商品ラインナップ

全量モバイルパックRS

〈本体〉

�Gルーター

型式：ZMPRS

本体寸法（突起部除く）

幅���mm × 高さ���mm × 奥行���mm

消費電力

最大��.�W

消費電力

最大�.�W

消費電力

最大�.�W

全量モバイルパックPS

〈本体〉

型式：ZMPPS

本体寸法（突起部除く）

SVセンサ

幅���mm × 高さ���mm × 奥行���mm

消費電力

最大��.�W

電力検出ユニット ※製造元メーカー(パナソニック株式会社)の保証規定に準じます。
※機器の使用周囲温度はー��～＋��℃（ただし結露または氷結しないこと）、使用周囲湿度は��～��％（結露しないこと）となります。

全量モバイルパックマルチコネクト

〈本体〉

本体寸法（突起部除く）

型式：ZMPMC

幅���mm × 高さ���mm × 奥行���mm

※機器の使用周囲温度はー��～＋��℃（ただし結露または氷結しないこと）、使用周囲湿度は��～��％（結露しないこと）となります。

〈本体〉

全量モバイルパック�

SVセンサ

KMセンサ

知りたいことを、いつでもどこでも

※機器の使用周囲温度はー��～＋��℃（ただし結露または氷結しないこと）、使用周囲湿度は��～��％（結露しないこと）となります。
※全量モバイルパックRSの計測範囲は同一シリーズのパワーコンディショナーで最大合計��台です。対応パワーコンディショナーの詳細は、当社「全量モバ
イルパックRS対応パワーコンディショナー対応機器一覧」ページ(https://www.eco-megane.jp/zmprs_pcs/）よりご確認ください。出力制御対応パ
ワーコンディショナーは、末尾に「-A」のある型式となります。
（ KP□M-SJ�、KP□M�、KPV-A□、KPK-A□については、型式末尾に「-A」がないものも出力
制御に対応しています。
） KP□M**KCシリーズは対象外です。

EIGセンサ

SVセンサ

全量買取契約のお客さま

屋外用ボックス（IP��相当品）に機器を収納した状態で納品します。

本体寸法（突起部除く）

型式：ZMPKM

幅���mm × 高さ���mm × 奥行���mm

太 陽 光 発 電 遠 隔 モ ニ タ リ ン グ サ ービス

※機器の使用周囲温度はー��～＋��℃（ただし結露または氷結しないこと）、使用周囲湿度は��～��％（結露しないこと）となります。

ご利 用条 件

●注意事項

●全量モバイルパックRS（以 下、ZMP RS）について

・ZMPRSには単相２線式AC���Vの電源の供給が必要です。
・ZMPRSとパワーコンディショナー（オムロン製単相および三相、新電元製三相）を接続する通信ケーブル
は別売りです。当社にて専用品をご用意しておりますので、設置環境に応じて当社よりお買い求めくださ
い。当社以外からご購入の場合、保証対象外です。あらかじめご了承ください。ただし、三相パワーコン
ディショナー用「パワコン間通信ケーブル」は取り扱っておりません。

●全量モバイルパックPS（以 下、ZMP PS）について

・ZMPPSには単相３線式AC���Vの電源の供給が必要です。
・ZMPPSとパナソニック製単相パワーコンディショナーを接続する通信ケーブルは別売りです。当社にて
各種ケーブルをご用意しておりますので、設置環境に応じた本数と長さを当社よりお買い求めください。
お客さまにて各種ケーブルをご用意いただく場合は、作成が必要です。詳しくは当社ダウンロードペー
ジより
「全量モバイルパックPSパワーコンディショナーSVセンサ間通信ケーブル加工マニュアル」
（https://www.eco-megane.jp/partner/support/download/）をダウンロードしてご確認ください。
なお、FCPEV線φ�.�-�P(通信ケーブル）については、お客さまにてご用意いただく必要があります。当社
「施工・取扱説明書」をご確認の上、設置環境に合わせて別途ご用意ください。

●全量モバイルパックマルチコネクト（以 下、ZMP MC）について
・ZMPMCには単相２線式AC���または���Vの電源の供給が必要です。

販売店欄

・ZMPMCとパワーコンディショナーを接続する通信ケーブルについては、一部をのぞき当社でのお取り扱
いがないため、事前に別途入手・作成が必要です。詳しくは当社「モバイルパックマルチコネクト通信
ケーブル加工マニュアル」ページ（https://www.eco-megane.jp/download_cablemanual/）より
ケーブル加工マニュアルをダウンロードしてご確認ください。

