
MELRemo
スマートフォンアプリケーション
（一般用）
対応リモコン 
PAR-CT0*MA シリーズ , PAC-SF0*CR, PAR-4*MA シリーズ

取扱説明書［iOS ／ AndroidTM 共通］

• MELRemo（以下「ア
プリ」といいます）は、
Bluetooth 通信により三
菱電機株式会社の業務用
エアコン専用リモコンの
操作を、スマートフォン
で行うためのアプリケー
ションソフトです。

• アプリのダウンロード、
アップデート、その他の
ご使用にともない発生す
る通信料金は、ご利用者
様のご負担となります。 

（アプリのアップデートの
際やアプリが正常に動作
しないことによる再設定
などで、追加して発生す
る通信料金も含みます。)
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安全のために必ず守ること
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1.	ご使用の前に
• エアコンの見えない位置から操作するときは、エアコンやその周辺、室内にいる
人の状態などを事前に確認してから操作してください。

• 子ども、高齢者、病気の方、身体の不自由な方が室内にいる場合は、室内にいる
方を保護できる人がいる状態で使用してください。

• エアコンのある室内に人がいることがわかっている場合は、エアコンの見えない
位置から操作することを事前に知らせておいてください。

• 小さな子どもが誤って操作しないように、保護者の管理のもとで使用してくださ
い。

• 本製品は2.4GHz帯の無線を使用しており、障害物や電子レンジ、Wi-Fiなどの
電波干渉により、通信状態が悪い場合は操作内容が反映されないことがありま
す。操作内容が反映されたことを確認してください。

• 電波の届く距離は見通し約10ｍです。障害物で電波がさえぎられた場合は電波
の届く距離が短くなりますので、障害物を取り除くかスマートフォンをリモコ
ンに近づけて使用してください。

• スマートフォンによる誤操作防止のため、操作ロック機能の使用を推奨します。
• Bluetooth機器がリモコンやスマートフォンの周辺に複数ある場合、スマート
フォンとリモコンとの通信が正しくできないことがあります。

• 本アプリは屋内での利用を想定しています。屋内で使用してください。
• アプリの画面操作は、iOSおよびAndroidで共通です。本マニュアルでは、代表
例としてiOSの画面で説明を行いますが、一部操作が異なる画面は両方を説明し
ます。

• アプリの画面は、OSのバージョン、スマートフォンの画面サイズなどにより若
干異なることがあります。

•  表示中はBluetooth通信中のため操作を行わないでください。エラーの原因
となる場合があります。

• MELRemoVer4.0.0から、機能アップのため、Android 7.0.0以上の端末で使
用してください。Android 7.0.0未満の端末ですでにVer4.0.0以前の
MELRemoを使用している場合は、MELRemoのアップデートを実施しないで
ください。

• MELRemoVer4.0.0から、機能アップのため、iOS11以上の端末で使用して
ください。iOS11未満の端末ですでにVer4.0.0以前のMELRemoを使用して
いる場合は、MELRemoのアップデートを実施しないでください。
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2.	使用方法・基本操作
• アプリを用いて、エアコンの操作ができます。
• アプリで操作できる機能は以下となります。

運転・停止、設定温度変更、運転モード変更、風速設定、風向設定、換気設定、
ルーバー設定、左右風向設定、ムーブアイ設定、HOLD 設定

• HOLD 設定は、リモコン形名：PAR-CT0*MAU と接続した場合にのみ設定で
きます。

• 左右風向設定、ムーブアイ設定は、リモコン形名：PAR-4*MA と接続した場
合にのみ設定できます。

• 集中管理装置や、リモコンにより操作を禁止・ロックされている機能は、設定
を変更できません。

• 表示言語はスマートフォンの言語設定で切り替えることができます。
• 外気処理ユニット（ロスナイ）に接続されたリモコンに対しては使用できません。

2-1.		リモコンの選択
• 画面操作は、iOS および Android で共通です。代表例として iOS の画面で説明
を行います。

1.	アプリを起動します。
リモコン選択画面が表示され、Bluetooth 通
信で検出したリモコンを電波強度の強い順に
表示します。

• スマートフォンの Bluetooth を有効にして
ください。

2.	接続するリモコンをタップします。
該当するリモコンの LED が 7 回点滅します。

• リモコンの LED が点滅しない場合は、接続するリモコンを正しく選択でき
ているか確認してください。誤って選択している場合、リモコン選択画面
で別のリモコンをタップしてください。

