モニター対象機器・AiSEG対応機器

下記表には製造を終了した製品も含まれています。

■モニター対象機器一覧（2018年2月現在）
パソコン

Microsoft Internet Explorer11,Microsoft Edge

スマートフォン、
タブレット
ホームスマートフォン

（AndroidTM端末）AndroidTM4.3〜6.0 （iPhone・iPad）iOS7.0〜9.1の標準ブラウザ
VS-HSP200S

住宅機器コントローラー

HF-MC10A1

プライベート・ビエラ

SV-ME1000

・SV-ME5000

・SV-ME7000

A320シリーズ
C10シリーズ
D2シリーズ
E60シリーズ
R2シリーズ
WT600シリーズ

・AS600シリーズ
・C300シリーズ
・D300シリーズ
・ET5シリーズ
・R2Bシリーズ
・X1シリーズ

・AS630シリーズ
・C305シリーズ
・D320シリーズ
・F1シリーズ
・R3シリーズ
・X2シリーズ

・AS650シリーズ
・C320シリーズ
・DT3シリーズ
・FT60シリーズ
・RB3シリーズ
・X3シリーズ

・AS800シリーズ
・C325シリーズ
・DT5シリーズ
・G1シリーズ
・S2シリーズ
・X5シリーズ

・C1シリーズ
・CS600シリーズ
・DT60シリーズ
・G2シリーズ
・V1シリーズ
・X6シリーズ

・C2シリーズ
・CS650シリーズ
・E5シリーズ
・G3シリーズ
・WT5シリーズ
・X50シリーズ

G1シリーズ
S2シリーズ
VT5シリーズ

・G2シリーズ
・S3シリーズ
・VT60シリーズ

・GT3シリーズ
・ST3シリーズ
・X1シリーズ

・GT5シリーズ
・V1シリーズ
・Z1シリーズ

・GT60シリーズ
・V2シリーズ
・ZT5シリーズ

・R2シリーズ
・VT2シリーズ

・RT2Bシリーズ
・VT3シリーズ

テ 液晶テレビ ビエラ
※１
レ （4K対応テレビを含む）
ビ

プラズマテレビ ビエラ

※１）CX700シリーズ、CX800シリーズ、CX800Nシリーズ、DX600シリーズ、DX750シリーズ、DX770シリーズ、DX850シリーズ、DX950シリーズはくらし機器登録機能を搭載していないため非対応です。
注1）AiSEGはＷindows7（IE11）、Ｗindows10（Edge）、Nexus9（AndroidTM5.0）、iPhone6（iOS8.1.3）の標準ブラウザで表示を確認しております。今後発売される対象機器の全ブラウザに対しての表示を保証するものではありません。
注2）スマートフォン、タブレット、パソコン、ホームスマートフォン、テレビをWi-Fiで利用する場合およびプライベート・ビエラを利用する場合は、別途無線ルーター（市販品）が必要です。
注3）SV-ME1000、VS-HSP200SはAndroid TM搭載。スマートフォン・タブレットと同じ設定・操作となります。
注４）パナソニック「照明スイッチ」アプリの適応OSは「http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch̲concent/advance/link/app.html#dl」をご確認ください。