●全量モバイルパック２（以下、Z M P KM）について

・ZMPKMには単相３線式の場合はAC���/���V、三相３線式の場合はAC���-���Vの電源の供給が必要
です。
・ZMPKMの計測範囲は、パワーコンディショナーの電気方式により異なります。単相�線���Vは出力
��kW以下（�回路あたり��kW以下）、三相�線���Vは���kW以下（�回路あたり��kW以下）です。
なお、
３回路まで計測可能です。
・ZMPKMは、三相３線/４線式（���V/���V/���V/���V）については非対応です。
・ZMPKMの「CT（KMセンサ用）」と
「KMセンサ・CT間ケーブル」は別売りです。全量モバイルパックシリー
ズ（型式：ZMP��/��/��）にて利用するCT、CTケーブルと異なる製品です。当社にて専用品をご用意し
ておりますので、設置環境に応じて当社よりお買い求めください。当社以外からご購入の場合、保証対
象外です。あらかじめご了承ください。

●その他

・
「全量モバイルパック��年プラン」には��年分のサービス利用料と機器保証料並びにモバイル回線利用
料が含まれます。
・ご契約期間満了後のご案内については、当社WEBページ「エコめがねご契約期間満了に伴う��年目以
降継続サービスのご案内」(https://www.eco-megane.jp/okawari/plan/user/ )をご確認ください。
・保証期間内に故障した場合には機器の無償修理または同等の性能を持つ代替品との交換をさせてい
ただきます。
（現地対応は販売会社さまもしくは施主さまにて行なっていただきます。当社にて出張修理
を行なった場合、出張料は別途ご負担いただきます。）機器故障の際に発生したデータ欠損、並びに故
障期間中のデータ欠損については保証いたしません。
・表示する電力量や料金はあくまで目安であり、正確な値を保証するものではありません。
・予告なく機器構成や仕様が変わる場合があります。
・付帯する通信回線（４G回線）は付帯する�G回線は「エコめがね」センサ専用となります。
「エコめがね」
・
「エコめがねｉ」をご覧いただくためのインターネット契約は別途必要です。
・
「エコめがね」にて計測する設備の情報（計測単位ごとの設備容量およびパネル枚数、角度など）をサー
ビス画面（エコめがね、エコめがねｉ）に正しくご登録ください。設備情報が正しく登録されていない場
合、データ反映やアラート機能などが正しく動作いたしません。設備情報については販売会社さまおよ
び施工店さまにご確認ください。

所

在

地

お問い合わせ

エコめがねに関する
ご質問・ご相談は…

お客さま
サポートセンター

〒���-����
大阪府大阪市中央区北浜�丁目�-��
淀屋橋スクエア�F

低圧遠隔監視部門
累計出荷台数

「エコめがね」低圧遠隔監視部門累計出荷台数No.� ※

※ 太陽光発電専門メディア「PVeye����年�月号」より

support@nttse.com

このカタログの記載内容は����年��月現在のものです。

support@nttse.com

﹁エコめ
がね﹂
の導入が
でいます
どんどん進ん

・直射日光や直接雨にあたらない場所に設置してください。
・モバイルパックの設置環境は、NTTドコモLTEサービスエリア内であることが必要です。
ご注文いただく
前に設置現場で通信が繋がることをご確認ください。
・パワーコンディショナーなど、排熱機器と同じ場所に設置する場合は、排熱対策（ファンの設置等）を十
分に行なってください。
・全量モバイルパックRSおよび全量モバイルパックPS、全量モバイルパックマルチコネクトにおいて、パ
ワーコンディショナーを複数台設置している場合、パワーコンディショナーを通信ケーブルで一列に連
なった状態で接続する必要があります。
・
「エコめがね」への電源供給にあたり、各電力会社さまと別途電灯契約などが必要となる場合がありま
す。機種ごとの電源をご確認ください。
・全量モバイルパックPSおよび全量モバイルパックマルチコネクト、全量モバイルパック２について、SVセ
ンサは、
ルーター機能（�G回線）を搭載しています。

