
お手軽に太陽光発電の余剰電力を有効活用する新機能

新登場!!

太陽光発電の余剰電力を有効活用するする

※お天気リンクEZをご利用いただくには、別売部品の「無線LAN
アダプターセット（GT-RA1）」のご購入・専門業者による工事  
およびお客様による設定が必要です。

※翌日の余剰電力量が少ないと想定される場合は、通常通り夜間にわき上げを行います。
※お天気リンクEZの機能に関わらず、湯が不足すると判断された場合には、昼間わき増しを行います。
※太陽光発電を利用してわき上げを行うには余剰電力量がわき増しに要する消費電力量を上回る必要があります。
　［例］SRT-S374Uの場合、余剰電力が1.5kW（目安）以上になります。但し、左記数値は季節や外気温などにより変動しますので、あくまでも参考値となります。
※天気予報が外れ、雨や曇りとなった場合や余剰電力量が十分でない場合は、昼間電力でわき上げます。その場合は購入する電力が増える場合があります。

翌日の天気予報が晴れなど余剰電力が発生すると想定される場合は夜間の
わき上げ量を減らし、昼間に太陽光発電の余剰電力を活用してお湯をわかします。

DIAHOT REMOTEなら

などの機能がスマホで操作可能！

お天気リンクEZによるわき上げイメージ

詳しくはDIAHOT REMOTEのホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute/remote

ふろ自動 満タンわき増し
わき上げ停止

使用湯量
確認 三菱 エコキュート専用アプリ

DIAHOT  REMOTE

三菱 エコキュートが
ますます便利に！
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能能お に太軽にお手軽

設定は、三菱 エコキュート専用スマホアプリ「DIAHOT REMOTE」から行います。
ダイヤ ホットリモ ート

＊給湯専用を除く。

太陽光発電余剰電力の固定価格買取制度適用期間が、2019年から順次満了（卒FIT）します。

太陽光発電の余剰電力は、

売る時代 から 自家消費の時代 へ！

◆FITを卒業する住宅用太陽光発電の推移（累積）

※「住宅用太陽光発電設備の
FIT買取期間終了に向けた対応」
（2018年9月 資源エネルギー庁）
による
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※通信料はお客様のご負担となります。

2020年1月31日提供開始予定
様 ご負担とな ます
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発電電力

2020年1月下旬掲載

＊「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する
　ペットネームとして取り扱っております。
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●お買い求め、ご相談は信用とサービスの行き届いた当店へどうぞ。

群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町800

2020年 1月作成HPC518A（20.01）MEE

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法

www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute
●「家庭用自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機」のホームページ

＊電話番号は変更になることがございますので、あらかじめご了承願います。
＊電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようおかけください。

■ご相談対応 平　　日
土・日・祝・弊社休日

9：00～19：00
9：00～17：00 左記以外の時間は受付のみ可能です。

0120-139-365（無料）
（受付時間365日24時間）

いつもサンキュー　　365日

フリーダイヤル・ナビダイヤルをお使いいただけない場合はTEL.03-3414-9655  FAX.03-3413-4049（有料）

TEL.0570-077-365（有料）
FAX.0570-088-365（有料）

携帯電話・PHSの場合

三菱 エコキュートと太陽光発電との連携に、お客様のニーズに合わせた２つの選べるお天気リンク

※ご利用には、別売部品のご購入や専門業者による専用工事、専用アプリをインストールしたスマートフォン／常時接続のブロードバンド回線／無線LANアクセスポイントなどが必要です。

ポイント

機能名

関連機器定価（税別）

お天気リンクEZ

20,000円
－
－

20,000円
可能
晴れのみ
〇

別売部品や設置工事も少なく、太陽光発電システムと
お手軽に連携したい方にオススメです。

太陽光発電システムを既にお持ちの方に！

初回利用時に、ユーザーが太陽光発電容量やご家庭の
電気使用量をDIAHOT REMOTEアプリで入力

お天気リンクAI

可能
晴れ／くもり

◎

137,000円
51,000円
56,000円
30,000円

新築ZEH住宅など、省エネを重視される方に！

HEMSとかしこく連携して、エネルギーを
より効率よく使います。

HEMSが実際の太陽光発電量やご家庭の
電気使用量を自動的に取得

アダプター
計測ユニット
情報収集ユニット
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■「DIAHOT REMOTE」ご利用時にご確認、ご準備いただくもの

