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オーナーズ俱楽部のご利用について



ニチコンオーナーズ俱楽部

ニチコンオーナーズ俱楽部のURLは以下のとおりです。
https://www.nichicon-owners.com QRからもカンタンに

アクセス可能

当サイトのご利用には以下を推奨しています

【パソコン】
Microsoft Edge（最新版）
Mozilla Firefox（最新版）
Google Chrome（最新版）
Safari（最新版）
※Internet Explorer 11はMicrosoft社の
サポートが順次終了するため、非推奨です

【スマートフォン】
OS
Android 8.0以上、iOS 13.0以上

【ブラウザ】
Google Chrome（最新版）
Safari（最新版）
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https://www.nichicon-owners.com/


オーナーズ俱楽部の対象モデル

すべてのニチコンオーナーズ俱楽部の対象モデルは以下のとおりです。
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対象モデル 会員登録 見守り
サービス

気象警報
制御自動
制御

早期注意
情報自動
制御

AI自動
制御

電力データ
閲覧

トライブリッド
蓄電システム

全モデル すべてのニチコン
家庭用蓄電シス
テムが対象

〇 〇 〇 〇 〇

ハイブリッド
蓄電システム

全モデル 〇 〇 〇 〇 〇

単機能
蓄電システム

下記以外 〇 〇 〇 〇 〇

ESS-U1N1シ
リーズ、ESS-
U1SKシリーズ、
ESS-SP2

〇 × × × ×

ポータブル
蓄電システム

全モデル × × × × ×

〇=対象、×=未対象

【注意点】
オーナーズ俱楽部はアカウント情報をメールアドレスで管理しております。
ご登録いただいた製品情報は、弊社サーバー上にある製品情報と認証を行うため、
1アカウントで登録できる製品は1台になります。
※万が一、2台目以降の製品をご登録いただく場合は別メールアドレスをご用意いただき、

別アカウントでの会員登録をお願いします。



新規会員登録方法



会員登録方法

①[新規登録]を押す ②メールアドレスを入力後、[送信する]を押す

③メールアドレス宛に案内メールが送信される
④送信されたメールからURLを押す

1.新規登録方法
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蓄電 太郎

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに入っていないか
お使いの端末の受信設定をご確認ください



会員登録方法

⑥パスワードを入力する
※パスワードはログイン時に必要になるため、

忘れないようにご注意ください

⑤お客様の情報を入力する

⑦メルマガなどを希望される方は
「はい」にチェックを入れる
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test.test@nichicon.com



会員登録方法
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⑧お客様がお持ちの製品情報を入力する
※正しく入力されないと、今後サービスを受けられないため、
正しい製品情報を入力するようご注意ください

⑩設置場所の
郵便番号を入力する

⑨わかる場合は入力する

⑪個人情報の取り扱いにチェックを入れて、
[確認する]を押す



会員登録方法

会員登録完了

①[ログイン]を押す

②登録した「メールアドレス」と
「パスワード」を入力後、[ログイン]を押す

⑫登録内容を確認の上、
正しい場合は[登録する]を押す

2.ログイン方法
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登録内容の変更方法



登録変更方法

①ログインした状態で[マイページ]を押す
② [お客様情報を見る]を押す

③[登録情報を変更する]を押す

1.登録内容の変更方法

12

④変更したい項目を変更する



登録変更方法

⑤変更したら最下部にある[確認する]を押す
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⑥登録内容に問題なければ最下部にある[登録する]を押す

メールアドレスを変更の場合 メールアドレス以外を
変更の場合

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに入っていないか
お使いの端末の受信設定をご確認ください

⑦メールアドレス宛に案内メールが送信される

⑧送信されたメールからURLを押す



ネットワークサービスの
申し込み方法



申し込み方法
1.ネットワークサービスについて
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見守り
サーバー

ニチコン蓄電システムをご利用の方には、以下のネットワークサービスを無料サービスで提供しております。
申し込みいただく際は、事前に下記のネットワークサービス説明資料を必ずご確認ください。

【ネットワークサービス説明資料】
https://www.nichicon.co.jp/products/ess/pdf/network_service_manual.pdf

【ネットワークサービスの全体像】

蓄電システム

①見守りサービス
蓄電システムのエラー発⽣状況を見守るだけでなく、
機器のソフトウェア更新などに対応できます。

④AI自動制御
翌日の天気とご家庭の使用状況などをAIが予測し
て、卒FITユーザーに最適な運転設定を自動で行
います。

室内リモコン

③早期注意情報自動制御
お住まいの地域に早期注意情報[高]が発令され
たら、夜間の安い時間に充電し、事前に停電に備
えます

②気象警報自動制御
お住まいの地域に気象警報が発令されたら、
自動で蓄電システムを充電して停電に備えます

https://www.nichicon.co.jp/products/ess/pdf/network_service_manual.pdf


①ログインした状態で[新サービスの申込み]を押す

2.ネットワークサービスの申し込み方法

「3.見守りサービス加入方法」
をご覧ください

「6.AI自動制御加入方法」
をご覧ください

「4.気象警報自動制御加入方法」
をご覧ください

「5.早期注意情報自動制御加入方法」
をご覧ください
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【注意点】
ご利用するネットワークサービスを個別にお申込みください。
※FIT期間中で売電したい方なのに、AI自動制御に申し込む

