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品 名 品 番 備 考 希望小売価格（税別） 

ホームコントローラ MIRUECO mini 

専用アプリを使って、エネルギ

ーマネジメント、家電・設備・建

材機器の操作が可能となりま

す。 

79,000 円 

専用無線 LAN ルーター WSR-300HP  9,800 円 

リンクコントローラ    FCL5320A    

各種センサー、屋内カメラやス

マートスピーカー等をホームコ

ントローラにつなげる役割をし

ます。    

25,000 円    

ローカル用 USB メモリ    TOUCH T01    
ホームコントローラのスタンド

アロン時に使用します。    
2,200 円    

 

注 1） 給湯器リモコンが「運転 ON」の時のみ、HEMS コントローラー IoT ホーム Link 「Life Assist」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。  

注 2） 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、HEMS コントローラー IoT ホーム Link 

「Life Assist」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。 

注 3） 遠隔操作（公衆回線経由）で「床暖房 ON」にした場合、24 時間後に自動的に「OFF」となります。 

注 4） HEMS コントローラー IoT ホーム Link 「Life Assist」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」からの操作はできません。 

注5） 対応機器の詳細はHEMSコントローラー IoTホームLink 「Life Assist」のホワイトリストをご確認ください。 

（参考） https://www.lixil.co.jp/lineup/solar_roof_outerwall/lifeassist/specification/whitelist/ 

 

    

    
 

 

 

 

 

 
 

 

※ニュースリリースに記載されている内容は、発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありま

すので、ご了承ください。 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

ノーリツは、環境省が認証した 

エコ・ファースト企業です。 


