
リモートコントローラ（カラー液晶タイプ）操作早見表

各部のなまえとはたらき

ご案内

本日の発電量を見る

1日のディスプレイ表示（連系運転モードで通常運転時）

停止させたとき

　　　 　　を押したとき

本書に記載しているディスプレイの表示内容は一例です。実際の表示とは異なる場合があります。本製品についての詳細は「取扱説明書」をご参照ください。

運転状態を太陽アイコンで表示します。

停止中 点検

1 通常画面表示中に　　　　  を押します。

発電実績画面を表示します。

2 　　　 　を押します。

通常画面に戻ります。

パワーコンディショナを手動で停止さ
せたときは、運転していたモードでの
停止状態になります。（手動停止中）

連系運転モードで通常運転しているときの1日のディスプレイ表示は次のようになります。

お願い
①すべての操作はディスプレイ画面を表示させた状態で行ってください。
ディスプレイの表示が消えているときは、リモートコントローラ正面右下にある　　　　　　を押すと、ディスプレイが表示されます。
②ディスプレイ画面右上の年月日、現在時刻の設定が行われていない場合、発電量、売買電力量などのデータが記録されません。 
裏面の各種設定中の“日付・時刻を設定する”に従って、年月日・現在時刻を設定してください。

ご注意

ご注意

取扱説明書 p8～13

ディスプレイを表示させるには

取扱説明書 p17

取扱説明書 p25

リアルタイムで我が家の電気の状況

今日1日の我が家の発電ぶり

省エネナビ機能

今までの消費、売り買いのチェック

１日のディスプレイ表示

「本日の発電量を見る」

「お知らせ機能」

「消費・発電、売り・買い電力量の履歴を確認する」裏面

年月日と現在時刻、積算発電量、パワーコンデ
ィショナの運転モードを表示します。

約1分間、何も操作を行わないとディ
スプレイの表示が自動的に消えます。
ディスプレイの表示が消えているとき
は、運転などの操作ができません。
その場合は、ディスプレイの表示をつ
けてから操作を行ってください。

省エネ
　　ナビ機能

省エネ
　　ナビ機能

裏面へ

通常画面を表示中に　　　　 　　を押すと、本日の発電実績を表示します。

買電中のとき売電中のとき

日中、太陽光発電が行われているとき（運転中）

準備中
（交互に表示）

運転中
（交互に表示）

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

200X年12月24日　13:01
積算発電量  　1234kWh

連系運転中

設　定 履　歴 報　告

消費 売電

発電

設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

日が昇り運転開始までの間（準備中） 日が沈み運転停止までの間（準備中）日照が無くなり太陽光発電が行われ
ていないとき（自動停止中）

運転/停止スイッチ
パワーコンディショナの運転／停止を切り替えます。

連系/自立スイッチ
パワーコンディショナの運転モード（連系運転／自
立運転）を切り替えます。

連系/自立ランプ
パワーコンディショナの
運転モード（連系運転／
自立運転）をランプでお
知らせします。

画面表示/本日の実績ボタン
約１分間、何も操作を行わないとディスプ
レイの表示は自動的に消えます。
ディスプレイの表示が消えているときにこ
のボタンを押すと、ディスプレイの表示が
ついて通常画面が表示されます。通常画面
が表示されているときにこのボタンを押す
と、本日の発電実績を表示します。
操作を行っているとき（通常画面以外の表
示のとき）にこのボタンを押すと操作を中
止し通常画面に戻ります。

