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エコーネットライト機器とのペアリング
「energy on」アプリの設定

スマートメーターとのペアリング
ゲートウェイとのペアリング（Atto編）

セットアップ全体の流れ

事前にご準備いただく必要があるもの

Bルートサービス申請

スマートフォンアプリ「energy on」のダウンロード



ホームゲートウェイと専用アプリ「energy on」を導入いただくことで、リアルタイムで


ご自宅の電力使用状況と電気代がわかります。さらに、設定された電気料金の予算を超過


すると、プッシュ通知でお知らせし、家計を賢く管理します。

また、利用者が様々なエネルギーデバイスにも接続可能となり、「発電、売電、電力使用、


蓄電」などの情報を簡単に把握できます。このようにシンプルなデザインで新世代の


HEMSサービスを提供いたします。

energy on について

2



3

＜事前にご準備いただく必要があるもの＞

1.	Wi-Fiルーター（パスワードをお手元にご準備ください）

2.	スマートフォン

   （Android 端末の場合、OS バージョンは 6 以上、iOS 端末の場合、OS バー

     ジョンは 13 以上。）

3.	スマートメーターBルートデータ取得のためのID、パスワード

     （ID、パスワードを取得していない場合は、地域一般送配電事業者への申請が

       必要です。関連手続きは「Bルートサービス申請」の章をご参照ください。）

4.	ご契約されている電力契約の料金プラン情報

＜セットアップ全体の流れ＞

スマートフォンアプリ「energy on」の

ダウンロード（p5参照）



1

2

「energy on」のサービスをご利用するには、「電力メーター情報発信サービス

（Bルートサービス）」のお申込みが必要となります。

Bルートサービス申し込みの手順は下記をご参考ください。

地域一般送配電事業者（東京電力パワーグリッド、中部電力パワーグリッド、

東北電力ネットワークなど）が定めた申込み方法に従って、Bルートサービス

を申し込んでください。

詳しい申請方法はよくある質問をご参照ください。

https://url.nextdrive.io/B-Route-application_Idemitsu-Remote-Control-System

電力メーター情報発信サービス（Bルートサービス）

申請

スマートメーター設置済みの方：

申し込み完了後、1〜2週間程度でBルートサービスのIDとパスワードが地域

一般送配電事業者より書面でご自宅に届きます。

スマートメーターの設置が完了していない方：

申し込み完了後、地域一般送配電事業者によるスマートメーターへの交換工事

を行なった後、ＢルートサービスのIDとパスワードが書面でご自宅に届きます。

4

STEP

STEP

https://url.nextdrive.io/B-Route-application_Idemitsu-Remote-Control-System


お持ちのスマートフォン端末のOSをご確認ください。Android端末の場合、

OSバージョンは 6 以上、iOS 端末の場合、OS バージョンは 13 以上である

ことをご確認ください。

上記のQRコードをスキャンし、またはGoogle PlayやApp Storeで

「energy on」を検索し、「energy on」アプリをダウンロードして

ください。

＊OSバージョンはスマートフォンの「設定」でご確認できます。

1

2

3

スマートフォンアプリ「energy on」

のダウンロード

STEP

STEP

STEP

https://url.nextdrive.io/Android_Idemitsu-

Remote-Control-System

https://url.nextdrive.io/iOS_Idemitsu-

Remote-Control-System

5

「energy on」を起動後、ご利用のメールアドレスでアカウントを

新規登録してください。


https://url.nextdrive.io/Android_Idemitsu-Remote-Control-System
https://url.nextdrive.io/Android_Idemitsu-Remote-Control-System
https://url.nextdrive.io/iOS_Idemitsu-Remote-Control-System
https://url.nextdrive.io/iOS_Idemitsu-Remote-Control-System


Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

アカウントを作成する

メールアドレス

続行すると、利用規約とプライバシーポリシーに同意
したとみなされます。

次へ

9:41

6

①新規登録をタップ、②メールアドレスを入力、③パスワードの設定を行って
ください。


① ② ③

アプリにログインすると、以下の画面が最初に表示されます。

各種ボタンの説明は以下になります。


既存アカウントでログイン

新規登録

推奨設置場所

4
STEP

Life +

「energy on」の初期設定、各種アプリ
機能の設定・確認が行えます。

アカウントの確認、問い合わせ、ログアウ
トなどが行えます。

CubeやAttoの登録、エコーネットライト
機器の登録、スマートメーターの登録など
デバイス設定ができます。

出光からのお知らせ記事や電気料金レポー
トなどの記事が確認できます。

energy on



5
STEP 入力された電子メールアドレス宛に送信された認証コードをアプリに入力す

ることで、アカウント作成が完了します。

7

ログインできませんか？

にお問い合わせくださいidemitsu.ems@idemitsu.com 

energy on へようこそ

確認コード

24時間以内に確認コードを入力してください

9083

Copyright © 2021 by NextDrive   |   プライバシーポリシー   |  利用規約

energy on へようこそ
energy on へようこそ、アカウント作成が完了しました。


これまでにない革新的なサービスをお楽しみくださ。

Copyright © 2021 by NextDrive   |   プライバシーポリシー   |  利用規約

ログインできませんか？

にお問い合わせくださいidemitsu.ems@idemitsu.com 



9:41

デバイスを追加する
ゲートウェイ

Cube Atto

センサーと家電機器

スマートメーター ECHONET Lite（エ
コーネットライト）
認証済み

1 2
STEP STEP

ゲートウェイとのペアリング（Atto 編）
事前にご準備いただく必要があるもの

「energy on」

アプリを開いて、「デバイス」

ページ右上の「+」ボタンをタッ
プし、デバイスを追加します。

1. ゲートウェイの設定は必ず最初に実施してください。

    その他の周辺デバイスの追加は、ゲートウェイの登録が終了してから、実施し

    てください。

2. ゲートウェイはご自宅のスマートメーター（Wi-SUN）の電波が届くところに

    設置してください。

    ゲートウェイとスマートメーターの間にできる限り障害物を置かず、概ね5メー

    トル以内の範囲で接続を行うことを推奨します。

スマートフォン（Android 端末の場合、OS バージョンは 6 以上、iOS 端末の場合、 

OS バージョンは 13 以上）

Attoのアイコンをタップし、

Attoのセットアップ画面に

進みます。

留意事項

+ をタップしてゲートウェイを追加

アカウントLife+デバイスホーム

9:41

8

機器登録手順



3

5

STEP

4
STEP

STEP

Attoの紹介を確認してから、「次へ」をタップし、


セットアップを継続します。

セットアップ準備画面のチェ


ックリストに従い操作し、


「Attoが電源に接続されてい
る」、「右側のLED表示灯が
緑色に点灯している」、「ス
マートフォンがインターネッ
トに接続されている」に
チェックを入れたうえで、
「次へ」をタップし、セット
アップを継続します。

接続したいAttoを検索するに


は、製品番号のQRコードを画


面にあわせて読み取る、また


は「手動入力」をタップし製


品番号をご入力ください。

＊製品番号とそのQR codeは外箱
や本体の裏面にあるシート上に表
記されています。

Atto のセットアップ
家庭のあらゆる電力データをチェックし
たり、様々な家電製品を操作できるよう
になります。簡単なステップに従って
セットアップを完了しましょう。

次へ

9:41

ステップ 1/6

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了
していることを確認してください。

Atto が電源に接続されている

右側の LED 表示灯が緑色に点灯
している
スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

次へ

9:41

9:41

ステップ 2/6

QR コードの読み取り
QR コードを枠内に合わせてください

手動入力

ステップ 1/6

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了
していることを確認してください。

Atto が電源に接続されている

右側の LED 表示灯が緑色に点
灯している

スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

次へ

9:41

9:41

ステップ 2/6

QR コードの読み取り
QR コードを枠内に合わせてください

手動入力

9



6

8

7

STEP

STEP

STEP

接続されたAttoを確認し、「次へ」をタップした

うえで、セットアップを継続します。

ゲートウェイ名を設定してから
「OK」をタップし、または
「後で設定する」をタップし

デフォルトを使います。

9:41

ステップ 2/6

QR コードの読み取り
QR コードを枠内に合わせてください

接続が完了しました

次へ

Atto-394827

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ
DesignerDesigned"Design"

