
手順４ スマート分電盤への接続

❼ スマート分電盤に接続されているLANケーブルを専用無線LANのLAN端子に接続します。

スマート分電盤からのLANケーブルは、隠蔽配線され、壁面には接続用のLAN用コネクタが取付けられている

ケースがあります。その場合、壁面から専用無線LANルータまでのLANケーブルは、同梱されておりませんので、

別途ご準備ください。

スマート分電盤からのLANケーブルの詳細については、ビルダー様にご確認ください。

※動画での設定・接続ガイドはこちらからご確認ください。

手順１ 機器の準備

◆ LifeAssistの機器を半径1.5m以内に集めて配置します。（各ケーブルの配線は以下で行ないます）

WEB申込み

◆web申込とは、お客様自身がインターネット上でLifeassistの利用申込

   （会員登録）を行なっていただくシステムです。

   ※web申込を行わないとLifeassistのサービスがご利用頂けませんので

      ご注意ください。

手順２ インターネット環境の接続

❶ 専用無線LANルータにACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに 手順１

接続します。    ホームコントローラ本体に同梱されております『「 Lifeassist 」web

❷ 専用無線LANルータ背面のモードスイッチがAUTOになっていること     利用申込お客様番号』（左図）をお手元にご用意してください。

を確認します。（ご家庭用ルータがBUFFALO製の場合、APに切替）

❸ 電源ボタンをONにします。POWERランプが点灯することをご確認くだ

さい。（約5分～10分） 手順２

❹ 専用無線LANルータをインターネットに接続します。    『「LifeAssist」web申込 お客様番号』に記載してある❸QRコードから、

◆ 専用無線LANルータのPOWERランプ点灯後、全てのランプが緑点灯    あるいは  「https://hems.lixil.co.jp/web_apply/」

することをご確認ください。（約5分～10分）    をブラウザに直接入力すると、「申込に必要な情報のご確認」ページが

全てのランプが点灯しない場合は、以下をご確認ください。    表示されます。

・各機器の電源が入っていること。    ・お客様のご使用になるメールアドレス

・LANケーブルが「Internet」端子に接続されていること。    ・HEMS識別コード

・LANケーブルのツメが確実に「カチッ」と差仕込まれていること    ・確認コード

   を入力し「送信」をタップしてください。

手順３ ホームコントローラの接続

❺ ホームコントローラにACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに 手順３

接続します。    下記画面が表示されれば「申し込みに必要な情報の確認」のステップは

❻ ホームコントローラと専用無線LANルータをLANケーブルで接続して    完了です。入力したメールアドレス宛に以下の内容の確認のメールが送ら

ください。    れていますので確認してください。

POWER、SERVERランプが緑色に点灯します。（約5分～10分）

◆ POWER、SERVERランプが緑点灯しない場合は以下をご確認ください。

・ホームコントローラとACアダプタが正しく接続されていること。

・LANケーブルのツメが確実に「カチッ」と差仕込まれていること。

・専用無線LANルータの「Internet」ランプが緑色に

  なっていること。

　各機器の接続方法

　ホームコントローラ ユーザー様サイト(LifeAssist)へのアクセス

※インターネットサービスプロバイダと契約し、インターネット環境が開通し 

   てから設定を開始してください。 

※「ローカル接続用USBメモリ」は使用しません。(同梱されている場合) 

【ホームコントローラ】 LifeAssist 簡単ご利用開始ガイド 

❶HEMS識別コード 

❷確認コード 

お客様のご使用になるメールアドレス 

裏面へ 

LIXIL製品 

(LTSPより郵送された機器) 

プロバイダより提供させるインターネット機器 

❶ 

❷ 

❸ 

「LifeAssist」web申込 お客様番号 

❶ HEMS識別コード 

❷ 確認コード 

❸ QRコード 

このマニュアル上では、 

HEMS識別コード：1234500001 

確認コード：9876 

※商品毎に番号は異なります。 

LAN用コネクタ 



◆送られてきたメールのURLをタップして下さい。

◆「申し込み内容の入力」画面が開きますので、必要事項を入力して下さい。

◆「送信」をタップし、以下の申し込み完了画面が表示されると登録完了です。

※❶ご希望ログイン名と❷パスワードは次のステップ「LifeAssistログイン」で使用します。

◆LifeAssistログイン

上記QRコードから、あるいは「https://hems.lixil.co.jp/member/login/」

をブラウザに直接入力すると、ホームコントローラーのログイン画面ページが表示

されます。

「申し込み内容の入力」で設定した

❶ご希望ログイン名／❷ご希望パスワード を入力し「ログイン」をタップしてください。

◆ホームコントローラーの初期設定とスマート分電盤の分岐ブレーカーから

   回路ごとの電気使用量を計測できるように情報を登録します。

❶ホーム画面から「その他」をタップします。

❷「マイページ」をタップします。

❸「マイページ」にて、個人情報を登録ください。

❶ホーム画面から「その他」をタップします。

❹「設定」をタップします。

❺「収集するデータの由来の設定」をタップし、 ◆太陽光発電システムの発電量を表示させる

   「分電盤由来」を選択します。    ための設定を行います。

   「保存」をタップし、「設定へ戻る」をタップします。

❻「ECONET Lite分電盤連携設定」をタップします。 ❶再度 「設定」から

「ECHONET Lite 住宅用太陽光発電連携」

をタップします。

　ホームコントローラー ユーザー様サイト(LifeAssist)へのログイン 　ECHONET Lite 分電盤連携設定２

　ECHONET Lite 分電盤連携設定１

　ECHONET Lite 住宅用太陽光発電連携設定

データを収集する対象のECHONET Lite住宅用太陽光 

❶ご希望のログイン名 

❷ご希望のパスワード 

❶ご希望のログイン名 

❷ご希望のパスワード 

⓯再度「ECONET Lite分電盤連携設定」から、スマート分電盤の分岐ブレーカーから 
   電気使用量を計測する回路を有効にして、チャンネルとチャンネル名を設定します。 