■AiSEG対応機器 対象機種品番（パナソニック製）
（2018年2月現在）
HE-JPU46JXS
HE-JPU37HQS

･HE-JPU46JQS

･HE-JPU46HXS

･HE-JPU46HQS

･HE-JPU37JXS

･HE-JPU37JQS

･HE-JPU37HXS

HE-JU46JXS
HE-JU37HQS
HE-J46HSS
HE-J37JQES

･HE-JU46JQS
･HE-J46JXS
･HE-J46HQS
･HE-J37HZS※2

･HE-JU46HXS
･HE-J46JSS
･HE-J46HQES
･HE-J37HZES※2

･HE-JU46HQS
･HE-J46JQS
･HE-J37JXS
･HE-J37HSS

･HE-JU37JXS
･HE-J46JQES
･HE-J37JSS
･HE-J37HQS

･HE-JU37JQS
･HE-J46HZS※2
･HE-J37JQS
･HE-J37HQFS

･HE-JU37HXS
･HE-J46HZES※2
･HE-J37JQFS
･HE-J37HQES

Xシリーズ

HE-X46HXS

･HE-X37HXS

NSシリーズ

HE-NSU46JQS
･HE-NSU46JQMS ･HE-NSU37JQS
HE-NS37JQMS ･HE-NS46HQMS ･HE-NS46HQS
HE-NSU37HQMS ･HE-NSU37HQS

Nシリーズ

HE-NU46JQS
HE-N46HQS

･HE-NU46HQS
･HE-N46HQMS

･HE-NU46HQMS ･HE-NU37JQS
･HE-N37JQS
･HE-N37HQS

Sシリーズ

HE-S46HQS

･HE-S46HQMS

･HE-S37HQS

Cシリーズ

HE-C30HQS

･HE-C30HQMS

･HE-C30HQES

FPシリーズ

HE-FPU37HQS

･HE-FPU37HQMS ･HE-FPU46HQS

･HE-FPU46HQMS

FU/Fシリーズ

HE-FU37HQS
HE-F46HQMS

･HE-FU37HQMS ･HE-FU46HQS
･HE-F37HQES
･HE-F46HQES

･HE-FU46HQMS ･HE-F37HQS

Lシリーズ

HE-L37HQS

･HE-L37HQMS

･HE-L46HQMS

AFシリーズ

HE-AF37HQS

･HE-AF37HQMS ･HE-AF46HQS

･HE-AF46HQMS

WU/Wシリーズ

HE-WU46HQS

･HE-WU37HQS

･HE-W37HQS

Hシリーズ
Vシリーズ
Bシリーズ

HE-H46HQS

･HE-H37HQS

HE-V20HQS

･HE-V20HQMS

JPシリーズ

Jシリーズ
エコ
キュート
（無 線 接 続・
有線接続兼用）
ただし※2は
無線接続のみ
無線接続の場合、
HEMSアダプター
（CF-TA9C）が
必要です。

エコ
キュート
（無 線 接 続・
有線接続兼用）
ただし※3は
無線接続のみ
無線接続の場合、
無線アダプター
（CF-TA9B）が
必要です。

KU/Kシリーズ
SU/Sシリーズ
AKU/AKシリーズ
０SU/０Sシリーズ

（有線接続のみ）

･HE-W46HQS

･HE-NU37HQS
･HE-N37HQMS

･HE-NS46JQMS ･HE-NS37JQS
･HE-NSU46HQMS ･HE-NSU46HQS
･HE-NU37HQMS ･HE-N46JQS

･HE-S37HQMS
･HE-C30HQFS

･HE-F37HQMS

･HE-F46HQS

HE-B56HQS

HE-KU37GQCS ・HE-KU37GQMCS・HE-KU46GQCS ・HE-KU46GQMCS・HE-K37GQCS
・HE-K37GQMCS ・HE-K46GQCS
HE-K46GQMCS ・HE-K37GSCS
・HE-K37GSMCS ・HE-K46GSCS
・HE-K46GSMCS ・HE-K37GZCS※3 ・HE-K37GZMCS※3
HE-K46GZCS※3 ・HE-K46GZMCS※3・HE-KU37GXCS ・HE-KU46GXCS ・HE-K37GXCS
・HE-K46GXCS
HE-SU37GQCS

・HE-SU46GQCS ・HE-S37GQCS

・HE-S46GQCS

HE-AKU37GQCS ・HE-AKU46GQCS・HE-AK37GQCS ・HE-AK46GQCS
HE-AKU37GXCS ・HE-AKU46GXCS ・HE-AK37GXCS ・HE-AK46GXCS
HE-370SUGQCS ・HE-370SGQCS
HE-KU37GXS
・HE-KU37GQS
HE-K37GQS
・HE-K37GQMS
HE-K46GSS
・HE-K46GSMS
HE-KU46FQMS ・HE-K37FXS
HE-K46FQS
・HE-K46FQMS

・HE-370SGQMCS・HE-460SUGQCS・HE-460SGQCS
・HE-KU37GQMS ・HE-KU46GXS
・HE-KU46GQS
・HE-K37GSS
・HE-K37GSMS ・HE-K46GXS
・HE-KU37FXS
・HE-KU37FQS
・HE-KU37FQMS
・HE-K37FQS
・HE-K37FQMS
・HE-K37FSS
・HE-K46FSS
・HE-K46FSMS