ステップ 4/6

ゲートウェイの名前
今後の管理がより便利になります。

ゲートウェイの名前

（例）玄関の Atto

後で設定する OK

9:41

ステップ 3/6

ゲートウェイの位置
入力された位置情報にもとづいて、屋

外の天候、温度、湿度情報を提供しま
す。

1234000

ゲートウェイ設置場所の郵便番号を入力してください

〒

9:41

この手順をスキップすると、IP アドレスにもと
づく気象情報が表示されます。

後で設定する 次へ

後で設定する OK

ステップ 4/6

ゲートウェイの名前
今後の管理がより便利になります。

ゲートウェイの名前

玄関の Atto

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ
DesignerDesigned"Design"

9:41

ステップ 3/6

ゲートウェイの位置
入力された位置情報にもとづいて、屋

外の天候、温度、湿度情報を提供しま
す。

0000498
ゲートウェイ設置場所の郵便番号を入力してください

〒

桑名郡木曽岬町

弥富市

京都市

9:41

この手順をスキップすると、IP アドレスにもと
づく気象情報が表示されます。

後で設定する 次へ

10

屋外の天候、温度、湿度情報を
取得するために、ゲートウェイ
が設置されている位置の「郵便
番号」を入力するか、または
「後で設定する」をタップし、
Wi-Fi IP アドレスで、対応する
天気情報を取得します。その
後、「次へ」をタップしたうえ
で、セットアップを継続します。
＊Wi-Fi IPアドレスによる位置情
報取得の精度が高くないので、
「郵便番号」の入力を推奨しま
す。



10

11

STEP

STEP

Atto はアクセスポイントモード（APモード）を有
効にすることで、Wi-Fiで直接エコーネットライト機
器と接続することが可能です。「次へ」をタップ
し、AP モードの設定を行なうか、「後で設定する」を
タップし、セットアップを継続します。
＊「後で設定する」をタップする場合は、いつでもデバ
イスの設定ページから再設定できます。

ゲートウェイをWi-Fiのアクセスポイントとして利用

するため、パスワードを設定してください。
＊システムが自動的に8文字のランダムパスワードを提供
するので、これを利用することもできますし、変更する
ことも可能です。パスワードはデバイスページの「設
定」で変更することが可能です。

ステップ 6/6

Wi-Fi AP モード
ECHONET Lite デバイスと接続する方
法の一つです。AP モードを有効にす
ると、お使いのデバイスを Atto に直
接接続することができます。

9:41

後で設定する 次へ

AP モードの設定
アクセスポイントモード（AP モード）で
は、Wi-Fi を通してエコーネットライトデ
バイスを操作することが可能です。パス
ワードを設定して AP モードを有効にして
ください。

パスワード

abcdefgh

次へ

9:41

11

9
STEP 安定な接続を確保するために、「OK」をタップし、


Wi-FiとLTEを利用し、IoE クラウドへデータを転送

するか、または「後で設定する」をタップし、LTE 

のみ利用します。
＊より良いネットワーク環境を確保するために、安定し
た接続の確保を採用することを推奨します。

「後で設定する」をタップする場合は、いつでもデバイ
スの設定ページから再設定できます。

ステップ 5/6

安定した接続の確保
接続の安定性を向上するために、Wi-
Fi と LTE を利用した IoE クラウドへ
のデータ転送設定をお勧めします。

9:41

後で設定する OK



12

13

STEP

STEP Attoのセットアップが完了しました！

Wi-Fiのアクセスポイントの

パスワードを変更する場合は、

8文字以上の英数字を入力する

必要があります。
＊「試行回数が多すぎます」の
メッセージが表示された場合は、
「リトライ」をタップし再設定す
るか、「スキップ」をタップし、
パスワード未設定のままセットア