ケースが多発しております。ネットワークサービス説明資料を
事前にご確認いただくようお願いします。

申し込み方法



3.見守りサービス加入方法
①見守りサービスの[お申込みはこちら]を押す

③[申し込む]を押す

②確認項目にチェックを入れる
※必ずご確認の上チェックを入れてください。
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「見守りサービス」
が開始されます

申し込み方法



4.気象警報自動制御加入方法
①気象警報自動制御の[お申込みはこちら]を押す

②確認項目にチェックを入れる
※必ずご確認の上チェックを入れてください。
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③注意事項に合意の上、[申し込む]を押す

完了メールを受信したら
「気象警報制御」
が開始されます

申し込み方法



5.早期注意情報自動制御加入方法
①早期注意情報自動制御の[お申込みはこちら]を押す

②確認項目にチェックを入れる
※必ずご確認の上チェックを入れてください。
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③注意事項に合意の上、[申し込む]を押す

完了メールを受信したら
「早期注意情報制御」
が開始されます

申し込み方法



6.AI自動制御加入方法

①AI自動制御の[お申込みはこちら]を押す
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②確認項目にチェックを入れる
※必ずご確認の上チェックを入れてください。

申し込み方法



③AIの開始日を選択する
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④注意事項に同意の上、[申し込む]を押す

AI開始日まで申請中となるので、
開始日までお待ちください。

完了メールを受信したら
「AI自動制御」
が開始されます

【AIの開始日を未来に設定した場合】

申し込み方法

※設定日翌日から制御が始まります。
例)2023年1月末でFIT終了の方は

2023年1月末を設定



123-4567

ESS-T1S1

GD-100001WBG

123-4567

7.申し込みに失敗した場合

以下の条件をすべて満たすことを確認ください。
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①インターネット環境の工事が完了していること
②リモコンの通信状態がすべてOKになっていること

③「リモコンの郵便番号」と「オーナーズ俱楽部の郵便番号」が正しいこと

郵便番号が一致

④リモコンとオーナーズ俱楽部の「システム機種名」と「システム製造番号」が正しいこと

ESS-T1S1

GD-100001WBG

システム機種名
システム製造番号
が一致

申し込み方法
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上記①～④の条件がすべて正しいのに失敗する場合は、
室内リモコンの電源スイッチをOFF⇒ONにして再起動を行い、再度申し込みをお願いします。

申し込み方法

画面が真っ暗になったら
電源スイッチをONにする

室内リモコンをネットワークに接続した直後の場合は、見守りサーバーにネットワークサービスのご利用に
必要な製品情報がまだ上がってきていない場合がございます。
お手数おかけしますが、30分ほどお時間を空けてから再度申し込みをお願いします。



ネットワークサービスの
停止方法



①ログインした状態で[新サービスの申込み]を押す

1.見守りサービスの停止方法
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停止方法

②見守りサービスの[停止はこちら]を押す

③[見守りサービスを停止する]を押す

「見守りサービス」
が停止されます



①ログインした状態で[新サービスの申込み]を押す

2.気象警報自動制御の停止方法
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停止方法

②気象警報自動制御の[停止はこちら]を押す

③[気象警報制御を停止する]を押す

完了メールを受信したら
「気象警報制御」
が停止されます



①ログインした状態で[新サービスの申込み]を押す

3.早期注意情報自動制御の停止方法
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停止方法

②早期注意情報制御の[停止はこちら]を押す

③[早期注意情報制御を停止する]を押す

完了メールを受信したら
「早期注意情報制御」
が停止されます



①ログインした状態で[新サービスの申込み]を押す

4.AI自動制御の停止方法
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停止方法

②AI自動制御の[停止はこちら]を押す

③[AI自動制御を停止する]を押す

完了メールを受信したら
「AI自動制御」
が停止されます

※AI加入前の運転設定に戻した後に完了メールを送るため、
時間がかかる場合があります。



電力データ表示



電力データ表示
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①ログインした状態で[マイページ]を押す

②注意事項に同意し、承諾の上、[申し込む]を押す

③表示したいグラフを選択する

④選択したグラフのデータが表示される

※電力データを表示するには、事前に見守りサービスにご加入いただく必要がございます。
1.電力データ表示方法

直近前日までの電力データが表示可能



電力データ表示
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＜電力データ表示の注意事項＞

・表示される各電力量や電気料金は目安としてご覧ください。
・計測方法の違いから、HEMSや電力会社の領収書などと、各電力量や電気料金に誤差が
⽣じることがございます。