・HE-460SGQMCS
・HE-KU46GQMS ・HE-K37GXS
・HE-K46GQS
・HE-K46GQMS
・HE-KU46FXS
・HE-KU46FQS
・HE-K37FSMS
・HE-K46FXS

SU/Sシリーズ

HE-SU37GQS
HE-S46FQS

・HE-SU46GQS

・HE-S37GQS

・HE-SU46FQS

AKU/AKシリーズ

HE-AKU37GXS
HE-AK46GQS
HE-AK37FQS

・HE-AKU46GXS ・HE-AKU37GQS ・HE-AKU46GQS ・HE-AK37GXS
・HE-AK46GXS
・HE-AKU37FXS ・HE-AKU46FXS ・HE-AKU37FQS ・HE-AKU46FQS ・HE-AK37FXS
・HE-AK46FQS

０SU/０Sシリーズ

HE-370SUGQS
HE-370SFQS

・HE-370SGQS
・HE-370SGQMS ・HE-460SUGQS ・HE-460SGQS
・HE-460SGQMS ・HE-370SUFQS
・HE-370SFQMS ・HE-460SUFQS ・HE-460SFQS
・HE-460SFQMS

Vシリーズ

HE-V20FQS

・HE-V20FQMS

・HE-V20FQES

・HE-V20FQFS

DFシリーズ

HE-D46FQS
HE-D37FQFS

・HE-D46FQMS
・HE-D37FYS

・HE-D37FQS
・HE-D37FYMS

・HE-D37FQMS

WU/Wシリーズ

HE-WU37GQS

・HE-WU46GQS

・HE-W37GQS

・HE-W46GQS

Hシリーズ
0Hシリーズ

HE-H37GQS

・HE-H46GQS

HE-370HGQS

・HE-460HGQS

HE-FU37GQS
HE-F46GQMS

・HE-FU37GQMS ・HE-FU46GQS
・HE-F37GQES
・HE-F46GQES

・HE-FU46GQMS ・HE-F37GQS
・HE-L46GQMS

KU/Kシリーズ

エコ
キュート

･HE-L46HQS

･HE-NSU37JQMS ･HE-NS46JQS
･HE-NS37HQMS ･HE-NS37HQS

FU/Fシリーズ

・HE-S46GQS

・HE-SU37FQS

・HE-D46FQES

・HE-AK37GQS
・HE-AK46FXS

・HE-D46FQFS

・HE-D37FQES

・HE-F37GQMS

・HE-F46GQS

Lシリーズ

HE-L37GQS

・HE-L37GQMS

AFシリーズ
0Lシリーズ

HE-AF37GQS

・HE-AF37GQMS ・HE-AF46GQS

・HE-AF46GQMS

HE-370LGQS

・HE-370LGQMS ・HE-460LGQS

・HE-460LGQMS

KEシリーズ

HE-K37GQES

・HE-K37GQFS

・HE-K46GQES

エネファーム※4

FC-75CR13

・FC-75DR13

・FC-70ER13

・FC-70ER23

・FC-70FR13

・FC-70FR23

IHクッキングヒーター

KZ-R573SG

天井埋込形空気清浄機

F-PDM20

・F-PDM40

・F-PML20

・F-PML40

・F-PSM20

・F-PSM40

・HE-L46GQS

・HE-S37FQS

※2）無線接続のみ。無線接続の場合、HEMSアダプター（CF-TA9C）が必要です。 ※3）無線接続のみ。無線接続の場合、無線アダプター（CF-TA9B）が必要です。 ※4）詳細は、ガス事業者様にご確認ください。
注1）AiSEG対応エネファームと連携する場合は、AiSEG連携用無線アダプタ（エネファーム別売部材）が必要です。
注2）天井埋込形空気清浄機を接続する場合には、AiSEG用通信アダプタ（MKN7751）およびAiSEG用通信アダプタ対応ケーブル1.8m（MKN7759）が必要です。