ップを継続するか、どちらかを選
んでください。

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

AP モードの設定
アクセスポイントモード（AP モード）で
は、Wi-Fi を通してエコーネットライトデ
バイスを操作することが可能です。パス
ワードを設定して AP モードを有効にして
ください。

パスワード

Your password must be between 8 and 63 
characters.

abcd

9:41

試行回数が多すぎます
AP モードのパスワードはデバイス
ページの設定から変更可能です。
設定を一度スキップしますか？

リトライ スキップ

Atto-394827

セットアップ完了
他のデバイスも追加しましょう。さらに
多くのサービスが利用できるようになり
ます。

完了

9:41

14
STEP 「完了」をタップし、アプリ画面の最上部に右図の


ようなカード（気温などの天気情報）が表示されて

いることを確認して終了します。

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

AP モードの設定
アクセスポイントモード（AP モード）で
は、Wi-Fi を通してエコーネットライトデ
バイスを操作することが可能です。パス
ワードを設定して AP モードを有効にして
ください。

パスワード

パスワードは 8 文字以上で設定してください。
abcd

9:41

12

Cube-987ee3

23 °C
晴れ

港区66%

アカウントLife+デバイスホーム

9:41

Cube-987ee3

23 °C
晴れ

港区66%

+ をタップしてデバ
イスを追加

Atto-987ee3

23 °C
晴れ

港区66%



1

2

3

STEP

STEP

STEP

スマートメーターとのペアリング

「energy on」アプリを開いて、「デバイス」ページ右
上の「+」ボタンをタップし、

デバイスを追加します。

スマートメーターのアイコンをタップし、スマー
トメーターのセットアップ画面に進みます。

スマートメーターのセットアップ紹介を確認した
うえで、「次へ」をタップし、セットアップを継
続します。

Cube-987ee3

23 °C 晴れ

港区66%

アカウントLife+デバイスホーム

9:41

Atto-987ee3

23 °C 晴れ

港区66%

+ をタップしてデバ
イスを追加

デバイスを追加する

Cube Atto

スマートメーター ECHONET Lite（エ
コーネットライト）
認証済み

9:41

アカウントLife+デバイスホーム

スマートメーターのセット
アップ
スマートメーターをゲートウェイに接続
すると、毎日の電力使用量がわかりま

す。

次へ

9:41

13



4

5

6

STEP

STEP

STEP

セットアップ準備画面のチェ

ックリストに従い操作し、

「ゲートウェイのLEDライト

が緑色に点灯している」、
「スマートフォンがインター
ネットに接続されている」、
「Bルート認証IDとパスワー
ドの準備」にチェックを入れ
たうえで、「次へ」をタップ
し、セットアップを継続しま
す。

スマートメーターとペアリングしたいゲートウェイ

の名称を確認したうえで、「次へ」をタップし、セ

ットアップを継続します。

Bルート設定画面に、IDと
パスワード情報を入力してく
ださい。

＊BルートIDとパスワードを英
数半角で入力してください。


入力するには、QWERTY配列
の英語キーボードかフルキー
ボードを推奨します。

ステップ 1/3

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了して
いることを確認してください。

ゲートウェイの LED ライトが緑
色に点灯している

スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

B ルート認証 ID とパスワード
の準備

次へ

9:41

次へ

ステップ 1/3

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了して
いることを確認してください。

ゲートウェイの LED ライトが
緑色に点灯している

スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

B ルート認証 ID とパスワード
の準備

9:41

ステップ 1/3

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了して
いることを確認してください。

ゲートウェイの LED ライトが
緑色に点灯している

スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

B ルート認証 ID とパスワード
の準備

9:41

ゲートウェイが見つからない場合

次へ

ゲートウェイとのペアリング

Cube

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

DesignerDesigned"Design"