※ご回答までにお時間をいただく場合がございます。

※土・日・祝日、年末年始・夏季休暇等の当社指定休日を
はさむ場合、
ご回答が翌営業日以降になります。

本紙には主に機種の選定に必要な内容を掲載しており、使用上、施工上の注意事項などは掲載しておりません。設置前に施工・取扱説明書、
マニュアルなどで必要な内容をご確認ください。掲載している仕様などは予告なく変更する場合がございます。
ご了承ください。

����.�� 第��.�版

オーナーさまに広く支 持される
「エコ めがね」

発電所をみんな で見守る
「エコ めがね」

低圧遠隔監視部門
累計出荷台数

導入
件数

導入
容量

総発
電量

86,000
2.8
4,040

件

複数のオーナーさまの発電状況
トラブル
を一元管理できるので、
発生時もいち早く対応できます。
またアラートの内 容によって、現
地の状 況を遠 隔で把 握すること
ができます。

（����年�月時点）

○○さまの設備が
アラートを検知
している!

GW

（����年実績）

「エコめがね」の施工時や、導入後も
ヘルプデスクで支援します

設置に関する
お問い合わせですね

エコめがねサーバ
サポートスタッフが
「エコめがね」の設定や画面操作を
サポートします

販売会社さまとオーナーさまが
発電状況を同じデータを見ながら
確認できます

発電量が急に
落ちてるぞ！

パソコンやスマートフォンなどで、
太陽光発電の状況を
わかりやすく確認できます。

オーナーさま

「エコ めがね」が選 ばれる�つの安心

先進企業ならではの
確かな品質と実績

NTT西日本の通信技術と、オムロン
の制御技術によって開発された計測
システムを採用。
主要なパワーコンディショナーメー
カーの発電量計測が可能です。

2

見える安心、
見守られる安心をご提供

気になる発電状況をお手持ちの端末で
チェック可能。万一のトラブル発生も、
約��,���件の監視実績を持つ独自の
アラート検知機能がいち早く発見し、
売電ロスを最小限に抑えます。

3

エコめがね

パワーコンディショナー

販売会社さまとオーナーさま
をダブルでサポート

オーナーさまが画面操作などでお困り
の際に、ご利用いただけるサポートセン
ターと、
「エコめがね」を設置の際にご利
用いただける、販売会社さま向け専用ヘ
ルプデスクの両方を設けています。

インターネット

画面操作が
わからない

「エコ めがね」画 面では、発 電 量
の 低 下や、発 電 の 停 止 などのア
ラートを、販売会社さまと双方で
確認できるので安心です。

「エコめがね」は、高い信頼性と機能性ですでに�.�GW以上の
太陽光発電に導入されています。

1

サーバの運用監視はもちろん、最
適な運用に向けて、販売会社さま
とオーナーさまの双方を、ヘルプ
デスクやサポートセンターなどの
支援業務でサポートします。

画面操作で
お困りですか？

（����年�月時点）

GWh/年

NTTスマイルエナジー

販売会社さま

ご注意

「エコめがね」では、オーナーさまが登録した情報やサービスをご利用になられる際に収集される右記情報を、太陽
光発電システムのアフターメンテナンスの目的の範囲において販売会社、施工店、販売会社が「エコめがね」を仕入
れた卸会社、およびそれらの販売会社、施工店、販売会社が「エコめがね」を仕入れた卸会社が認めた会社、当社が
必要と認めた企業・団体に対し開示させていただいております。予めご承知の上、サービスをご利用ください。

➀氏名

➁住所

➂電力契約情報

➃発電設備情報 ➄発電情報

かいてき

発電の状況がいつでもどこでも 見えて快適「エコめがね」
知りたいことをすぐに確認できるホーム画面

ログインしたら最初に表示されるホーム画面。
「エコめがね」からのお知らせや、さまざまなサービスへの入り口です。
親しみやすい操作画面で、発電量や売電金額などを見やすく・わかりやすくお知らせします。

A

B

C 発電量表示［各パワコンの発電量比較グラフ／時間帯別・日別］

パワーコンディショナーごとの発電量が時間帯別、日別で確認できます。発電量は計測から約��分～��分後に更新されます。

※計測データの更新タイミングについては、全量モバイルパックRSは約��分毎、全量モバイルパックPS、全量モバイルパックマルチコネクト並びに全量モバイルパック２は約��分毎の更新となります。
※本機能については、全量モバイルパック２非対応です。