• リモコン選択画面に接続するリモコンが表示されない場合は、アプリを一
度停止させてから再起動してください。
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3.	パスワード ( ※ 1) を入力して、[ 送信 ]ボタ
ンをタップします。
なお、[ ]ボタンをタップすると、該
当するリモコンの LED が 7 回点滅し、対象の
リモコンであるかを確認できます。

※ 1・パスワードは、下記の方法で表示できます。
• リモコン形名：PAR-CT0*MA シリーズ , PAC-SF0*CR
→リモコンのメイン画面右上の [ ]をタップします。

• リモコン形名：PAR-4*MA シリーズ
→ メイン画面でエアコンが停止中に、[F1]ボタンおよび [F2]ボタンを

同時に 1 回押します。
パスワード→時刻→パスワードと順に 1 秒周期で交互表示します。
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• 対象のリモコンがサイン画面、またはメイン画面を表示している場合のみ
接続できます。

• サイン画面は PAR-CT0*MA シリーズおよび PAC-SF0*CR のみ表示され
ます

サイン画面
[ 設定温度 ] 表示時

メイン画面

パスワード表示場所

F1 ボタン

• PAR-CT0*MA シリーズ
• PAC-SF0*CR • PAR-4*MA シリーズ

F2 ボタン
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2-2.	運転・停止

1.	[ ]ボタンをタップしま
す。
エアコンが、運転または停
止します。
[ 戻る ]ボタンをタップす
ると、リモコン選択画面に
戻ります。

• エラーが画面上に表示さ
れた場合は、エラーコー
ド（4 桁または 8 桁の
数字）を、14 ページの

「エラーコード表」と照
らし合わせ、異常内容を
確認し、対応してくださ
い。

2-3.	設定温度変更・運転モード変更・風速設定・風向設定・換気設定・ルーバー
設定・左右風向設定・ムーブアイ設定・HOLD設定

• 設置されているエアコンの機種により対応していない機能があります。対応して
いない機能は表示されません。 本説明書はすべての機能について記載しています。

共通操作手順

1.	画面上で左右にスワイプ操作（①）します。
または、[◀ ][▶ ]ボタンをタップ（②）します。
設定項目（設定温度、運転モード、風速、風向、
換気、ルーバー、左右風向、ムーブアイ）が
切り替わります。

運転 / 停止 エラー発生

①

② ②②
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2.	[ ][ ]ボタンをタップします。
設定内容が切り替わります。

2-3-1.	設定温度変更
• 設定温度を変更できます。
• 運転モードが冷房、ドライ、暖房、自動運転（デュアルオート、セットバックモー
ド）の場合に操作できます。

冷房・ドライ
暖房・自動運転時

自動運転時（デュアルオート、
セットバックモード）

冷房設定温度

暖房設定温度

冷房設定温度変更画面 暖房設定温度変更画面
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2-3-2.	運転モード変更
• 運転モードを変更できます。

• セットバックモードは、リモコン形名：
PAR-CT0*MAU と接続した場合のみ設定
できます。

• 室外ユニットに接続された他のエアコンが、
すでに異なる運転モードで運転している場
合、モード表示が点滅します。先に運転を
開始した他のエアコンの運転モードが優先
されるため、後から設定を変更することは
できません。他のエアコンの運転モードに
合わせてください。

• 吹出し空気が一定の温度に達するまでは、
吹出し空気の温度に合わせて、徐々に設定
風速へ切り替わります。その間、運転モー
ドのアイコンの左に“準備中”と表示され
ます。

• 外気温が低く、湿度が高いとき、室外ユニッ
トに霜が付きます。この霜を溶かす運転を
行っているとき、“霜取中”と表示されます。
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2-3-3.	風速設定
• 風速を設定できます。

