、RHBF-RK205シリーズ

※光BOX+（EMS版）での給湯器自動設定操作は給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ行えます。
「運転OFF」の場合は給湯器リモコンで「運転ON」の状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+（EMS版）からの操作ができ、リモコン
のロックが解除される場合があります。

※遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
暖房リモコンの表示も併せて確認してください。床暖房リモコンの運転モードを自動モードで利用することを推奨します。

※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスとハイブリッド給湯機クラスに対応しています。
・MBC-301(B) 、MBC-MB301 、MBC-261シリーズ ： ハイブリッド給湯機クラスの全プロパティに対応
・MBC-301(A)シリーズ ： ハイブリッド給湯機クラスの必須プロパティに対応

○ ○ ○ ○ 無線

■ガス機器（１６／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

ｱｲｼﾝ精機
株式会社

2019

エコーネットライトアダプタ

EL-2-G

燃料電池ユニット

FCCS07B2N、FCCS07B2NJ

FCCS07B2K、FCCS07B2KJ

FCCS07B2P、FCCS07B2PJ

対応給湯器
ガスふろ給湯器

GT-C1662シリーズ、GT-C2062シリーズ、GT-C2462シリーズ

GT-C1652-2シリーズ、GT-C2052-2シリーズ、GT-C2452-2シリーズ

ガス温水暖房付ふろ給湯器（床暖房・浴室暖房乾燥機・エネファーム対応）

GTH-C2049-1シリーズ、FT3516KRSシリーズ

GTH-C2449-1シリーズ、FT4216KRSシリーズ

GTH-C2049-2シリーズ、FT3518KRSシリーズ

GTH-C2449-2シリーズ、FT4218KRSシリーズ

GTH-C2451シリーズ、GTH-CP2451シリーズ

GTH-CV2451シリーズ、FT4216ARSシリーズ

GTH-C2451-1シリーズ、GTH-CP2451-1シリーズ

GTH-CV2451-1シリーズ、FT4217ARSシリーズ

FT4218ARSシリーズ、GTH-C2453シリーズ、FT4218LRSシリーズ

※エコーネットライトアダプタ、対応給湯器はノーリツ製

※上記給湯器がアイシン精機製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線

■ガス機器（１７／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

アイシン精機
株式会社

2020

エコーネットライト対応給湯器リモコン

RC-F156PEWマルチAI-FCN

RC-F156EWマルチAI-FCN

RC-F156PEWマルチAI-FCN-SO

RC-F156EWマルチAI-FCN-SO

RC-F156PEWマルチAI東邦

燃料電池ユニット

FCCS07C1NJ、FCCS07C1PJ

FCCS07C1NH、FCCS07C1PH

NT-0720ARS-KBC、NT-0720ARS-KC

対応給湯器
ガス温水暖房付ふろ給湯器（床暖房・浴室暖房乾燥機・エネファーム対応）

GTH-C2461-AIシリーズ、GTH-CP2461-AIシリーズ（FT4220ARSシリーズ）

GTH-C2461-FCシリーズ、GTH-CP2461-FCシリーズ（FT4220ARSシリーズ）

GTH-C2459-AIシリーズ（FT4220KRSシリーズ）

GTH‐C2453-FCシリーズ（FT4220LRSシリーズ）

※エコーネットライト対応給湯器リモコン、対応給湯器はノーリツ製

※上記給湯器がアイシン精機製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 無線

■ガス機器（１８／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（１９／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

（有線/無線）
操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

株式会社
アイシン

2018
2019

燃料電池
FCCS07B2NJ
FCCS07B2PJ
FCCS07B2N
FCCS07B2P
NT-0718ARSシリーズ

無線LAN対応リモコン【床暖房、浴室暖房乾燥機、エネファーム】
MC-H715F-SOEN
MC-H715F-SOEN-D

対応熱源機
GH-HK240ZW/AWシリーズ（XT4218KRSシリーズ）
GH-HK200ZW/AWシリーズ（XT3518KRSシリーズ）
GH-H(HD)240ZW/AWシリーズ（XT4216ARSシリーズ）
GH-H240ZWS/AWSシリーズ（XT4219LRSシリーズ）

