
三菱HEMSとの
接続について

対応機種：CS-T34BFR

●この紙は、無線LANの設定について説明して
います。
その他の操作方法については、取扱説明書を
ご覧ください。
●この紙は、取扱説明書（保証書付）とともに
大切に保存してください。
●HEMSコントローラと組合せての詳細な
使いかたについては、
「三菱HEMS取扱説明書／据付工事説明書」を
ご覧ください。

安全のために必ずお守りください
■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。
■ お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの
重大な結果に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財
などの損害に結びつく可能性があるもの。

禁　止 ぬれ手禁止 水濡れ禁止 指示を守る

お客さま自身で据付けはしない
不備があると、感電・火災・けがの原因
お買上げの販売店または、専門業者にご相談
ください。

分解・改造をしない
感電・火災・けがの原因

医療用電気機器の近くでは、本製品を
使用しない
医療用電気機器の誤動作による、事故の原因

自動ドアや、火災報知器などの自動制御機器の
近くでは、本製品を使用しない
機器の誤動作による、事故の原因

ぬれた手で本製品を扱わない
感電・火災の原因

本体をぬらしたりしない
感電・火災の原因

異常時（焦げ臭いなど）は、運転を停止して
IHクッキングヒーター本体のブレーカーを
切る
異常のまま運転を続けると感電・火災などの原因
お買上げの販売店にご連絡ください。

医療用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの
取扱説明書および医師の指示にしたがう
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがある
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WPS設定ができない

電源を入れてから、約1分経過
していない。

情報収集ユニットの電源が入って
いない。

情報収集ユニットをWPSモードに
設定後、2分以上経過している。

無線LANアダプターが
IHクッキングヒーター本体に接続
されたと認識するまでに、約1分
かかります。
約１分待ってからWPSの操作を
開始してください。

情報収集ユニットの電源を入れ、
WPSモードにしてください。

再度、情報収集ユニットのWPS
ボタンを押して、2分以内に設定
してください。

IHクッキングヒーターを
修理・交換したとき

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

再度、「無線LANアダプター初期認証（WPS）手順」にしたがって、設定してください。

調理中IHヒーターの
火力が弱くなる

2つまたは3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5500W（ピークカット
設定時は4800W、4000W）※ を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を
自動的に調節します。
※ピークカット（4800W、4000W）設定時は5500W設定時よりも火力が制限
されます。
●HEMSで火力が制限されている場合も同じです。

現象（症状） 原因の確認 処置（操作）方法

※無線LANに関する事項です。その他の問題・状態については、取扱説明書をご覧ください。

故障かな？と思ったら
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●情報収集ユニットと無線LANの通信が可能な状態にするため、無線LANの初期認証（WPS）の設定をしてください。
　初期認証（WPS）は、IHクッキングヒーター本体の操作部で操作し設定します。

無線LANアダプター初期認証（WPS）手順　　          ※WPS : Wifi Protected Setup
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5

3

4

情報収集ユニットのWPSボタンを１秒以上押す
●詳しくは、三菱HEMS情報収集ユニットの取扱説明書をご覧ください。
※手順　　～　　は、2分以内に操作してください。

※無線LANアダプターがIHクッキングヒーター本体に接続されたと認識するまでに、約1分かかります。
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●無線接続を切断するには、下記手順にしたがい操作してください。
●通信を再開するときは、「無線LANアダプター初期認証（WPS）手順」の操作をしてください。

無線LANアダプターリセット手順
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左液晶表示部
設定の状態と接続結果を表示します。
※表示は一例です。

右液晶表示部
各機能設定モードを
表示します。

左IH火力ランプ

機能設定ボタン

中央IH設定ボタン 電源ボタン

をピーッと鳴るまで押して、
電源を切る
■設定が終わったら

をピーッと鳴るまで押して、電源を切る■設定が終わったら

電源

さらに

をピッと鳴るまで押し、電源を入れた後、約１分待つ

電源 をピッと鳴るまで押し、電源を入れる

を約２秒長押しする

を６回押す

6 さらに を１回押す

●　　と中央IHの　　　　 がオレンジ色に点灯し、機能設定モードになります。

を約２秒長押しする

●　　と中央IHの　　　　 がオレンジ色に点灯し、機能設定モードになります。

●右液晶表示部に　　　　が表示されます。（HEMS設定機能表示）
　※無線LANアダプターが接続されていないと、右液晶表示部に　　　が表示されず、
　電源を入れた状態へ戻ります。

3 さらに を６回押す

●右液晶表示部に　　　　が表示されます。（HEMS設定機能表示）
　※無線LANアダプターが接続されていないと、右液晶表示部に　　　が表示されず、
　電源を入れた状態へ戻ります。

を押す

●　　 と左液晶表示部に　　　　が点滅し、　   が消えます。

4 を押す

●　　 と左液晶表示部に　　　　が点滅し、　   が消えます。

●左液晶表示部に　　　　が点灯し、　   が消えて
WPSを開始します。
●接続に成功すると、情報収集ユニットとの
通信が可能となります。
●接続に失敗したときは、HEMS設定機能表示に戻った
ことを確認し、手順　   の操作をやり直してください。
※WPS設定中は、電源を切らないでください。
※接続結果が表示されるまで、約1～3分かかります。
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5 さらに を１回押す

●左液晶表示部に　　　　が点灯し、　   が消えて
リセットを開始します。
●リセットに成功すると、情報収集ユニットとの
通信ができなくなります。
●リセットに失敗したときは、HEMS設定機能表示に
戻ったことを確認し、手順　   の操作をやり直して
ください。
※リセット設定中は、電源を切らないでください。
※リセット結果が表示されるまで、約3分かかります。

1秒ごとに、左IH火力ランプの1～9が
緑色に点灯します。

※約10秒後、電源を入れた
状態へ戻る

接続成功 接続失敗

設定中

ピーピピ ピピピー

※約10秒後、HEMS設定
機能表示へ戻る

1秒ごとに、左IH火力ランプの1～9が
緑色に点灯します。

リセット成功 リセット失敗

設定中

ピーピピ ピピピー

※約10秒後、電源を入れた
状態へ戻る

※約10秒後、HEMS設定
機能表示へ戻る
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