メニュー

メニューバーから目的の項目を選ぶ

を選ぶ

❻ 空気環境を確認する

空気環境

詳しくは

取扱説明書（詳細版）185～195ページ

空気清浄機や温湿度センサー、
エアコン、
熱交換気ユニット
の検出した空気環境や温度・湿度を表示します。
品番

MKN704・MKN704
MKN705・MKN705

❶ ●
●
❷ ●
❸●
❹ ●
❺ ●
❻●
❼ ❽
お知らせアイコン
（表示されれば❽へ）

発電中ランプ

太陽光発電・外部発電が
•発電中で売電中：ゆっくり青色点滅
•発電中で買電中、あるいは
発電中に電気を売買していない場合
：ゆっくり橙色点滅
•発電停止中：消灯

電気の流れ

❷ 電気の流れを確認する
詳しくは

取扱説明書（詳細版）103～119ページ

全量買取モードの場合は
取扱説明書（詳細版）228～230ページ

お知らせランプ

❹ 宅内から機器をコントロール
詳しくは

イラストや数値で詳細に
表示します。

❼ スマートメーターを確認する

スマートメーター

詳しくは

取扱説明書
（詳細版）
129～178ページ
今日/今月の売電量・
買電量を表示します。

連携機器を機器ごと
に宅内からコント
ロールします。

電気の自給率を表示

買電量/売電量グラフを表示

使用量目標達成度を表示

●現在の電気（ペンギン）

取扱説明書（詳細版）196～199ページ

●機器ごと

回路ごとで使っている
電気を表示

● ご使用前に準備が必要です。

各種設定を行います。
（詳しくは
取扱説明書（詳細版）
33～71ページ、232～320ページ）

する

●現在の電気（詳細）

•通常：消灯
•ファームウェア更新時やサーバー
からのメッセージ受信時：赤色点灯
•エラー発生時：赤色点滅

裏面
● 詳しい説明は取扱説明書
（詳細版）
を参照してください。
裏面右下の説明書閲覧用アドレス
● システムに接続されている機器の種類や設定によって、操作
画面は異なります。また、操作画面のレイアウトや文字など
の表示は、表示する機器によって異なります。

機器コントロール

各機器が検出した履歴
データをグラフで表示

●家全体
ペンギンのイラストで
表示します。

シーンに合わせて
連携機器を一括で
コントロールします。

30分単位の買電量
の最大値（ピーク電力）
を表示します。
ピーク電力を表示

マイホーム

❶ 家全体の状態を確認する
詳しくは

取扱説明書
（詳細版）
99～101ページ

家全体の様子を表示します。シーン制御なども行えます。

グラフ

❸ 履歴をグラフで確認する
詳しくは

取扱説明書（詳細版）120～128ページ

発電量・買電量・売電量・使用電力量・湯使用量・
水使用量・ガス使用量の履歴をグラフで表示します。

設定したシーンを表示

戸締り

❺ 戸締りを確認する
詳しくは

取扱説明書
（詳細版）
180～184ページ

電気錠やドア・窓の戸締り状況を表示します。
電気錠の状態を表示

❽ 各種お知らせ情報を確認する

お知らせ

報知モードの
入/切操作

詳しくは

取扱説明書（詳細版）200～216ページ

サーバーからのメンテナンス情報、
ファームウェア更新の
お知らせなどを表示します。

報知モードの入/切操作
今月の買電料金を表示
今月の売電料金を表示

表示の
切替
回路ごとの使用
電力量を表示

電気錠やドア、窓の状態を表示
宅配ボックスの状態を表示

8A9 J63 00003

M0616-110822Mj

ドアや窓の状態を
表示

（例：使用電力量の日単位）

表示項目の切替

電気錠の施解錠操作

表示項目
の切替
メッセージ内容
を表示

ご使用前の準備（必ず設定してください）
1

AiSEG2の画面を表示する（

4

（

取扱説明書（詳細版）30 ～ 32ページ）

●お使いの機種、バージョンによって操作が異なります。当社ホームページ
（右下）
をご確認ください。
●認証画面が表示された場合は、ユーザー名‥aiseg/パスワード‥機器コードの数字10桁（ハイフン含まず）
を入力
してください。機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体側面に表示されています。