ステップ 2/3

Bルートの情報
B ルート認証 ID とパスワードを入力
してください。

B ルート認証 ID

1234

1234123412341234

123412341234

パスワード

9:41

ステップ 2/3

Bルートの情報
B ルート認証 ID とパスワードを入力
してください。

B ルート認証 ID

1234

1234123412341234

123412341234

パスワード

abcdefgh

9:41

次へ

14



7

8

9

STEP

STEP

STEP

スマートメーターとのペアリング作業を待ちます。

スマートメーター名を設定し

たうえで「OK」をタップし、

もしくは「後で設定する」

をタップしデフォルトを使い

ます。

スマートメーターとのペアリングが完了しました！

ステップ 2/3

Bルートの情報
B ルート認証 ID とパスワードを入力
してください。

B ルート認証 ID

1234

1234123412341234

123412341234

パスワード

abcdefgh

9:41

次へ

9:41

後で設定する OK

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

DesignerDesigned"Design"

ステップ 3/3

デバイス名
ゲートウェイに名前を付けておくと、管
理が便利になります。

スマートメーター名

（例）自宅のスマートメーター

9:41

後で設定する OK

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

DesignerDesigned"Design"

ステップ 3/3

デバイス名
ゲートウェイに名前を付けておくと、管
理が便利になります。

スマートメーター名

自宅のスマートメーター

9:41

セットアップ完了
電力データを活用した様々なサービスを
利用できるようになりました。

スマートメーター

9:41

完了
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1

3

2
STEP STEP

STEP

エコーネットライト機器とのペアリング

「energy on」アプリを開い
て、「デバイス」ページ右上の
「+」ボタンをタップし、デバ
イスを追加します。

・ペアリングを行なう前に、接続機器はエコーネットライトAIF認証取得済み機器であることを事

   前に確認してください。ご利用の機器が認証を取得しているか分からない場合にはエコーネット

   コンソーシアムHP（https://echonet.jp/product/aif/）でご確認、もしくはメーカーにお問

   い合わせください。

・エコーネットライト機器を接続するためには、ゲートウェイが接続しているネットワークと同一

　のネットワークである必要があります。ネットワーク設定にご注意ください。

ECHONET Liteのアイコンを

タップし、エコーネットライト

機器のセットアップ画面に進み

ます。

エコーネットライト機器のセットアップ紹介を確認し

たうえで、「次へ」をタップし、セットアップを継続

します。

Cube-987ee3

23 °C 晴れ

港区66%

アカウントLife+デバイスホーム

9:41

Atto-987ee3

23 °C 晴れ

港区66%

+ をタップしてデバ
イスを追加

デバイスを追加する

Cube Atto

スマートメーター ECHONET Lite（エ
コーネットライト）
認証済み

9:41

アカウントサービスデバイスホーム

ECHONET Lite（エコーネッ
トライト）機器のセットアッ
プ
ECHONET Lite（エコーネットライト）
認証のある機器であれば、遠隔での制御
および管理ができます。

次へ

9:41
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4
STEP セットアップ準備画面のチェッ

クリストに従い操作し、「ゲー
トウェイのLEDライトが緑色
に点灯している」、「スマート
フォンがインターネットに接続
されている」、「利用機器が 
ECHONET Lite（エコーネッ
トライト）認証を取得してい
る」、「ECHONET Lite（エ
コーネットライト）機器の 
HEMS 機能が利用可能になっ
ている」、「利用機器とゲート
ウェイが同じネットワークに接
続されている 」にチェックを
入れたうえで、「次へ」をタッ
プし、セットアップを継続しま
す。