連系/自立

運転/停止

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

MODEM

設　定 履　歴 報　告

モデム用ピンジャック端子

運転状態表示ランプ
パワーコンディショナの運転状態を
ランプでお知らせします。

連系運転中

買電状態（橙色点灯）

自立運転中

左側面 正面 右側面

売電／買電の状態を表示します。売電のときは
青色、買電のときは橙色で表示します。

売電のとき

買電のとき

メモ

約1分間、操作を行わないとディスプレイの表示は自動的に消えます。ディスプレイ
の表示が消えているときに　　　　    　を押すとディスプレイの表示がつきます。

メモ

約1分間、操作を行わないとディスプレイの表示は
自動的に消えます。
ディスプレイの表示が消えているときに　　　　    
を押すとディスプレイの表示がつきます。

運転/停止

（青色点灯） 売電状態

準備中または自動停止
中／連系手動停止中（消灯）

（青色点灯） 自立運転中

（消灯） 準備中または自動停止
中／自立手動停止中

（緑色点灯） 連系運転モード

自立運転モード（赤色点灯）

自動停止中（消灯）

取扱説明書 p35～40お知らせ機能

消費電力量が目標値を超えたとき、発電量についてイベントが発生したときや電圧上昇抑制機能がはたらいたときなどディスプレイに  　（メールアイコン）を表示してお知らせします。
　　 が表示されたときは、次の操作でお知らせの内容を確認することができます。

1 　　　を押します。 2 　　 を押して確認したいお知らせ内容を
選びます。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

3 　　 を押します。
SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 決　定

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 決　定

お知らせ内容の表示画面

目標消費電力量達成状況 発電電力量達成 発電開始記念日最大発電電力ベスト５ 電圧抑制発生状況

戻　る 戻　る戻　る 戻　る

決　定報告

戻　る

　　 （メールアイコン）が
表示されます。

お知らせがあった項目に
　　 （メールアイコン）が
表示されます。
一度内容を確認すると　　　
は消えます。
　　 が表示されていない
項目でも確認することが
できます。

戻　る

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告
画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

連系/自立

運転/停止

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

このランプが消えているときは、
太陽光発電が行われていないので、
電気を買っている状態です。

このランプが消えている
ときは、運転/停止の
操作は出来ません。

連系/自立

運転/停止

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

メモ

メモ

目標値の
9割以内

目標値程度

目標値を
1割以上
オーバー

２つのランプが両方点滅している場合は、
ディスプレイの表示内容に従って対応して
ください。

２つのランプが両方点滅している場合は、ディスプレ
イの表示内容に従って対応してください。

メモ
夜間長時間にわたり停電した場合など日時の設
定が消えてしまった場合は、裏面の｢各種設定
を行う」の“日付・時刻を設定する”に従って、
年月日・現在時刻を設定してください。

これ以外の画面については、裏面も
しくは取扱説明書をご参照ください。

200X年12月24日　13:01
積算発電量  　1234kWh

連系運転中

設　定 履　歴 報　告

消費 売電

発電

設　定 履　歴 報　告

目標値の設定については、裏面の「各種設定を行う」を
ご参照ください。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

消費 売電

発電
連系/自立

運転/停止

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電

今現在の我が家の、発電、消費、売りもしくは買い
電力（kW）を表示します。

グラフ
朝から現在時刻まで
の発電量を１時間単
位で表示します。
縦軸は発電量、横軸
は時刻を表わしてい
ます。

発電電力量
朝、運転を開始してから現在
時刻までの発電電力量を表示
します。

最大発電電力
朝、運転を開始してから現在
時刻までの最大発電電力と記
録した時刻を表示します。

　　　　  200X年12月24日　13:01
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電

　　　　  200X年12月24日　12:00
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電

　　　　  200X年12月24日　12:00
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 買電

発電

　　　　  200X年12月24日　 7:00
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系準備中

消費 買電

発電

　　　　  200X年12月24日　20:00
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　自動停止中

消費 買電

　　　　  200X年12月24日　18:00
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系準備中

消費 買電

発電

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　  連系手動停止中

消費 買電

発電

　　　　  200X年12月24日　20:00
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　自動停止中

消費 買電

　　　　　200X年12月24日　20:00
　　　　　　　　　　　　自動停止中
12月24日の発電実績は以下の通りです

                    発電電力量 
                    32.45kWh 
                    最大発電電力 
                     5.43kW＠11:45