※対応リモコン、対応熱源機はパーパス(株）製
※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（PB-74)が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 有線/無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

株式会社
アイシン

2020

燃料電池
FCCS07C1NJ
FCCS07C1NH
FCCS07C1PJ
FCCS07C1PH

無線LAN対応リモコン【床暖房、浴室暖房乾燥機、エネファーム】
MC-H719F-SOEN-FN
MC-H719F-SOEN-OG

対応熱源機
GH-H(HD)243ZW/AWシリーズ（XT4219ARSシリーズ）
GH-HK245ZW/AWシリーズ（XT4219KRSシリーズ）
GH-H243ZWS/AWSシリーズ（XT4220LRSシリーズ）

※対応リモコン、対応熱源機はパーパス(株）製
※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（PB-74)が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線/無線

■ガス機器（２０／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

株式会社
アイシン

2022

燃料電池
FCCS07C2NJ
FCCS07C2PJ

無線LAN対応リモコン【床暖房、浴室暖房乾燥機、エネファーム】
MC-H722F-SOEN-FN
MC-H722F-SOEN-OG

対応熱源機
GH-H(HD)245ZW/AWシリーズ（XT4222ARSシリーズ）
GH-HK245ZW/AWシリーズ（XT4219KRSシリーズ）
GH-H246ZWS/AWSシリーズ（XT4222LRSシリーズ）

※対応リモコン、対応熱源機はパーパス(株）製
※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（PB-74)が必要です。
※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで
運転ONの状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX+からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

※光BOX+（EMS版）からミストサウナ運転、水ミスト運転の操作は行えません。
浴室暖房乾燥機の運転設定がミストサウナ運転、水ミスト運転となっているときは、
光BOX+（EMS版）画面上の運転設定表記は「-」となります。

〇 〇 ○ 〇 有線/無線

■ガス機器（２１／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

大阪ガス
株式会社

2018

エコーネットライト対応 リモコンセット
138-R400
138-R401（インターホンタイプ）

※上記リモコンが以下の大阪ガス株式会社製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
136-R311～R317
136-R351～R357
136-R360
136-R230

※リモコンの運転スイッチが「切」の時は、備え付けのリモコンからふろ自動湯はり操作した場合と同様に、
光BOX+（EMS版）からのふろ自動湯はり操作も受け付けません。
運転スイッチを「入」にしてから光BOX+（EMS版）からふろ自動湯はり操作を行ってください。

※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+（EMS版）からの操作ができ、
リモコンのロックが解除される場合があります。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。

〇 〇 〇 〇 無線

2019

エコーネットライト対応アダプタ
138-N558

※上記アダプタは、以下の大阪ガス株式会社製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
136-N180
136-N210
136-N521～N522
136-N524～N527
136-N561～N562
136-N564
136-N566
136-N570
536-N558 

※エコーネットライトアダプタ、対応給湯器はノーリツ製
※上記給湯器が大阪ガス製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 有線

■ガス機器（２２／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ

ファーム）

大阪ガス
株式会社

2020

エコーネットライト対応給湯器リモコン
138-N430
138-N431
138-N432
138-N433

※上記エコーネットライト対応リモコンは、以下の大阪ガス株式会社製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）
と接続可能です。
136-N060
136-N240
136-N401
136-N402
136-N404～N407
136-N441
136-N442
136-N444
136-N446
136-N450
536-N408 

※エコーネットライト給湯器リモコン、対応給湯器はノーリツ製
※上記給湯器が大阪ガス製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
※給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ、光BOX+（EMS版）からのふろ操作が行えます。

あらかじめ「運転ON」の状態にしてお使いください。
※給湯器リモコンの誤操作防止用ロック機能が有効（ロック中）でも、光BOX+（EMS版）からの操作を行うことができます。

また、床暖房リモコンのロック中の操作についても、機種によっては行うことができますが、操作と同時にロックが解除されるため
ご注意ください。

※遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 無線

■ガス機器（２３／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（２４／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

（有線/無線）
操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

大阪ガス
株式会社

2018
2019

エコーネットライト対応リモコンセット【床暖房、浴室暖房乾燥機、エネファーム】
138-T440

※上記リモコンが以下の大阪ガス株式会社製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
136-T611～T617
136-T651～T657
136-T661
136-T210
136-T031