特定のパワーコンディショナーの発電量を比較し
たい場合、凡例をクリックすると折れ線グラフが
強調されます。

カーソルを折れ線グラフ上に移動するとパワーコ
ンディショナーごとの発電量が表示されます。

今日の発電量と
売電金額を表示

今月の
売電金額の
累計を表示

※データは約��分～��分毎の
更新です。

▲時別グラフ

出力制御アイコンは出力制御の実績を確認
した時に表示されます。※１

CSV
ダウンロード

スマートフォン専用画面

同列内で最も低い発電量が赤色で表示されます。
※最も低い発電量が複数台ある場合、パワコンNoの若いものが赤色で
表示されます。

※電力量のデータを
ダウンロードできます。

A エコグラフ

発電量や売電金額がよく見えるエコグラフ画面

売電金額や発電量をメールでお知らせ!
最大�つのメールアドレスを登録できます。

発電量が低下しているパワーコンディショナーがひと目でわかる

MAIL

クリックでパワーコンディショナー毎の発電量表示※�

※出力制御情報の詳細仕様は、商品により異なります。
詳しくはサポートページ「各パワコンの発電量比較グラフ」
(https://www.eco-megane.jp/support/faq/detail/���)をご確認
ください。
※�.本機能はEIGセンサー/SVセンサー（パナソニック製単相PCSおよび
電力検出ユニットをご使用の場合）限定です。

▲日別グラフ

電気の流れを「見える化」
したエコグラフ画面。発電量や売電金額を
時間帯別、日別、月別のグラフでチェックできるなど、売電予測や事業
計画の検討に有効です。

お知らせメール

出力制御情報が表示されます。※�

C

B 商品一覧

➀ メニューをタップ
します。

複数の発電設備をまとめて管理できる商品一覧画面
各商品のアラート検知状態をセンサごとに総合判定し、
�種類のアイコンでお知らせします。
問題なく
発電できている状態
見守りレポートが
参考値である状態

センサのアラートを
検知している状態

「初期データのチェック中」または
「データ計測中」の状態

※�.発電量表示[各パワコンの発電量比較グラフ]は全量モバイルパックRS、全量モバイルパックPS並びに全量モバイルパックマルチコネクト限定の機能です。
※データは約��分～��分毎に更新されるため、瞬時値を確認することはできません。
※表示する電力量や料金はあくまで目安であり、正確な値を保証するものではありません。全量モバイルパック２の場合、電力会社の計測方法が異なるため、電力会社の検針票とは月間累計で最大±��%程度の
差が出る場合があります。全量モバイルパックRS、全量モバイルパックPS並びに全量モバイルパックマルチコネクトの場合、パワーコンディショナーの計測した発電量データを取得するため、パワーコンディショ
ナーの計測精度に依存します。
※パワーコンディショナー単位での売電金額は確認することができません。あらかじめご了承ください。