AiSEG対応機器

下記表には製造を終了した製品も含まれています。

■AiSEG 対応機器 対象機種品番（パナソニック製）
（2018年2月現在）

Xシリーズ

WXシリーズ

CS-223CX

・CS-223CXR

・CS-224CX

・CS-224CXR

・CS-225CX

・CS-225CXR

・CS-226CX

・CS-226CXR

CS-227CX

・CS-227CXE

・CS-228CXE※1

・CS-228CX※1

・CS-253CX

・CS-253CXR

・CS-254CX

・CS-254CXR

CS-255CX

・CS-255CXR

・CS-256CX

・CS-256CXR

・CS-257CX

・CS-257CXE

・CS-258CXE※1

・CS-258CX※1

CS-283CX

・CS-283CX2

・CS-283CXR

・CS-284CX

・CS-284CX2

・CS-284CXR

・CS-285CX

・CS-285CX2

CS-285CXR

・CS-286CX

・CS-286CX2

・CS-286CXR

・CS-287CX

・CS-287CX2

・CS-287CX2E

・CS-287CXE

CS-288CX2E※1

・CS-288CX2※1

・CS-288CXE※1

・CS-288CX※1

・CS-363CX

・CS-363CX2

・CS-363CXR

・CS-364CX

CS-364CX2

・CS-364CXR

・CS-364CXR2

・CS-365CX

・CS-365CX2

・CS-365CXR

・CS-365CXR2

・CS-366CX

CS-366CX2

・CS-366CXR

・CS-366CXR2

・CS-367C

・CS-367CX

・CS-367CX2

・CS-367CX2E

・CS-367CXE

CS-368CX2E※1

・CS-368CX2※1

・CS-368CXE※1

・CS-368CX※1

・CS-403CX

・CS-403CX2

・CS-403CXR

・CS-403CXR2

CS-404CX

・CS-404CX2

・CS-404CXR

・CS-404CXR2

・CS-405CX

・CS-405CX2

・CS-405CXR

・CS-405CXR2

CS-406CX

・CS-406CX2

・CS-406CXR

・CS-406CXR2

・CS-407CX

・CS-407CX2

・CS-407CX2E

・CS-407CXE

CS-408CX2E※1

・CS-408CX2※1

・CS-408CXE※1

・CS-408CX※1

・CS-563CX2

・CS-563CXR2

・CS-564CX2

・CS-564CXR2

CS-565CX2

・CS-565CXR2

・CS-566CX2

・CS-566CXR2

・CS-567CX2

・CS-567CX2E

・CS-568CX2E※1 ・CS-568CX2※1

CS-633CX2

・CS-633CXR2

・CS-634CX2

・CS-634CXR2

・CS-635CX2

・CS-635CXR2

・CS-636CX2

・CS-636CXR2

CS-637CX2

・CS-637CX2E

・CS-638CX2E※1 ・CS-638CX2※1

・CS-713CX2

・CS-713CXR2

・CS-714CX2

・CS-714CXR2

CS-715CX2

・CS-715CXR2

・CS-716CX2

・CS-716CXR2

・CS-717CX2

・CS-717CX2E

・CS-718CX2E※1 ・CS-718CX2※1

CS-805CX2

・CS-805CXR2

・CS-806CX2

・CS-806CXR2

・CS-807CX2

・CS-807CX2E

・CS-808CX2E※1 ・CS-808CX2※1

CS-907CX2

・CS-907CX2E

・CS-908CX2E※1 ・CS-908CX2※1

・CS-X223C

・CS-X224C

・CS-X225C

・CS-X226C

CS-X227C

・CS-X228C※1

・CS-X253C

・CS-X254C

・CS-X255C

・CS-X256C

・CS-X257C

・CS-X258C※1

CS-X283C

・CS-X283C2

・CS-X284C

・CS-X284C2

・CS-X285C

・CS-X285C2

・CS-X286C

・CS-X286C2

CS-X287C

・CS-X288C※1

・CS-X363C

・CS-X363C2

・CS-X364C

・CS-X364C2

・CS-X365C

・CS-X365C2

CS-X366C

・CS-X366C2

・CS-X368C※1

・CS-X403C

・CS-X403C2

・CS-X404C

・CS-X404C2

・CS-X405C

CS-X405C2

・CS-X406C

・CS-X406C2

・CS-X407C

・CS-X407C2

・CS-X408C2※1

・CS-X408C※1

・CS-X563C2

CS-X564C2

・CS-X565C2

・CS-X566C2

・CS-X567C2

・CS-X568C2※1

・CS-X633C2

・CS-X634C2

・CS-X635C2

CS-X636C2

・CS-X637C2

・CS-X638C2※1

・CS-X713C2

・CS-X714C2

・CS-X715C2

・CS-X716C2

・CS-X717C2

CS-X718C2※1

・CS-X805C2

・CS-X806C2

・CS-X807C2

・CS-X808C2※1

・CS-X907C2

・CS-X908C2※1

CS-WX406C2

・CS-WX407C2

・CS-WX408C2※1 ・CS-WX566C2

・CS-WX567C2

・CS-WX568C2※1 ・CS-WX636C2

CS-WX638C2※1 ・CS-WX716C2

・CS-WX637C2

・CS-WX717C2

・CS-WX718C2※1 ・CS-WX806C2

・CS-WX807C2

・CS-WX808C2※1 ・CS-WX907C2

CS-WX908C2※1
CS-228CAE