• エアコンにより設定可能な風速が異なりま
す。

2-3-4.	風向設定
• 風向を設定できます。

• 冷房、ドライ運転時で「設定 2 ～ 5」を選
択したときに、“1h”が表示される場合が
あります。1 時間経過すると“1h”表示が
消えて、風向が「設定 1」に切り替わります。

• エアコンにより設定可能な風向が異なりま
す。



10

2-3-5.	換気設定
• 換気量を設定できます。

• 24 時間換気設定をしている場合、“24h”
が表示されます。

• 設置されているエアコンと換気装置の機種
により、換気装置のみ運転した場合でも、
エアコンのファンが動作することがありま
す。

• エアコンにより設定可能な換気量が異なり
ます。

2-3-6.	ルーバー設定
• ルーバーの「切」/「入」を切り替えできます。
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2-3-7.	左右風向設定
• 左右の風向きを設定できます。

• リモコン形名：PAR-4*MA と接続した場合
にのみ設定できます。

2-3-8.	ムーブアイ設定
• 人感ムーブアイを用いて風向きを調整でき
ます。

• ムーブアイ設定で、「風ヨケ」、「風アテ」、「ム
ラ無」のいずれかに設定した場合、風向設定、
左右風向設定の設定値は「自動」になります。

• リモコン形名：PAR-4*MA と接続した場合
にのみ設定できます。

• 自動は、PAR-42MA 以降と接続した場合
にのみ設定できます。
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2-3-9.	HOLD設定
• [HOLD]ボタンをタップして、HOLD 機能
の有効 / 無効を切り替えます。

• HOLD 機能を有効にすると、以下の機能が
停止し、“ ”を表示します。

• オン・オフタイマー
• 消忘れ防止タイマー
• 週間スケジュール設定
• 設定温度自動復帰設定

• リモコン形名：PAR-CT0*MAU と接続し
た場合のみ設定できます。

2-3-10.	摂氏華氏表示設定
• アプリの表示温度単位を摂氏・華氏のいずれかに設定することができます。

• 下記に示すように、右上の [ ]をタップし表示温度単位を変更してください。
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3.	仕様
3-1.	対応リモコン形名

形名
PAC-SF0*CR（-RN）
PAR-CT0*MAA-PB/SB
PAR-CT0*MAR-PB/SB
PAR-CT0*MAC-PB
PAR-CT0*MAU-SB
PAR-4*MA
PAR-4*MAAC

3-2.	対応 OSおよびダウンロード方法
対応 OS
• iOS 11.0 以上
• Android 7.0 以上 
※ Android の動作確認機種は Galaxy S8 です。 
　動作確認機種の最新情報はダウンロードサイトでご確認ください。 

ダウンロードサイト
スマートフォンアプリは、以下の配信サービスからアプリ名「MELRemo」
で検索してダウンロードできます。

• iOS：App StoreTM

• Android：Google Play 

• アプリは無料ですが、ダウンロード時には通信料が発生します。
• 最新のアップデートはダウンロードサイトで確認してください。

4.	Q ＆ A
[1]		リモコン選択画面で接続したいリモコンが表示されない

• リモコンおよびアプリを使用しているスマートフォンの Bluetooth が ON に
なっていることを確認して、アプリを一度停止させてから再起動してくださ
い。
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[2]		リモコン本体にBLE(Bluetooth	Low	Energy) 機器異常が表示された場合
• BLE 機器異常が発生した場合、“リモコン本体”のメイン画面左上に 4 桁の
エラーコード（■ BLE 機器エラーコード）が表示されます。エラーコードを
確認して、以下の対応を行ってください。

 ■BLE 機器エラーコード
エラーコード 異常内容 対処方法
6860～6866 BLE 機器異常 エアコン管理者にお問い合わせください。

6871 BLE 接続
エラー

ご使用のスマートフォンは本リモコンとの接続に
対応していません。
他のスマートフォンで接続してください。

[3]		アプリの画面にエラーコードが表示された場合
• エラーコードの番号（4 桁あるいは 8 桁）を下記の「エラーコード表」と照
らし合わせ、異常内容を確認し対応してください。