●スマートフォン

●「DIAHOT REMOTE」対応の給湯機

●無線LANアダプターセット（形名:GT-RA1）

三菱 エコキュートの18年度モデル以降の商品
（コンパクト エコキュート、エコキュート ライト、SRT-W304DMを除く）

●対応OS
　・ Android™    7～10
　・ iOS  　　　　10～13

●「DIAHOT REMOTE」アプリ

　・ Android™    ：Google Play™
　・ iOS   　　　　　：App Store

※最新のバージョンでは正しい表示や動作ができない場合があります。

●WPS（Wi-Fi Protected Setup™）対応のルーター
●外部接続機器（お客様のルーター）

※WPS機能による無線LANアダプターとの無線接続（ペアリング）が必要です。WPS2.0に
対応したルーターをご用意ください。
※WPS以外の無線接続（ペアリング）には対応していません。
※無線LANのセキュリティーにおいて、WEPには対応していません。「WPA２-PSK（AES）」
を使用してください。
※WPSの設定はルーターに付属の説明書を参照してください。
※モバイルルーターではご利用いただけません。

※給湯機１台につき１セット必要です。
※給湯機及びご自宅内への取付工事が必要です。据付工事店（販売店）へご依頼ください。

●インターネット回線

※ダイヤルアップ回線ではご利用いただけません。
　インターネット接続については、プロバイダー・回線業者との契約をご確認ください。
　インターネット通信料はお客様のご負担となります。

●FTTH（光ファイバー）
●ADSL
●CATV（ケーブルTV） などの常時接続可能なブロードバンド

■無線LANアダプターセット 仕様 2020年1月31日発売

DC12.7V（貯湯ユニットより給電）
最大3W

0.17kg

電源
消費電力

質量
外形寸法（高さ×幅×奥行）

無線通信方式

形名

125mm×132mm×29mm

IEEE 802.11b/g/n（20）

GT-RA1（インターフェースユニット+無線LANアダプター）

■「DIAHOT REMOTE」ご利用時のお願い
●ふろ自動をするときは、浴槽の栓が閉まっていることや、浴槽内に人がいないことを確認
してから操作してください。
●お子さま、ご高齢者、病気の方、お身体の不自由な方が浴槽内にいる場合は、必ず近くに管
理できる人がいる状態でご使用ください。
●小さなお子さまなどが誤って操作しないように、保護者の方が管理のもとご使用ください。
●ご使用の前に給湯機に異常がないか確認してください。
●次の状態のときは、スマートフォンで操作できなくなります。
　•停電やブレーカーが切れているなどで、機器や外部接続機器（お客様のルーター）に通電されて
　いないとき

　•外部接続機器（お客様のルーター）の異常時や通信圏外のとき
　•インターネット回線や公衆回線に問題があるとき
　•クラウドサーバーのメンテナンス時や障害発生時
●障害物や電子レンジなどの電波干渉により、通信状態が悪い場合は操作内容が反映され
ないことがあります。定期的に運転状態を確認してください。
●スマートフォンのOSをアップデートすると、「DIAHOT REMOTE」アプリが使用できなくなる
ことがあります。
●スマートフォンによる誤操作防止のため、画面ロック機能の使用をおすすめします。
●本製品の廃却や使用者を変更するときは、必ず機器登録の解除と遠隔操作の無効化をし
てください。

本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線　
（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合
は、必ずルーター等を経由し接続してください。

●「AndroidTM」、「Google PlayおよびGoogle Playロゴ」は、Google LLCの商標です。
●「iOS」はApple Inc.のOS名称であり、「IOS  」は、米国およびその他の国における
　Cisco Systems, Inc.およびその関連会社の商標または登録商標です。
●「AppleおよびAppleロゴ」はApple Inc.の商標です。「App Store」は、Apple Inc.のサービス
　マークです。
●「Wi-Fi  」「Wi-Fi Protected SetupTM」「WPA2TM」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
　その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

商標について次のサービスからダウンロードできます。