3

➂「表 示したいP CS」
を選 択して、グラフ
エリアの 特 定 の 日
をタップすると、選
択 中のP CSと最 低
発電のPCSが表示
されます。

➁「各パワコンの発

電 量 比 較」をタッ
プすると、日 別 の
発電量比較グラフ
が表示されます。

まずは、体験版「エコめがね」で、その機能をお試しください。

出力制御の実績を
確認した場合に表示

h ttp://eco -mega n e. jp / tria l/z /
4

あんしん

発電のトラブルを見守り、知ら せて安心「エコめがね」
発電停止アラート

お知らせ時間

��時以降

パワコン停止アラート

お知らせ時間

��時半以降

通信停止アラート

発電見守り
（月）アラート

お知らせ時間

毎月�日 ��時以降

お知らせ時間

��時以降

当日の��:��～��:��の間、発電量�kWh ※
が�時間連続発生した場合、発電停止と判
断します。

当日の��:��～��:��の間、特定のパワーコ
ンディショナーで発電量�kWhが�時間連続
発生した場合、パワコン停止と判断します。

前月�ヶ月間の内、�時間あたりで最も多い
発電量が理想出力に対し��%以下の場合、
発電量低下と判断します。

当日の�:��～��:��の間、��時間連続して
センサからデータ送信が停止し電力情報が
計測できない場合、通信停止と判断します。

パワーコンディショナーの故障、ケーブルが破損している
とき、悪天候（大雨や台風などの天候不良）のときなど。

パワーコンディショナーが�つ以上発電停止しているとき。

発電設備容量をベースとした理想出力値※に対し、最大
発電量が��%以下になったとき。

センサや無線ルーター、
ブレーカーの電源が切れている
ときや、電波干渉や障害物による通信環境の悪化など。

こんなとき！

※KMセンサの場合、�kWh相当で発電停止と判断します。

こんなとき！

※パワコン停止、パワコンエラー検知（時）、パワコンエラー検知（日）およびパワコ
ンエラー履歴（CSV）はEIGセンサおよびSVセンサ限定の機能です。KMセンサ搭
載のモバイルパック２の場合、パワコンエラー検知（時）およびパワコンエラー検
知（日）にてKMセンサのアラートを通知します。

こんなとき！

※「エコめがね」では、パネルの定格出力の��％を理想出力としています。

発電設備のトラブルをいち早く発見し、オーナーさま、販売会社さまにメールでお知らせします。

異常発見

こんなとき！

※通信停止が発生した場合、その期間中に他のアラートが発生しても検知できませ
ん。

「エコめがね」で発見できた不測のトラブル事例

オーナーさま

販売会社さま

発電見守りアラート・こんなとき！

生き物が感電して
ブレーカー切断

カミナリによる
パワコン停止

気温上昇による
パワコン停止

停電後に
パワコン復旧せず

飛来物による
出力低下

積雪による
パワコンブレーカー
切断

えらべる

ラインナップ充実。
条件や目的に 合わせて選べる
「エコめがね」

出力制御機能が標準搭載!! オムロン製・新電元製PCSに対応

モバイルパックRS

「モバイルパックRS」は、パワーコンディショ
ナーとRS���通信ケーブルで接続し、発電量
情報やエラー情報の把握はもちろん、新たな
機器を追加することなく出力制御に対応可
能です。

オーナーさまと
販売会社さまの両方で
発電データを
確認できます。

�Gルーター
EIGセンサ

太陽光設備

オーナーさま

RS���通信ケーブル

オムロン・新電元製
パワーコンディショナー

モバイルパックRS

追加料金不要＆通信費込で、出力制御に対応！

電力会社配信サーバ

インターネット

� 電力会社サーバから
出力制御スケジュー
ルを配信

エコめがね
モバイルパック※

� モ バ イル パック ※ が イン
ターネットを経由して出力
制御スケジュールを取得

モバイルパックPS

アラート
メール

SVセンサ※�

電力検出ユニット

全ての
パワーコンディショナー
の計測が可能

製造元メーカー（パナソニック社）の
保証規定に準じます。

太陽光設備

RS���通信ケーブル

パナソニック製
パワーコンディショナー

モバイルパック２

モバイルパックPS

モバイルパック
マルチコネクト

RS���通信ケーブル

ダイヤゼブラ電機（旧：田淵電機）

安川電機

モバイルパックマルチコネクト

電力会社へ

CT※

CTケーブル※

販売会社さま

SVセンサ※�
太陽光設備

アラート
メール

各社
パワーコンディショナー

集電箱

KMセンサ

モバイルパック�

パワーコンディショナーで変
換された交流電流をCTで計
測し、KMセンサで電力量値を
計算後、ルーターを経由して
エコめがねサーバに電流値・
電力量値が送られます。

三菱電機

デルタ電子
山洋電気
HUAWEI

詳しくは、https://www.eco-megane.jp/mc_pcs/
をご覧ください。 ※����年��月現在。

塩害地域でご利用可能

雨やホコリの影 響を受 け
やすい場所での利用に配
慮し、密 閉 性の高いI P � �
相 当 の 屋 外 用 ボックスを
採用しているモバイルパッ
クは、
「塩害オプション」を
ご利用いただくことで、塩
害地域・重塩害地域でもご
使用いただけます。
（当社規定の機器保証も適応）

SMA

※塩害オプションご利用については、エコめがねモバイルパック外箱がIP��
ボックス仕様に限り可能です。
〈塩害地域、重塩害地域とは次の通りです〉
【塩害地域】海岸線から���m～�kmの地域。ただし沖縄及び北海道、本
州、九州を除く全ての島は、全域塩害地域と定義します。
【重塩害地域】台風や強風により一時的に海水が飛来する場所、または海
岸線から���m～���mの地域。
【エコめがねを設置いただけない地域】海岸線から���m未満の地域、また
は直接塩分を含んだ水しぶきが当たる場所（岩礁隣接地域）