※対応リモコン、対応熱源機はパーパス(株）製
※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（138-T720)が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 有線/無線

2020

無線LAN対応リモコン【床暖房、浴室暖房乾燥機、エネファーム】
138-T451~T454

※上記リモコンが以下の大阪ガス株式会社製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
136-T401～T407
136-T441～T447
136-T451
136-T240
136-T051

※対応リモコン、対応熱源機はパーパス(株）製
※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（138-T720)が必要です。
※光BOX⁺（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX⁺（EMS版）からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 〇 〇 有線/無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（２５／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等

本体操作
（宅内操作）

スマホ操作
(遠隔操作) 接続形態

（有線/無線）
操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

大阪ガス
株式会社

2022

エコーネットライト対応リモコンセット【床暖房、浴室暖房乾燥機、エネファーム】
138-T461~T464

※上記リモコンが以下の大阪ガス株式会社製家庭用燃料電池コージェネレーションシステム（エネファーム）と接続可能です。
136-T411~T417
136-T461~T467
136-T471
136-T250
136-T081

※対応リモコン、対応熱源機はパーパス(株）製
※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（138-T720)が必要です。
※光BOX+での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。「OFF」の場合は給湯器リモコンで
運転ONの状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX+からの操作ができます。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

※光BOX+（EMS版）からミストサウナ運転、水ミスト運転の操作は行えません。
浴室暖房乾燥機の運転設定がミストサウナ運転、水ミスト運転となっているときは、
光BOX+（EMS版）画面上の運転設定表記は「-」となります。

〇 〇 ○ 〇 有線/無線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ

ファーム）

京セラ
株式会社

2019

エネファームミニ 燃料電池発電ユニット(京セラ製）

FCS-040ACA

無線LAN対応リモコン（パーパス製）
【床暖房、浴室暖房乾燥機、エネファーム】
MC-H718F-SOEN-FN：台所リモコン
TC-H718F-SOEN-FN：ふろ・台所リモコンセット

対応熱源機（パーパス製）
24号標準タイプ：GH-H243ZWシリーズ(XT4219ARSAW6Cシリーズ)
24号標準ドレンアップタイプ：GH-HD243ZWシリーズ(XT219ARSAW6Pシリーズ)
コンパクトタイプ：GH-HK244ZW(XT4219KRSAWCM）
スリムタイプ：GH-H243ZWS(XT4220LRSAW4C)

※対応リモコン、対応熱源機はパーパス(株）製
※有線接続には別売品の有線LANアダプタ（PB-74)が必要です。
※光BOX+（EMS版）での給湯器自動設定操作は動作状態が「ON」の時のみ行なえます。

「OFF」の場合は給湯器リモコンで運転ONの状態にしてお使いください。
※誤操作防止用のロック機能のある給湯器リモコンでは、ロック中でも光BOX+

からの操作ができます。

※床暖房の温度設定操作時の注意
光BOX⁺（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が
異なる場合があります。 床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。

〇 〇 ○ 〇 有線/無線

■ガス機器（２６／２８）



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（２７／２８）

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム（エネ
ファーム）

パナソニック
株式会社

2020

品番：

FC-70JD13T／FC-70JD13U／FC-70JD13L／FC-70JD13R／FC-70JD13K

FC-70JJ13T／FC-70JJ13U／FC-70JJ13L／FC-70JJ13R／FC-70JJ13K

FC-70JD33T

FC-70JJ33T

※エネファームは台所リモコンでの設定が必要になります。(取扱い説明書参照下さい。)

※エネファームに関するお問合せは、お買上のガス会社さまにお問合せ下さい。

〇 〇 〇 〇 有線

2019

品番：

FC-70JR13K／FC-70JR13K-M／FC-70JR13R／FC-70JR13R90／FC-70JR13R-M／

FC-70JR13S／FC-70JR13S-M／FC-70JR13T／FC-70JR13U／NA-0719ARS-KB※１／

191-PA10※２

FC-70JR73K-M／FC-70JR73W-M

FC-70JR1PZ／FC-70JR1PZ-M

FC-70JR7PZ-M

※１：東邦ガス株式会社品番

※２：大阪ガス株式会社品番

※エネファームは台所リモコンでの設定が必要になります。(取扱い説明書参照下さい。)

