
給湯器

HEMS

～ 無線

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金

東証一部上場）

売済)と ECHONET Lite

サービス

「RC-G

（GT シリーズ）、

HEMS コントローラーを使用して

当リモコンおよ

元管理に対応
 

【無線

    

    

    

    

a    

    

    

 

 

    

    

    
    
        

対応対応対応対応ふろふろふろふろ

高効率ガス

  

  

 

高効率

ふろ給湯器

  

 

    

    
＜＜＜＜HEMSHEMSHEMSHEMS

 ・・・・ふろ操作ふろ操作ふろ操作ふろ操作

    ・・・・床暖房操作床暖房操作床暖房操作床暖房操作

台所リモコン

RCRCRCRC----G001EWG001EWG001EWG001EW

AIF 認証登録番号

通信方式：

【ECHONET Lite 

給湯器リモコン

HEMS サービス

無線 LAN 対応給湯器リモコン

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金

東証一部上場）が製造・販売する

ECHONET Lite

サービス「EcoFan」（エコファン

G001EW シリーズ

シリーズ）、ガス温水暖房付

コントローラーを使用して

リモコンおよびアダプタ

に対応し、エネルギーを無駄なく使用する

無線 LAN 対応

ふろふろふろふろ給湯給湯給湯給湯器器器器

高効率ガスふろ給湯器

高効率ガス温水暖房付

ふろ給湯器 

 

HEMSHEMSHEMSHEMS サービスサービスサービスサービス

ふろ操作ふろ操作ふろ操作ふろ操作 ： 

床暖房操作床暖房操作床暖房操作床暖房操作 ： 

台所リモコン 

G001EWG001EWG001EWG001EW シリーズシリーズシリーズシリーズ

認証登録番号: LZ

通信方式：IEEE802.11

ECHONET Lite 

ELELELEL----1111----

AIF 認証登録番号

通信方式：

（有線有線有線有線

※通信機能のない

組み合わせて使用

リモコン/アダプタ

サービス EcoFan

対応給湯器リモコン

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金

が製造・販売する

ECHONET Lite アダプタ「

エコファン）と

シリーズ」および

ガス温水暖房付ふろ給湯器（

コントローラーを使用して“おふろのお湯はり”や“床暖房の

びアダプタは、HEMS

エネルギーを無駄なく使用する

対応給湯器リモコン】

器器器器    (RC-G001EW

ふろ給湯器 

暖房付 

サービスサービスサービスサービス    「「「「EcoFanEcoFanEcoFanEcoFan」」」」

 ふろ自動湯張り

 床暖房 「ON/OFF

浴室リモコン

シリーズシリーズシリーズシリーズ    

: LZ-000100 

IEEE802.11 系 (無線無線無線無線 LANLANLANLAN

ECHONET Lite アダプタ】

----GGGG    

認証登録番号: LZ

通信方式：IEEE802.3

有線有線有線有線 LANLANLANLAN) 

※通信機能のない給湯器

組み合わせて使用

アダプタが

EcoFan（メディオテック製）と

対応給湯器リモコン RC-

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金

が製造・販売する無線 LAN 対応

アダプタ「EL-1-G」（2017

との連携を 2018

び「EL-1-G」は

ふろ給湯器（

“おふろのお湯はり”や“床暖房の

HEMS コントローラー

エネルギーを無駄なく使用する

給湯器リモコン】    

G001EW シリーズ

GT-C(CP/CV)2462

GT-C(CP/CV)1662

GRQ-C2462

GRQ-C1662

GTH-C2452

GTH-C(CP/CV)2451

GTH-C2450

GTH-C1650

GTH-C2449

GTH-C2049

」」」」との連携機能＞との連携機能＞との連携機能＞との連携機能＞

ふろ自動湯張り 「ON/OFF

ON/OFF」 （温度設定状態表示対応）

浴室リモコン 

LANLANLANLAN 2.4GHz) 

アダプタ】 

: LZ-000061 

IEEE802.3 系 

給湯器リモコンと

組み合わせて使用 

がメディオテック

（メディオテック製）と

-G001EW/
 

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金

対応給湯器リモコン

2017 年 4 月発売済）

2018 年 11 月 7

は、ECHONET L

ふろ給湯器（GTH シリーズ）

“おふろのお湯はり”や“床暖房の

コントローラーとの連携による

エネルギーを無駄なく使用するエコで快適な暮

           