・電力データを表示する範囲は、「ネットワーク接続時から前日まで」となります。
注意事項に承諾いただくと蓄電システムに保存している過去の電力データも反映させて
いただきます。

・ネットワーク環境が不安定や不通などネットワークが正しく接続されていない期間のデータは
表示できません。

・電力データの保存期間は、ネットワーク接続から「原則10年間」となります。
・こちらに承諾いただいた後、毎日深夜1時頃に前日までの電力データを反映させていただきます。
初めて電力データ表示をご覧いただく際は、上記の反映時間までお待ちください。



電力データ表示
2.電力データの種類
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①太陽光発電量

⑥消費電力量

②太陽光発電量/再エネ自家消費量

③売電/買電量

④蓄電池充電量/電池残量 ⑤V2H充電量/EV電池残量

あらゆるバリエーションの電力データが表示可能です。
※モデルや構成によって、表示する電力データの種類が異なります。

表示内容については、「13.各モデルの電力データ表示内容」をご覧ください。



電力データ表示
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電力データ 説明

太陽光発電量(内蔵) 本製品に接続されている太陽光発電パネルの発電量を表示します。
※トライブリッド、ハイブリッドタイプのみ表示

太陽光発電量(外部) 本製品以外の太陽光発電の発電量を表示します。

再エネ自家消費量 すべての発電量(内蔵＋外部)のうち、自家消費に使った分(ご家庭や蓄電池、
EV電池に使用した分)の電力量を表示します。

売電量 電力会社に売った電力量を表示します。

買電量 電力会社から購入した電力量を表示します。

蓄電池充電量 蓄電池に充電した電力量を表示します。

電池残量 蓄電池の電池残量を表示します。

V2H充電量 EV電池に充電した電力量を表示します。

EV電池残量 EV電池の電池残量を表示します。

消費電力量 お客様がご家庭で使用した電力量を表示します。
※電力会社から購入したものだけでなく、

太陽光発電や蓄電池、EV電池からご家庭で使用された電力も含まれます



電力データ表示
3.売電料金、買電料金の設定方法
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売電単価、買電単価を設定いただくと電気料金を表示することが可能になります。 ②売電単価を入れる
例)2022年にFIT契約の方は17円

③買電単価を入れる
例)東京電力スマートライフプランの場合
1:00～6:00 17.78円
6:00～1:00 25.80円

④入力内容を確認の上、
[登録する]を押す

カーソルを合わせるだけでわかりやすく表示

①[設定する]を押す



電力データ表示
4.表示バリエーション
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①「時間ごと/日ごと/月ごと」で表示切り替え

日ごと表示(1日間隔) 月ごと表示(1ヶ月間隔)

グラフ表示

②「グラフ/数値」で表示切り替え

CSV形式で
ダウンロードにも対応

数値表示

CSVファイル

時間ごと表示(1時間間隔)



電力データ表示
5.各モデルの電力データ表示内容

36

対象モデル ①太陽光
発電量

②太陽光
発電量
/ 再エネ
自家消費量

③売電
/ 買電量
(売電料金
/買電料金)

④消費
電力量

⑤蓄電池
充電量
/ 電池残量

⑥V2H 
充電量
/EV 電池残
量

トライブリッド
蓄電システム

ESS-T3シリーズ 〇
(内蔵/外部)

〇 〇 〇 〇 〇
(EV電池残量
は23年春リ
リース予定)

ESS-T1シリーズ 〇
(内蔵/外部)

〇 〇 〇 〇 〇

ESS-T2シリーズ 〇
(外部のみ)

〇 〇 〇 〇 〇

ハイブリッド
蓄電システム

ESS-H2シリーズ 〇
(内蔵/外部)

〇 〇 〇 〇 ×

ESS-H1シリーズ 〇
(内蔵のみ)

〇 〇 〇 〇 ×

単機能
蓄電システム

ESS-U4シリーズ 〇
(外部のみ)

〇 〇 〇 〇 ×

ESS-U3シリーズ
ESS-U2シリーズ

× × × 〇(※) 〇 ×

ESS-U1N1シリー
ズ、ESS-U1SKシ
リーズ、ESS-SP2

× × × × × ×

ポータブル
蓄電システム

全モデル × × × × × ×

※「日別/月別」のみ表示のため、「時間別」の表示はしない 〇=対象、×=未対象



以下の手順でご確認をお願いします。

①リモコンの通信状態がすべてOKになっていることをご確認ください。
（ネットワーク環境が不安定や不通などネットワークが

正しく接続されていない期間のデータは表示できません。）

②ご利用のブラウザのキャッシュをクリアしてください。(ブラウザによって手順が異なります)
③上記でも表示しない場合は、毎日深夜1時頃に電力データ更新を行うため、

翌日の1時以降に電力データ表示をご確認ください。

6.「表示するデータがありません」と表示した場合
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電力データ表示


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37