⓰計測する回路を「有効」にしてチャンネル名を入力します 
   ※左図は参考例です。ご家庭の分電盤を確認し、入力してください。 

⓲計測する拡張回路を「有効」にしてチャンネル名に適当な名前を入力します 
   ※太陽光発電のパワーコンディショナは拡張計測回路になります。 
   ※左図はパワーコンディショナ2台の場合の例になります。 

⓳必要箇所の入力が完了したら「保存」をタップ 

⓴「設定一覧へ戻る」をタップ 

❶ ❹ 

❷ 

❸ 

❺ 

データ収集由来設定 分電盤由来 

❻ 

❼ECONET Lite分電盤連携設定 → 「利用する(ReleaseF)」を選択 

❽データを収集する対象のECONET Lite分電盤 → 「収集する分電盤」を選択 

❿ECONET Lite分電盤タイプ → 「EcoEye／スマートコスモ／その他」から該当機種を選択 
   ※EcoEye（河村電器産業㈱製）、スマートコスモ（パナソニック㈱製）となります。 
      ご家庭の分電盤のメーカーがご不明の場合はビルダー様へご確認ください。 

⓫ECONET Lite分電盤分岐ブレーカー収集ON/OFF → 「分岐ブレーカーを収集する」を選択 

⓬ECONET Lite分電盤拡張計測収集ON/OFF → 「拡張計測を収集する」を選択 

⓭この状態で「保存」をタップ 

❾ECONET Lite分電盤分岐ブレーカ収集終点チャンネル 

      → 自動でチャンネル数を収集します。（約5～10分）数値が設定してあることを確認ください 

保存 

設定一覧へ戻る 

ECONET Lite分電盤連携設定 

*は必須項目 

ECONETLite分電盤連携設定 

利用する(ReleaseF) 

データを収集する対象のECONETLite分電盤 

分電盤1 199.155.11.99 

ECONETLite分電盤分岐ブレーカ収集終点チャンネル 

24 

CH１ 

CH２ 

設定名CH１ 

設定名CH２ 

無効 

ECONETLite分電盤タイプ 

スマートコスモ 

ECONETLite分電盤分岐ブレーカー収集ON/OFF 

分岐ブレーカーを収集する 

ECONETLite分電盤拡張計測収集ON/OFF 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

拡張計測を収集する ▼ 

設定 

❿ 

⓫ 

❼ 

❽ 

⓮「設定一覧へ戻る」をタップ 

❾ 

⓬ 

⓭ 

⓮ 

⓯ 

保存 

設定一覧へ戻る 

ECONETLite分電盤分岐ブレーカ収集終点チャンネル 

24 

CH１ 

CH２ 

設定名CH１ 

設定名CH２ 

有効 

有効 

▼ 

▼ 

CH３ 設定名CH３ 

無効 

ECONETLite分電盤拡張計測収集終点チャンネル 

2 

CH２ 設定名CH２ 

有効 

有効 

▼ 

▼ 

CH１ 設定名CH１ 

太陽光発電システム１ 

太陽光発電システム２ 

冷蔵庫 

リビングエアコン 

ECONET Lite分電盤連携設定 
*は必須項目 

ECONETLite分電盤連携設定 

利用する(ReleaseF) ▼ 

設定 

⓰ 

⓲ 

⓳ 

⓴ 

⓱ECONET Lite分電盤拡張計測チャンネル指定 
       → 自動でチャンネル数を収集します。 
           数値が設定されてあることをご確認ください。 

❶ 

❷ECONET Lite住宅用太陽光発電連携設定 → 「利用する」を選択       

❸売電価格を入力します。      

❹住宅用太陽光発電システム１に適当な名前を入力します。     

❺住宅用太陽光発電システム１の利用状態 → 「収集する」を選択     

❻住宅用太陽光発電システム２に適当な名前を入力します。     

❼住宅用太陽光発電システム２の利用状態 → 「収集する」を選択     

❽この状態で「保存」をタップ     

❾「設定一覧へ戻る」をタップ     
設定は以上になります。 

ありがとうございました。 

※パワーコンディショナ 2台の場合の例です。 
   パワーコンディショナが1台の場合は、太陽光発電システム１のみの設定になります。 

設定一覧へ戻る 

    保存 

ログイン用QRコード 

⓱ 

EchonetLite住宅用太陽光発電連携設定 

利用する 

ECHONET Lite住宅用太陽光発電連携設定 

設定 

売電単価 

住宅用太陽光発電システム１ IP:192.168.11.24 

データを収集する対象のECHONET Lite住宅用太陽光 

太陽光発電１ 

収集する 

住宅用太陽光発電システム１ IP:192.168.11.24 

データを収集する対象のECHONET Lite住宅用太陽光 

太陽光発電２ 

データを収集する対象のECHONET Lite住宅用太陽光 

収集する 

（単位：円） 
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※は必須項目 

❷ 

❸ 

❽ 

❹ 

❺ 

❼ 

❻ ❻ 

❾ 