���Vから���Vに対応。幅広
い電圧範囲の設備に「エコめ
がね」を導入いただけます。

出力制御に対応！
つながるアラカルト出力制御サービス
エコめがね
モバイルパック

電力会社
配信サーバ

他社製
出力制御ユニット

パワー
コンディショナー

太陽光設備

他社製の出力制御ユニットを、
「エコめがね」搭
載のルーターと接続することで、電力会社の出
力 制 御スケジュールを配 信するサーバと通 信
し、出力制御を実行できるサービスです。
手続きも設置も簡単にご利用いただけます。
※出力制御の仕様については、各電力会社へお問い合わせください。

ON

各社
パワーコンディショナー

���V電源に対応

TI
OP

太陽光設備

モバイルパックMC/モバイルパック２

新電元

SVセンサ※�

モバイルパック�

※�.SVセンサは、
ルーター機能（�G回線）を搭載しています。

ルに従って出力制御
を実施

パナソニック
（三洋電機）

エコめがねサーバ

どのメーカーのパワーコンディショナーにも対応。設置も簡単

※全量モバイルパック２専用品をご利用ください。全量モバイルパックシリーズ
（型式：ZMP��/��/��）にて利用するCT、CTケーブルと異なる製品となります。

ワーコンディショナー へ
出力制御を指示

対応可能
パワーコンディショナー
対応メーカー順次拡大中※

携帯電話網
（�G回線）

主要なメーカーのパワーコンディショナーと通信ケーブルで接続可能

「モバイルパック２」は 、パワーコンディショ
ナーのメーカーを問わずご利用いただけるた
め、幅広い設備に導入いただけます。また、
屋外用ボックスに必要な機器が全て収 めら
れており、インターネット回線のない場所で
も簡単に設置できます。

太陽光設備

� モバイルパック ※ からパ � 出力制御スケジュー

モバイルパックMC

インターネット

「モバイルパックマルチコネクト」は、主要各
社 のパワーコンディショナ ー に 対し、通 信
ケーブルで発電量情報や、エラー情報を収集
します。また、オプション契約をいただくこと
で出力制御に対応可能となります。

出力制御機能付き
パワーコンディショナー

※本機能対象商品は、
「モバイルパックRS」並びに「モバイルパックPS」
です。

出力制御機能が標準搭載!! パナソニック製PCSに対応

「モバイルパックPS」は、パナソニック製PCS
設置の太陽光発電設備にご利用いただくこ
とで、電力会社からの出力制御カレンダーを
自 動で更 新 。現 地 へ のスケジュール更 新 作
業 は 勿 論 不 要 。固 定スケジュールに比 べて
出力制御による売電量の減少を抑えること
が可能です。