6

2

0

4

kWh 発電

12 18 時

　　　　  200X年12月24日　20:00
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　自動停止中

消費 買電

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電

お知らせ選択

　　目標消費電力量達成状況
　　最大発電電力ベスト5　　
　　発電電力量達成
　　発電開始記念日
    電圧抑制発生状況

お知らせ選択

　　目標消費電力量達成状況
　　最大発電電力ベスト5　　
　　発電電力量達成
　　発電開始記念日
    電圧抑制発生状況

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　　　　　　　連系運転中
　２４日分の目標消費電力量に対して
　　　　２.４％
　節電できています
　先月は１ヶ月間で
　　10.8%節電できました
　　目標　　　　　　　　 300kWh/月
　　実績　　　　　　　　 227kWh

200X年12月24日　10:30 　
連系運転中

　発電電力量達成のお知らせ
　　発電電力量
　　 10000kWhを達成しました！

　　達成日時　200X年12月24日10時

200X年12月24日　10:30　 
連系運転中

　発電開始より4年経過しました
　　
　発電開始日　200X年10月 1日
　4年間で
　　　　　34567kWh発電しました

200X年12月24日　10:30　 
連系運転中

発電電力ベスト５のお知らせ
　200X年 7月20日 11:30　5620 Ｗ
　200X年 8月15日 14:20　5600 Ｗ
　200X年 4月 4日 11:45　5550 Ｗ
　200X年 8月13日 12:15　5430 Ｗ
　200X年12月23日 12:30　5400 Ｗ

200X年12月24日　10:30　 
連系運転中

　電圧上昇抑制機能が働きました。
　　
　200X年12月24日　10:00

　商用電源の電圧が高くなっている
　状態です。

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

画面表示
本日の実績

電力は、時々刻々変化するあ
る瞬間における値です。単位
は「kW」（キロワット）で表
します。
電力量は、時々刻々変化する
電力のある期間の合計値です。
単位は「kWh」（キロワット
アワー）で、例えば2kWの電
気を3時間使い続けた場合、
2 (kW) × 3 (h) ＝ 6 (kWh) 
の消費電力量となります。

電力と電力量
電力

6時 12時 18時 時10時 20時 21時15時 24時

発電電力と家庭内消費電力の1日の推移例

12時～15時の
発電電力量（kWh）

21時～24時の
消費電力量
（kWh）

10時の
発電電力（kW）

20時の消費電力（kW）



各種設定を行う

「日付・時間」「電気料金換算値」「消費電力量目標」「表示の濃淡」を設定するときは、通常画面から　　　　を押して「設定項目選択画面」より行います。
手順１～４までの操作を行って各項目の設定画面を表示します。以降は各項目の設定操作を行います。

日付・時刻を設定する

電気料金換算値を設定する

消費電力目標を設定する

表示の濃淡を調整する

内蔵されている時計の日付と時刻を
設定します。
最初は正しい日付と時刻が設定され
ています。

電気料金の基本料金を入力して1kWh 
の電気料金換算値を設定しておきま
す。
電気料金が変更になったときは、電
気料金換算値を変更してください。
初期値は、0円/kWhに設定されていま
す。
「基本料金」、「買い電力料金」、
「売り電力料金」を入力します。

ご家庭の1ヶ月間の消費電力量目標値
を設定しておくことができます。
消費電力量目標が達成されたときに
「お知らせ機能」で通知されます。
初期値は「前月の消費」に設定され
ています。前月の消費電力量が目標
値として設定されます。
「前月の消費」、「前年同月の消
費」を目標値にする、または目標数
値を設定することができます。

画面表示の濃淡を１０段階で設定
することができます。

設　定

取扱説明書 p41～49

1 　　　を押します。 2 　　 を押して設定したい
項目を選びます。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

3 　　 を押します。 4 選んだ設定項目画面を
表示します。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 決　定