※エネファームに関するお問合せは、お買上のガス会社さまにお問合せ下さい。

〇 〇 〇 〇 有線

2017

品番：

FC-70GR13J-M

FC-70GR1PJ-M（製造番号：2018年4月以降）／FC-70GR1PH-M

※エネファームは台所リモコンでの設定が必要になります。(取扱い説明書参照下さい。)

※エネファームに関するお問合せは、お買上のガス会社さまにお問合せ下さい。

〇 〇 〇 〇 有線



[HB-1000[2]/HB-2000 共通]

2023年3月8日時点光BOX＋（EMS版）によるECHONET Lite接続確認済み家電機器

■ガス機器（２８／２８）

※ 接続検証内容については、2023年3月8日時点のものです。光BOX＋（EMS版） 、接続機器家電の更新等により、内容が変更となる可能性がございます。
※ 接続確認済み機器と光BOX＋（EMS版）の接続については、無線LANルーターの仕様、接続環境等により接続が確立できないことがあります。
※ 接続に際しては、他に機器等が必要となる場合がございます。
※ 接続機器によって、電源のオン・オフ、温度の設定等可能な制御は異なります。（遠隔に関しても同様です）
※光BOX＋（EMS版）の設定・操作方法や注意事項等は光BOX＋（EMS版）ユーザーズサイト掲載の各種取扱説明書をご確認ください。
※「エコジョーズ」は東京瓦斯株式会社の登録商標です。

機器名称 企業名
発売
年度

型番等
本体操作

（宅内操作）
スマホ操作
(遠隔操作)

接続形態
（有線/無線）

操作 表示 操作 表示

家庭用燃料
電池コージェ
ネレーションシ
ステム(エネ
ファーム)

リンナイ
株式会社

2018

台所用リモコン
MBC-303、MBC-305 シリーズ対応熱源機

※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器(2018年度発売)が上記リモコンと接続可能です

【床暖房・浴室暖房乾燥機・エネファーム対応】
RUFH-EP2406…Sシリーズ(HT4217ARS…Zシリーズ)
RVD-E2405SAW2-1S(HT4217KRSSWCMZ)

※光BOX+（EMS版）での給湯器自動設定操作は給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ行えます。
「運転OFF」の場合は給湯器リモコンで「運転ON」の状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+（EMS版）からの操作ができ、リモコン
のロックが解除される場合があります。

※遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。床暖房リモコンの運転モードを自動モードで利用することを推奨します。

※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスと燃料電池クラスに対応しています。

○ ○ ○ ○ 無線

2020

台所用リモコン
MBC-306 シリーズ対応熱源機

※以下のリンナイ株式会社製ガス給湯器(2020年度発売)が上記リモコンと接続可能です
【床暖房・浴室暖房乾燥機・エネファーム対応】
RUFH-EP2406…S(A)シリーズ(HT4220ARS…Zシリーズ)
RVD-E2405SAW2-1S(A)(HT4220KRSSWCMZ)

※光BOX+（EMS版）での給湯器自動設定操作は給湯器リモコンが「運転ON」の時のみ行えます。
「運転OFF」の場合は給湯器リモコンで「運転ON」の状態にしてお使いください。

※誤操作防止用のロック機能のある床暖房リモコンでは、機種によりロック中でも光BOX+（EMS版）からの操作ができ、リモコン
のロックが解除される場合があります。

※遠隔操作(公衆回線経由)で「床暖房ON」した場合、24時間後に自動的に「OFF」となります。
※床暖房の温度設定操作時の注意

光BOX+（EMS版）の床暖房温度段数と床暖房リモコンの温度段数表示が異なる場合があります。
床暖房リモコンの表示も併せて確認してください。床暖房リモコンの運転モードを自動モードで利用することを推奨します。

※当シリーズは、瞬間式給湯器クラスと燃料電池クラスに対応しています。

○ ○ ○ ○ 無線

https://xemspf.comware.biz/hikaribox/download/download.html