・CS-228CAX

・CS-258CAE

・CS-258CAX

・CS-288CAE

・CS-288CAX

・CS-408CA2E

・CS-408CAX2

CS-568CA2E

・CS-568CAX2

・CS-638CA2E

・CS-638CAX2

・CS-718CA2E

・CS-718CAX2

・CS-808CA2E

・CS-808CAX2

CS-AX228C

・CS-AX258C

・CS-AX288C

・CS-AX408C2

・CS-AX568C2

・CS-AX638C2

・CS-AX718C2

・CS-AX808C2

HXシリーズ

CS-HX285C

・CS-HX365C2

・CS-HX405C2

・CS-HX565C2

・CS-HX635C2

・CS-HX715C2

・CS-HX805C2

NXシリーズ

CS-NX285C

・CS-NX405C2

CS-223CSX

・CS-226CSX

・CS-227CSX

・CS-253CSX

・CS-256CSX

・CS-257CSX

・CS-283CSX

・CS-286CSX

CS-287CSX

・CS-363CSX

・CS-403CSX2

・CS-406CSX2

・CS-407CSX2

・CS-563CSX2

・CS-566CSX2

・CS-567CSX2

CS-SX223C

・CS-SX226C

・CS-SX227C

・CS-SX253C

・CS-SX256C

・CS-SX257C

・CS-SX283C

・CS-SX286C

CS-SX287C

・CS-SX363C

・CS-SX403C2

・CS-SX406C2

・CS-SX407C2

・CS-SX563C2

・CS-SX566C2

・CS-SX567C2

CS-TX225C

・CS-TX228C

・CS-TX255C

・CS-TX258C

・CS-TX285C2

・CS-TX288C2

・CS-TX405C2

・CS-TX408C2

CS-TX565C2

・CS-TX568C2

・CS-TX635C2

・CS-TX638C2

CS-UX253C2

・CS-UX255C2

・CS-UX257C2

・CS-UX283C2

・CS-UX285C2

・CS-UX287C2

・CS-UX403C2

・CS-UX405C2

CS-UX407C2

・CS-UX563C2

・CS-UX565C2

・CS-UX567C2

・CS-UX635C2

・CS-UX637C2

・CS-UX717C2

CS-223CT

・CS-253CT

・CS-283CT

・CS-283CT2

・CS-363CT2

・CS-403CT2

・CS-563CT2

CS-T253C

・CS-T283C

・CS-T283C2

・CS-T363C2

・CS-T403C2

・CS-T563C2

CS-22PAE1

・CS-22RAE2※2

・CS-22TAE3

・CS-25PAE1

・CS-25RAE2※2

・CS-25TAE3

CS-28TAE3

・CS-36PAE1

・CS-36RAE2※2

・CS-36TAE3

・CS-40PA2E1

・CS-40RA2E2※2 ・CS-40TA2E3

CS-56RA2E2※2

・CS-56TA2E3

・CS-63PA2E1

・CS-63RA2E2※2 ・CS-63TA2E3

・CS-71PA2E1

・CS-71RA2E2※2 ・CS-71TA2E3

・CS-DX254C※2

・CS-DX284C※2

・CS-DX364C2※2

・CS-DX404C2※2

・CS-DX564C2※2

・CS-DX634C2※2 ・CS-DX714C2※2

AXシリーズ
エアコン

SXシリーズ

TXシリーズ

UXシリーズ

Tシリーズ ※3

Aシリーズ

・CS-28PAE1

・CS-T223C

・CS-28RAE2※2
・CS-56PA2E1

CS-80TA2E3

DXシリーズ

XSシリーズ

Sシリーズ

CS-DX224C※2
CS-XS224C

・CS-XS225C

・CS-XS226C

・CS-XS227C

・CS-XS228C※1

・CS-XS254C

・CS-XS255C

・CS-XS256C

CS-XS257C

・CS-XS258C※1

・CS-XS284C

・CS-XS284C2

・CS-XS285C

・CS-XS285C2

・CS-XS286C

・CS-XS286C2

CS-XS287C

・CS-XS287C2

・CS-XS288C※1

・CS-XS288C2※1 ・CS-XS364C

・CS-XS364C2

・CS-XS365C

・CS-XS365C2

CS-XS366C

・CS-XS366C2

・CS-XS367C

・CS-XS367C2

・CS-XS368C※1

・CS-XS368C2※1 ・CS-XS404C

・CS-XS404C2

CS-XS405C

・CS-XS405C2

・CS-XS406C

・CS-XS406C2

・CS-XS407C

・CS-XS407C2

・CS-XS408C※1

・CS-XS408C2※1

CS-XS564C2

・CS-XS565C2

・CS-XS566C2

・CS-XS567C2

・CS-XS568C2※1 ・CS-XS634C2

・CS-XS635C2

・CS-XS636C2

・CS-XS715C2

・CS-XS716C2

・CS-XS718C2※1 ・CS-XS805C2

CS-XS637C2

・CS-XS638C2※1 ・CS-XS714C2

CS-XS806C2

・CS-XS807C2

・CS-XS808C2※1 ・CS-XS907C2

・CS-XS908C2※1

CS-S226C

・CS-S256C

・CS-S286C

・CS-S566C2

・CS-S406C2

・CS-XS717C2

※1）無線LANを利用して接続できません。 ※2）無線アダプターを同梱しております。 ※3）室内の湿度は表示されません。 ※4）室内の湿度、室外の温度は表示されません。
※5）パナソニックスマートアプリには対応していません。 注）
AiSEG対応エアコンと連携する場合は、無線アダプター
（CF-TA9）
が必要です。