エコーネットライト機器とペ

アリングしたいゲートウェイ

の名称を確認したうえで、

「次へ」をタップし、セット

アップを継続します。

ペアリングしたいエコーネッ

トライト機器を選択したうえ

で、「次へ」をタップし、セ

ットアップを継続します。

5 6
STEP STEP

ステップ 1/3

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了し
ていることを確認してください。

ゲートウェイの LED ライトが
緑色に点灯している

スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

利用機器が ECHONET Lite（エ
コーネットライト）認証を取得
している

ECHONET Lite（エコーネット
ライト）機器の HEMS 機能が
利用可能になっている

利用機器とゲートウェイが同じ
ネットワークに接続されている 

次へ

9:41

ステップ 1/3

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了し
ていることを確認してください。

ゲートウェイの LED ライトが
緑色に点灯している

スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

利用機器が ECHONET Lite（エ
コーネットライト）認証を取得
している
ECHONET Lite（エコーネット
ライト）機器の HEMS 機能が
利用可能になっている

利用機器とゲートウェイが同じ
ネットワークに接続されている 

次へ

9:41

ステップ 1/3

セットアップの準備
セットアップ前に、以下の準備が完了し
ていることを確認してください。

ゲートウェイのLEDライトが緑
色に点灯している

スマートフォンがインターネッ
トに接続されている

ECHONET Lite（エコーネット
ライト）機器の HEMS 機能が
利用可能になっている

利用機器とゲートウェイが同じ
ネットワークに接続されている 

9:41

ゲートウェイが見つかりませんか？

次へ

ゲートウェイとのペアリング

Cube

ステップ 2/3

デバイスの選択
近くの ECHONET Lite（エコーネット
ライト）認証デバイスが表示されま
す。

9:41

Yamatodenki
123.255.123.143

Switch Class

蓄電池

Panasonic
123.255.123.144

太陽光発電システム

Switch Class
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7

8

9

STEP

STEP

STEP

エコーネットライト機器とのペアリング作業を待ち

ます。

エコーネットライト機器名を

設定したうえで「OK」をタ

ップし、もしくは「後で設定

する」をタップしデフォルト

を使います。

エコーネットライト機器とのペアリングが完了し

ました！

ステップ 2/3

デバイスの選択
近くの ECHONET Lite（エコーネット
ライト）認証デバイスが表示されま
す。

9:41

Yamatodenki
123.255.123.143

Switch Class

蓄電池

Panasonic
123.255.123.144

太陽光発電システム

Switch Class

後で設定する OK

ステップ 3/3

デバイス名
ゲートウェイに名前を付けておくと、管
理が便利になります。

デバイス名

（例）キッチンのデバイス

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

DesignerDesigned"Design"

9:41

後で設定する OK

ステップ 3/3

デバイス名
ゲートウェイに名前を付けておくと、管
理が便利になります。

デバイス名

キッチンのデバイス

Gospace123

MNBVCXZ

LKJHGFDSA

POIUYTREWQ

DesignerDesigned"Design"

9:41

完了

セットアップ完了
リモートでの制御及び管理ができるように
なりました。

蓄電池

9:41
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energy on

3

1
STEP

2
STEP

STEP

「energy on」アプリの設定

「energy on」アプリを開き「Life＋」ボタンを
タップします。

「energy on 設定」の「設定」をタップします。

お客様番号「C000000000」を入力して、「続行
する」をタップします。

19



4
STEP

5
STEP

注意事項を確認・同意して、「利用開始」をタップし
ます。

デバイス情報を登録します。


お持ちでないデバイスは空欄にしてください。


登録が完了したら、下までスクロールして、「次へ」
をタップします。
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7
STEP

「STEP 5」と同様に、デバイス情報を登録します。


お持ちでないデバイスは空欄にしてください。


登録が完了したら、下までスクロールして、「次へ」
をタップします。

郵便番号を入力、電力会社と料金プランを選択し、
「送信」ボタンをタップします。


加入されている電力会社が無い場合は、○○としてく
ださい。


21
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STEP



本サービスのセットアップ手順はバージョ
ンアップに伴い、変更される可能性がご
ざいます。セットアップに関するよくある
質問（FAQ）につきましては、下記のQR
コードをスキャンし、ご確認ください。

https://url.nextdrive.io/FAQ_Idemitsu-Remote-Control-System

https://url.nextdrive.io/FAQ_Idemitsu-Remote-Control-System