■ マンションHAシステムClougeの場合（MKN705のみ）
●ホーム画面からAiSEG2の画面を表示させることができます。
（
マンションHAシステムClougeの説明書）

2

●ページ認証画面が表示された場合は、パスワード欄に機器
コードの数字10桁（ハイフン含まず）を入力してください。
機器コードは取扱説明書の裏表紙またはAiSEG2本体側面
に表示されています。

時刻を設定する

AiSEG2がインターネット回線に接続して
いる場合、時刻は自動で設定されます。
（
取扱説明書（詳細版）34 ～ 37ページ）

取扱説明書（詳細版）70 ～71ページ）

●サーバーサービスに登録していなくてもAiSEG2は動作します。
●インターネット回線に接続している場合のみ登録できます。
●サーバーサービスは、専用アプリ「スマートHEMSサービス」をダウン
ロードして、スマートフォンからアプリと同時に簡単に登録することが
できます。
●スマートスピーカーとの連携には、サーバーサービス登録が必要です。
別途スマートスピーカーのアプリによる連携設定も必要です。
●サーバーサービスは無料です。

■ パソコンやスマートフォン・タブレットなどの場合

［ホーム］
を
タッチする

サーバーサービス（無料）に登録する

5

機器のシーン制御を設定する
連携機器のそれぞれの状態を、
「就寝」や「お出かけ」などといった生活シーンあるいは部屋ごとに設定して、一括
制御することができます。
（
取扱説明書（詳細版）72 ～ 94ページ）

シーンごとに
各項目を
設定する

❶入力ボックス(年/月/日/時/分)に

カーソルをあわせて数値を入力する

出力制御を設定している場合

出力制御（
設定マニュアル100ペー
ジ）を設定している場合は、設定方法が異
なります。

❷

決定

を選ぶ

初期設定を行う

※

制御期間中

（

取扱説明書（詳細版）38 ～ 56ページ）

❷ 目標値設定

認証が必要な場合の
パスワードを設定します。

（

（

取扱説明書（詳細版）65 ～ 67ページ）

❹ 自動ファームアップ設定
電気・湯・水・ガス
の使用量目標値を設定
します。

取扱説明書（詳細版）57 ～ 64ページ）

AiSEG2本体の自動
ファームアップ更新を
設定します。

（

‥更新スケジュールで運用中
‥固定スケジュールで運用中

当社ホームページにて、便利にお使いいただくためのお知らせやメンテナンス情報をご確認ください。

❸ アクセスパスワード設定
電気・売電・水・ガス
の料金単価を設定しま
す。

設定マニュアル100ページ）

AiSEG2 に関する操作・お知らせは

AiSEG2の動作に必要な項目を設定することができます。
●「❶料金設定」は専用アプリ「スマートHEMSサービス」でも設定できます。

❶ 料金設定

（出力制御設定について

出力制御中は メニュー 左に 制御期間中 ※
が表示され、選ぶと詳細が確認できます。
制御期間中

3

●連携機器が登録されていれば「一括オフ」シーンが
1つ設定されています。
●1シーンにつき、最大12パターンを設定できます。
●シーン制御を操作するには
取扱説明書（詳細版）
176 ～178ページ

取扱説明書（詳細版）68 ～ 69ページ）

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiseg/
〔お知らせする内容の一例〕
●AiSEG2の各種設定・計測データをバックアッ
プしたり、各電力会社の料金プランのダウン
ロードや天気予報情報を取得することなどがで
きる「サーバーサービス」の登録や操作に関する
情報
インター
ネット

●パソコンやスマートフォンなどで
AiSEG2の画面を
表示させる方法

■取扱説明書（詳細版）
など、本製品の説明
書を右記から確認す
ることもできます。

〈閲覧用アドレス〉
MKN704
MKN705
MKN704
当社サーバー
無線 LAN
ルーター
https://www2.panasonic.biz/jp/ai/products/search/manual/
index.jsp?item_no=MKN704&srcd=SJSB
■使いかた・お手入れなどのご相談は…
MKN705
パナソニック 住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口
https://www2.panasonic.biz/jp/ai/products/search/manual/
0120-081-701（フリーダイヤル）
index.jsp?item_no=MKN705&srcd=SJSB