AiSEG対応機器

下記表には製造を終了した製品も含まれています。

■AiSEG 対応機器 対象機種品番（パナソニック製）
（2018年2月現在）
CS-226CEX

・CS-227CEE

・CS-227CEX

・CS-228CEE

・CS-228CEX

・CS-256CEX

・CS-257CEE

・CS-257CEX

CS-258CEE

・CS-258CEX

・CS-286CEX

・CS-287CEE

・CS-287CEX

・CS-288CEE

・CS-288CEX

・CS-366CEX

CS-367CEE

・CS-367CEX

・CS-368CEE

・CS-368CEX

・CS-406CEX2

・CS-407CE2E

・CS-407CEX2

・CS-408CE2E

CS-408CEX2

・CS-566CEX2

・CS-567CE2E

・CS-567CEX2

・CS-568CE2E

・CS-568CEX2

・CS-636CEX2

・CS-637CE2E

CS-637CEX2

・CS-638CE2E

・CS-638CEX2

・CS-716CEX2

・CS-717CE2E

・CS-717CEX2

・CS-718CE2E

・CS-718CEX2

CS-EX226C

・CS-EX227C

・CS-EX228C

・CS-EX256C

・CS-EX257C

・CS-EX258C

・CS-EX286C

・CS-EX287C

CS-EX288C

・CS-EX366C

・CS-EX367C

・CS-EX368C

・CS-EX406C2

・CS-EX407C2

・CS-EX408C2

・CS-EX566C2

CS-EX567C2

・CS-EX568C2

・CS-EX636C2

・CS-EX637C2

・CS-EX638C2

・CS-EX716C2

・CS-EX717C2

・CS-EX718C2

CS-224CEX

・CS-225CEX

・CS-254CEX

・CS-255CEX

・CS-284CEX

・CS-285CEX

・CS-364CEX

・CS-365CEX

CS-404CEX2

・CS-405CEX2

・CS-564CEX2

・CS-565CEX2

・CS-634CEX2

・CS-635CEX2

・CS-715CEX2

・CS-EX224C

CS-EX225C

・CS-EX254C

・CS-EX255C

・CS-EX284C

・CS-EX285C

・CS-EX364C

・CS-EX365C

・CS-EX404C2

CS-EX405C2

・CS-EX564C2

・CS-EX565C2

・CS-EX634C2

・CS-EX635C2

・CS-EX715C2

CS-227CGE

・CS-227CGX

・CS-228CGE

・CS-228CGX

・CS-257CGE

・CS-257CGX

・CS-258CGE

・CS-258CGX

CS-287CGE

・CS-287CGX

・CS-288CGE

・CS-288CGX

・CS-367CGE

・CS-367CGX

・CS-368CGE

・CS-368CGX

CS-407CG2E

・CS-407CGX2

・CS-408CG2E

・CS-408CGX2

・CS-567CG2E

・CS-567CGX2

・CS-568CG2E

・CS-568CGX2

CS-GX227C

・CS-GX228C

・CS-GX257C

・CS-GX258C

・CS-GX287C

・CS-GX288C

・CS-GX367C

・CS-GX368C

CS-GX407C2

・CS-GX408C2

・CS-GX567C2

・CS-GX568C2

CS-224CGX

・CS-225CGX

・CS-226CGX

・CS-254CGX

・CS-255CGX

・CS-256CGX

・CS-284CGX

・CS-284CGX2

CS-285CGX

・CS-286CGX

・CS-364CGX2

・CS-365CGX

・CS-366CGX

・CS-404CGX2

・CS-405CGX2

・CS-406CGX2