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 決　定

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更

2 入力したい数字が表示
されたところで　　 を
押します。

3 手順1～2を繰り返して
年／月／日／時刻を
入力します。

1 入力したい数字が表示
されるまで　　 を繰り
返し押します。

4 入力が終わったら
　　 を押します。

2 　　 を押して新しい
電気料金換算値の入力
画面を表示します。

3 　　 を繰り返し押して
入力値を表示させて
　　 を押します。

1 現在設定されている
電気料金換算値が
表示されています。

4 手順3を繰り返して
全ての項目を入力
します。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更 決　定

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更 決　定

1 　　 を押して新しい
消費電力量目標の入力
画面を表示します。

1 　　 または　　 を
押して表示濃度を
設定します。

2 　　 を押して消費
電力量目標項目を
選び　　 を押します。

3 「前月の消費」、
「前年同月の消費」を
選んだ場合、手順1の
画面を表示します。

「数値設定」を選んだ
場合、次の手順へ進み
数値を入力します。

4 　　 を繰り返し押して
入力値を表示させて
　　 を押します。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更 決　定

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 変　更 決　定

2 　　 を押します。

決　定

淡　い

淡　い

濃　い

設　定

決　定 決　定

変　更 変　更

変　更

決　定

変　更

決　定

変　更

決　定

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER SMART MONITOR REMOTE CONTROLLERSMART MONITOR REMOTE CONTROLLER SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

決　定

戻　る 変　更 戻　る 変　更 決　定 戻　る 変　更 決　定 戻　る 決　定

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量　 1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電
　　日付・時間
　　電気料金換算値
　　消費電力量目標
　　表示の濃淡