シリーズの場合)    

C(CP/CV)2462 シリーズ、

C(CP/CV)1662 シリーズ

C2462 シリーズ、

C1662 シリーズ 

C2452 シリーズ 

C(CP/CV)2451-

C2450-1 シリーズ

C1650-1 シリーズ

C2449-2 シリーズ

C2049-2 シリーズ

との連携機能＞との連携機能＞との連携機能＞との連携機能＞    

ON/OFF」  

（温度設定状態表示対応）

 

 

リモコンと 

メディオテックの

（メディオテック製）と HEMS

G001EW/ECHONET

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金

リモコン「RC-G

月発売済）が、株式会社

7 日から開始いたします

CHONET Lite アダプタ機能を搭載し

シリーズ）に対応できます。

“おふろのお湯はり”や“床暖房の ON・

との連携による家全体のエネルギーの見える化

快適な暮しに貢献いたします

        

    

シリーズ、GT-C(CP/CV)2062

シリーズ 

シリーズ、GRQ-C2062

 

 

-1 シリーズ （FT4217ARS

シリーズ （FT4217ARS

シリーズ （FT2817ARS

シリーズ （FT4218KRS

シリーズ （FT3518KRS

（温度設定状態表示対応） 

接続連携 

（LAN） 

News 

2018

の HEMS

HEMS 接続

ECHONET Lite アダプタ

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金

G001EW シリーズ」

株式会社メディオテック

日から開始いたします。

アダプタ機能を搭載し

できます。今回の接続連携により、

・OFF”の操作が

家全体のエネルギーの見える化

に貢献いたします

    【HEMS

C(CP/CV)2062 シリーズ

シリーズ 

FT4217ARS シリーズ）

FT4217ARS シリーズ） 

FT2817ARS シリーズ） 

FT4218KRS シリーズ） 

FT3518KRS シリーズ） 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社

HEMSHEMSHEMSHEMS

 

 

HEMS 

News Release

2018 年 11 月

HEMS に対応！

接続連携を開始

アダプタ EL-1-

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ（本社：神戸市、代表取締役社長：國井総一郎、資本金 201

シリーズ」(2018 年

メディオテックの

。 

アダプタ機能を搭載し、ガスふろ給湯器

今回の接続連携により、

操作が可能になります

家全体のエネルギーの見える化

に貢献いたします。 

HEMS コントローラー

C(CP/CV)2062 シリーズ 

シリーズ） 

 

 

 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社メディオテックメディオテックメディオテックメディオテック

HEMSHEMSHEMSHEMS サービスサービスサービスサービス

    「「「「EcoFanEcoFanEcoFanEcoFan

HEMS ミルエコ

Release 

月 7 日 

 

に対応！ 

を開始 

-G ～ 

201 億円、

年 9 月発

の HEMS

、ガスふろ給湯器

今回の接続連携により、

になります。 

家全体のエネルギーの見える化と一

コントローラー】 

メディオテックメディオテックメディオテックメディオテック製製製製    

サービスサービスサービスサービス    

EcoFanEcoFanEcoFanEcoFan」」」」    

ミルエコ mini 



HEMSHEMSHEMSHEMS サービスサービスサービスサービス    「「「「EcoFanEcoFanEcoFanEcoFan」」」」    （（（（株式会社株式会社株式会社株式会社メディオテックメディオテックメディオテックメディオテック））））    一覧一覧一覧一覧    

品 名 品 番 備 考 希望小売価格 

ホームコントローラ MIRUECO mini 

専用 Web 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。 

オープンプライス 

 

注 1） 給湯器リモコンが「運転 ON」の時のみ、HEMS サービス 「EcoFan」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 サービス 「EcoFan」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 サービス 「EcoFan」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 サービス 「EcoFan」のホワイトリストをご確認ください。 

 （参考） https://eco-fan.jp/hems/confirm_device_list.html 

 

    

    
 

 

 

 

 

 
 

 

※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。 