CS-564CGX2

・CS-565CGX2

・CS-566CGX2

・CS-GX224C

・CS-GX225C

・CS-GX226C

・CS-GX254C

・CS-GX255C

CS-GX256C

・CS-GX284C

・CS-GX284C2

・CS-GX285C

・CS-GX286C

・CS-GX364C2

・CS-GX365C

・CS-GX366C

CS-GX404C2

・CS-GX405C2

・CS-GX406C2

・CS-GX564C2

・CS-GX565C2

・CS-GX566C2

CS-224CJ

・CS-225CJ

・CS-226CJ

・CS-227CJ

・CS-227CJE

・CS-228CJ

・CS-228CJE

・CS-254CJ

CS-255CJ

・CS-256CJ

・CS-257CJ

・CS-257CJE

・CS-258CJ

・CS-258CJE

・CS-284CJ

・CS-285CJ

CS-286CJ

・CS-287CJ

・CS-287CJE

・CS-288CJ

・CS-288CJE

・CS-364CJ2

・CS-365CJ2

・CS-366CJ2

CS-367CJ2

・CS-367CJ2E

・CS-368CJ2

・CS-368CJ2E

・CS-404CJ2

・CS-405CJ2

・CS-406CJ2

・CS-407CJ2

CS-407CJ2E

・CS-408CJ2

・CS-408CJ2E

・CS-564CJ2

・CS-565CJ2

・CS-566CJ2

・CS-567CJ2

・CS-567CJ2E

CS-568CJ2

・CS-568CJ2E

・CS-J224C

・CS-J225C

・CS-J226C

・CS-J227C

・CS-J228C

・CS-J254C

CS-J255C

・CS-J256C

・CS-J257C

・CS-J258C

・CS-J284C

・CS-J285C

・CS-J286C

・CS-J287C

CS-J288C

・CS-J364C2

・CS-J365C2

・CS-J366C2

・CS-J367C2

・CS-J368C2

・CS-J404C2

・CS-J405C2

CS-J406C2

・CS-J407C2

・CS-J408C2

・CS-J564C2

・CS-J565C2

・CS-J566C2

・CS-J567C2

・CS-J568C2

CS-22RZE2

・CS-22TZE3

・CS-25RZE2

・CS-25TZE3

・CS-28RZE2

・CS-28TZE3

CS-566CF2

・CS-567CF2

・CS-567CF2E

・CS-567CFR2

・CS-568CF2

・CS-568CF2E

・CS-568CFR2

・CS-F567C2

CS-226CF

・CS-227CF

・CS-227CFE

・CS-227CFR

・CS-228CF

・CS-228CFE

・CS-228CFR

・CS-256CF

CS-257CF

・CS-257CFE

・CS-257CFR

・CS-258CF

・CS-258CFE

・CS-258CFR

・CS-286CF

・CS-287CF

CS-287CFE

・CS-287CFR

・CS-288CF

・CS-288CFE

・CS-288CFR

・CS-366CF2

・CS-367CF2

・CS-367CF2E

CS-368CF2

・CS-368CF2E

・CS-406CF2

・CS-407CF2

・CS-407CF2E

・CS-407CFR2

・CS-408CF2

・CS-408CF2E

CS-408CFR2

・CS-F227C

・CS-F228C

・CS-F257C

・CS-F258C

・CS-F287C

・CS-F288C

・CS-F367C2

CS-F368C2

・CS-F407C2

・CS-F408C2

VEシリーズ

CS-22BVE4

・CS-25BVE4

・CS-28BVE4

・CS-36BVE4

・CS-40BV2E4

・CS-56BV2E4

・CS-63BV2E4

・CS-71BV2E4