通信ケーブル

出力制御イメージ図

「エコめがね」機能・仕様一覧/料金プラン
オムロン製と新電元製の出力制御に対応

モバイルパックRS

パナソニック製PCSご利用で出力制御に対応

モバイルパックPS

主要各社のパワーコンディショナーに対応

全メーカーのパワーコンディショナーに対応

モバイルパックマルチコネクト

モバイルパック�

全量買取用プラン

設置環境

発電設備のパワーコンディショナー
容量・接続可能台数

最大

×12 台 以 下

最大

×9 台 以下

最大

×9 台 以下

料 金プラン
サービス
その 他

パワコン接続タイプ（RS���）

パワコン接続タイプ（RS���、Ethernet）

インターネット回線

● ※�

● ※1

● ※1

● ※1

��年一括

●

●

●

●

レンタル

●注 �

ー

●注 �

ー

発電量表示（kWh）

●

●

●

●

PCSごとの発電量表示（kWh）

●

●

●

ー

アラートメール

●

●

●

●

●注 �

●注 �

●注 �

ー注 �

出力制御への対応 ※�

●

●

出力制御実績の表示

●

●

パワコン・計測ユニット間通信ケーブル
パワコン間通信ケーブル

●

●

オプション※�

※�

「エコめがね」
サービス利用料

CT 計測タイプ

オプション※�

▲ ※�

ー

ー

ー

※�

CT（KMセンサ用）
KMセンサ・CT間ケーブル

ー

ー

ー

●

塩害対応 注�

オプション

オプション

オプション

オプション

※�.モバイルパックの設置環境は、NTTドコモLTEサービスエリア内であることが必要です。NTTドコモのホームページからサービスエリア検索を行っていただくことができます。
（https://www.nttdocomo.co.jp/area/?icid=CRP_TOP_to_CRP_AREA）サービスエリア内でも、設備付近の環境（建物の構造や地形）によって、接続できない場合があります。
※�.通信断によりデータ欠損および出力制御スケジュールの書換（出力制御対象設備に限る）が行えない場合があります。
※�.全量モバイルパックRSとパワーコンディショナー（オムロン製単相および三相、新電元製三相）を接続する通信ケーブルは別売りです。当社にて専用品をご用意しておりますので、設置環境に応じて
当社よりお買い求めください。当社以外からご購入の場合、保証対象外です。あらかじめご了承ください。
ただし、三相パワーコンディショナー用「パワコン間通信ケーブル」は取り扱っておりません。
※�.各種通信ケーブルは、商品に含まれません。
パワーコンディショナーのメーカーや計測方法によって、通信ケーブルの仕様が異なります。
設置環境に合わせた長さ・本数をご確認いただき、別途ご用意ください。
※�.つながるアラカルト
（出力制御）のサービスをご利用いただくことで、出力制御ユニットと電力会社サーバとの接続ができるようになります。
※�.全量モバイルパックMCとパナソニック製パワーコンディショナーおよび電力検出ユニットの組み合わせの場合、出力制御実績表示機能の対応が可能です。
※�.全量モバイルパック２には「CT（KMセンサ用）」と
「KMセンサ・CT間ケーブル」は含まれておりません。当社専用品をご用意しております。
設置環境に応じてお買い求めください。当社以外からご購入の場合、保証対象外となります。あらかじめご了承ください。

機器代金
�� 年分

60 kW以下
■三相�線式（���V）の場合120 kW以下

パワコン接続タイプ（RS���）

※�

「モバイルパックシリーズ」には機器
代 に サ ー ビス 利 用 料 と通 信 費 を
セット。固定インターネット回線を別
途新設するよりも、手間もかからず
トータルコストを削減できます。

■単相�線式（���V）の場合

計測方式

パワコンエラー検知

通信料金もパッケージ！

※�

�� 年分

回線利用料
�� 年分

��年間利用時のコスト比較イメージ

固定回線を利用した エコめがね全量��年プラン
遠隔モニタリング
モバイルパックシリーズ

インターネット回線料※
【 月額�,���円の場合 】

��万円/��年

上 記 は 通 信 料・インター
ネットサービスプロバイダ
料・機 器レンタル
料などを含んで算
出した当社による
比較イメージ価格
です

全て込みで
お得！！
機器

機器代金

エコめがねサービス
※設置工事費が別途必要になります。

「��年一括払いプラン」に加えて
「レンタルプラン」もお選びいただけます。

※全量モバイルパックPS内蔵の電力検出ユニットについては、製造元メーカー(パナソニック株式会社)の保証規定に準じます。
注�.「エコめがね」機器レンタルプランの最低利用期間は�年です。
注�.パワコンエラー検知は販売会社さま限定のサービスです。
注�.KMセンサ搭載のモバイルパック２の場合、パワコンエラー検知（時）およびパワコンエラー検知（日）にてKMセンサのアラートを通知します。
注�.モバイルパックは、オプションサービスをご利用いただくことで、塩害地域 / 重塩害地域への設置が可能です。塩害地域にてご利用される場合、
パワーコンディショナーも合わせて塩害対応仕様をご利用ください。
〈塩害地域、重塩害地域とは次の通りです〉
【塩害地域】海岸線から���m～�kmの地域。
ただし沖縄及び北海道、本州、九州を除く全ての島は、全域塩害地域と定義します。
【重塩害地域】台風や強風により一時的に海水が飛来する場所、または海岸線から���m～���mの地域。
【エコめがねを設置いただけない地域】海岸線から���m未満の地域、または直接塩分を含んだ水しぶきが当たる場所（岩礁隣接地域）

【凡例】 ● あり、対応可

▲ 設置条件によって対応可

ー なし、対応不可

モバイル通信費