エラーコード表

エラーコード エラー名称 異常内容 対処方法

8002 ～ 8006, 
8101,8102, 
8201,8202, 
8204 ～ 8209, 
8301

Bluetooth
通信異常

Bluetooth 通信で異常
が発生した場合に表示
されます。

リモコン、アプリを使用し
ているスマートフォンの
Bluetooth[ON] を確認し
て再送信してください。 
再度、異常が発生した場合
は、アプリを再起動し、リ
モコンへ接続してくださ
い。

8203 パスワード
異常

パスワードが異なる場
合に表示されます。

正しいパスワードを入力し
てください。

8207-5410 画面表示異常

アプリで対象リモコン
と接続を行う際に、リ
モコンがメイン画面も
しくはサイン画面を表
示していない場合に表
示されます。

リモコン操作で、リモコン
画面をメイン画面もしくは
サイン画面にしてくださ
い。

8207-7300 試運転操作
異常

システムが試運転中に
アプリで操作を行った
場合に表示されます。

試運転中は、アプリで操作
できません。 
試運転終了後に再度操作を
行ってください。

8207-7400 機能選択異常
システムが機能選択中
にアプリで操作を行っ
た場合に表示されます。

他のユーザーの操作が終わ
るまでお待ちください。
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エラーコード エラー名称 異常内容 対処方法

8207-7800 リモコン
異常

リモコンで異常が発生
している場合に、アプ
リで操作を行ったとき
に表示されます。

リモコンで異常の有無と内
容を確認してください。

8207-7900 操作異常
システム立ち上げ中に、
アプリで操作を行った
場合に異常が表示され
ます。

システムの立ち上げが完了
してから再接続してくださ
い。

8302-3400 送受信異常
リモコン側が送風運転
中にアプリ側で温度操
作した場合に表示され
ます。

処理が終わるまでお待ちく
ださい。

8302-3500 発停異常
対象エアコンが停止し
ている場合に、アプリ
で操作を行ったときに
表示されます。

対象エアコンを停止から運
転に切り替えてください。

8302-3900 対応画面異常
運転モードが異なる場
合に、アプリ側で温度
操作を行うときに表示
されます。

処理が終わるまでお待ちく
ださい。

8302 -5500, 
-5510, 
-5520, 
-5530, 
-5540, 
-5550, 
-5560, 
-5570, 
-5600, 
-5610

リモコン 
制限異常

リモコンの初期設定で、
設定対象機能を制限し
ているため、アプリで
設定することができな
い場合に表示されます。

リモコンの制限設定を解除
してください。

8301, 
8303 ～ 8305

システム情報
取得異常

システム情報の取得が
失敗した場合に表示さ
れます。

リモコンへの再接続を行っ
てください。

8405 送信異常
アプリから、設定デー
タを正常に送信できな
かったときに表示され
ます。

リモコンの画面状態、パス
ワードを再確認して送信し
てください。

8406 操作要求 
異常

操作画面で操作した設
定が、失敗した場合に
表示されます。

リモコンに再度接続してく
ださい。

8411 未対応機種
異常

接続に失敗した場合に
表示されます。

リモコンの接続機種を再確
認してください。外気処理
ユニット（ロスナイ）は使
用できません。
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5.	商標について
• iPhone, iPad, iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の
商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用され
ています。

• iOS の商標は Cisco Systems Inc. の米国およびその他の国々のライセンスに
基づき使用されています。

• App StoreTM は Apple Inc. が運営する iPhone, iPad, iPod touch 向けアプ
リケーションソフトウェアのダウンロードサービスを行えるサービスの名称で
す。

• Android、Google Play は、Google LLC の商標です。
• Galaxy は、Samsung Electronics Co.,Ltd. の商標または登録商標です。
• Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する商標であり、三菱電機株式会社は、これら商標を使
用する許可を受けています。他のトレードマーク及び商号は、
各所有権者が所有する財産です。
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