SEシリーズ

CS-22BSE4

・CS-25BSE4

・CS-28BSE4

・CS-40BS2E4

・CS-56BS2E4

ＵＢシリーズ※3 ※5

CS-UB287CC2

・CS-UB407CC2 ・CS-UB567CC2

EXシリーズ

EXシリーズ

※3

GXシリーズ

GXシリーズ※3

エアコン

Jシリーズ※3

Zシリーズ※3
Fシリーズ ※3

Fシリーズ

※4

CS-F568C2

CS-80BV2E4

※1）無線LANを利用して接続できません。 ※2）無線アダプターを同梱しております。 ※3）室内の湿度は表示されません。 ※4）室内の湿度、室外の温度は表示されません。
※5）パナソニックスマートアプリには対応していません。 注）
AiSEG対応エアコンと連携する場合は、無線アダプター
（CF-TA9）
が必要です。

AiSEG対応機器

下記表には製造を終了した製品も含まれています。

■AiSEG 対応機器 対象機種品番（パナソニック製）
（2018年2月現在）
住宅用

創蓄連携
システム

パワーステーション本体品番
LJP25522※1
・LJP255228※1
LJP255228K※2 ・LJP25532K※2

・LJP25532※1
・LJP255328※1
・LJP255328K※2 ・LJP25533K※2

・LJP25533※1
・LJP255338※1
・LJP255338K※2

住宅用

蓄電
システム

リチウムイオン
蓄電盤

LJ-SJ10A

壁掛けタイプ※3
産業・住宅用

リチウムイオン
蓄電システム

LJ-SF50B

スタンドアロン
タイプ ※3

※1）
パワーステーションをスマートコスモに接続する場合には、
通信アダプタ
（スマートコスモオプション品：MKN7301S）
が必要です。
※２）
太陽光発電の遠隔出力制御の要否によっては次の機器が必要です。
・遠隔出力制御を行う場合：蓄電池ネットアダプタ
（LJ-NA01）
が必要です。
この場合、
通信アダプタ
（スマートコスモオプション品：MKN7301S）
は不要です。
・遠隔出力制御を行わない場合：蓄電池ネットアダプタ
（LJ-NA01）
、
または通信アダプタ
（スマートコスモオプション品：MKN7301S）
のいずれかが必要です。
※３）
接続する場合には、
蓄電池ネットアダプタ
（LJ-NA01）
が必要です。
注）
蓄電池ネットアダプタでAiSEGと連携する場合、
ルーター
（市販）
が必要です。

■ AiSEG対応機器 対象品番（文化シヤッター株式会社製）
（2018年2月現在）
ワイヤレス通信機
（電動窓シャッター用）

SCX1501

注1）
文化シヤッター株式会社製「電動窓シャッター
（マドマスター・スマートタイプ）
」
との接続が必要です。
注2）
電動窓シャッター
（マドマスター・スマートタイプ）
およびワイヤレス通信機に関しては、
文化シヤッター株式会社 お客様相談室
（03-5844-7111）
までお問い合わせください。
注3）
電動窓シャッターの注意事項については
「http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/aiseg/mado-shutter/index.html#attention」
をご確認ください。

（2018年2月現在）
■ AiSEG対応機器 対象商品（三和シヤッター工業株式会社製）
電動窓シャッター
（マドモア）
注1）
三和シヤッター工業株式会社製「電動窓シャッター
（マドモア）
」
・
「HEMS対応操作ユニット」
・
「専用ケーブル」
です。AiSEGとの接続には、
AiSEG用通信アダプタ
（MKN7751）
が必要です。
注2）
電動窓シャッター
（マドモア）
、
HEMS対応操作ユニット、
専用ケーブルに関しては、
三和シヤッター工業株式会社 カスタマーセンター
（03-3346-3011）
までお問い合せください。
注3）
電動窓シャッターの注意事項については
「http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/aiseg/mado-shutter/index.html#attention2」
をご確認ください。

・LJP25522K※2