設定項目選択

　　日付・時間
　　電気料金換算値
　　消費電力量目標
　　表示の濃淡

消費電力量目標確認

現在の消費電力量目標は、
以下の通りです。

　数値設定　　　　　 120kWh

日付・時間設定

　　２００Ｘ年１２月２４日

１０：３０

日付・時間設定

　　２００Ｘ年１２月２４日

　 １０：３０

日付・時間設定

　　２００Ｘ年１２月２４日

　 １０：３０

日付・時間を変更します

　　２００Ｘ年１２月２４日

１０：３０

この日時でよろしいですか？

電気料金換算値確認

現在の電気料金換算値は、
　基本料金　　　　　　1234円
　買い電気料金　1kWh=   24円
　売り電気料金　1kWh=   12円

電気料金換算値確認

現在の電気料金換算値は、
　基本料金　　　　　　1234円
　買い電気料金　1kWh=   24円
　売り電気料金　1kWh=   12円

電気料金換算値設定

　基本料金　　　　　 0 0 0 0 円
　買い電気料金　1kWh= 　 0 0 円
　売り電気料金　1kWh= 　 0 0 円

電気料金換算値設定

　基本料金　　　　　 1 2 3 4 円
　買い電気料金　1kWh= 　 2 4 円
　売り電気料金　1kWh= 　 1 2 円

消費電力量目標確認

現在の消費電力量目標は、
以下の通りです。

　数値設定　　　　　 120kWh

消費電力量目標設定

　　前月の消費　　　　　 123 kWh
　　前年同月の消費　　　 123 kWh
　　数値設定　　　　　　 123 kWh

消費電力量目標設定

　　前月の消費　　　　　 123 kWh
　　前年同月の消費　　　 123 kWh
　　数値設定　　　　　　1234 kWh

決　定

表示濃度は画面に表示されている■の数（10段階）で設定します。

　　 を押すと■の数が増えて表示濃度が濃くなります。

　　 を押すと■の数が減って表示濃度が淡く（薄く）なります。

こんな表示が出たら

連系運転中に電圧上昇抑制機能がはたらいているときに赤色で点滅表示します。エラーが発生した場合、エラーメッセージを表示します。

エラー表示 電圧上昇抑制表示

設　定 履　歴 報　告 設　定 履　歴 報　告

エラーメッセージ画面では
「お知らせいたします」と
表示しています。

エラーメッセージを表示し
ます。表示内容にしたがっ
て対処してください。

赤色で点滅表示します。

「前年同月」の目標値は発電開始から
1年以内では設定できません。

メモ

操作中に　　　 を押すと一つ前の表示に戻ります。
戻　る

メモ

電気料金の変更などで電気料金換算値を変更すると、過去の換算値も再計算して変更します。
電気料金換算値を変更する前に過去の換算値の控えをとることをお勧めします。

メモ

消費電力量目標値を変更すると先月分の節電率も再計算して変更します。

淡　い

濃　い

パワーコンディショナの運転モードを切り替える

連系運転から自立運転に切り替える

自立運転から連系運転に切り替える

1 連系運転モード時に　　　　 を
押します。

2　　　　 を押します。 3 約３秒後に発電を開始します。

1 自立運転モード時に　　　　 を
押します。

2　　　　 を押します。 3 約３秒後に発電を開始します。

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

連系/自立

運転/停止

設　定 履　歴 報　告
画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

連系/自立

運転/停止

設　定 履　歴 報　告

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

連系/自立

運転/停止

運転/停止連系/自立

運転/停止連系/自立

過去の「消費・発電電力量」「売り・買い電力量」をディスプレイに表示して確認します。

消費･発電、売り･買い電力量の履歴を確認する

履歴表示画面の種類
消費・発電電力量 売り・買い電力量 グラフ表示 電力量換算表示（１ヶ月／発電開始日からのみ）

戻　る 前　へ 後　へ 戻　る 前　へ 後　へ 戻　る 前　へ 後　へ戻　る 前　へ 後　へ

1 　　　を押します。 2 　　 を押して履歴項目を
選び、　　 を押します。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

設　定 履　歴 報　告

3 　　 を押して表示形式を
選び、　　 を押します。

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 決　定

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

戻　る 決　定

履　歴

決　定 決　定

自立運転については取扱説明書 p19～22

取扱説明書 p26～34

取扱説明書 p50～52

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

連系/自立

運転/停止

設　定 履　歴 報　告

画面表示
本日の実績

SMART MONITOR REMOTE CONTROLLER

連系/自立

運転/停止

設　定 履　歴 報　告

メモ
エラー発生により修理相談窓
口にご連絡いただく際には、
エラーメッセージの最後に表
示されるエラーコード（アル
ファベットと2桁の数字）をご
確認の上、ご連絡ください。 TiNSJ0223SNZZ

LN6CTS1
06G10.0-K

この操作早見表は環境に配慮した植物性大豆油インクを使用しています。
この操作早見表はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計した
LCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式
会社の登録商標です。ただし、一部LCフォントでないものも使用しています。

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　  電圧抑制　　　連系運転中

消費 売電

発電

　　　　　200X年12月24日　15:01
　　　　　　　お知らせいたします
　　　　　　　　　　　　　　　点検
　日中に、連係／自立ボタン、運
転／停止ボタンを押しながら、履
歴ボタンを押してください。
　再度表示する場合は修理相談
窓口へご連絡ください。
電話0570-02-4649　        X-XX

　　　　  200X年12月24日　13:01
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電

履歴項目選択

　　１時間ごとの履歴
　　１日ごとの履歴
　　１ヶ月ごとの履歴
    発電開始日からの積算　　　　  
　

表示形式選択

　　消費・発電電力量
　　売り・買い電力量
　　グラフ表示
    換算表示　　　　　  　

200X年12月24日　13:01　 
消費・発電              連系運転中

　測定時　　消費電力量　発電電力量
　200X年12月　1000kWh　　 1000kWh
　200X年11月　1234kWh　　 1234kWh
  200X年10月　1234kWh　　 1234kWh
  200X年 9月　1234kWh　　 1234kWh

200X年12月24日　13:01　 
売り・買い　　　　　　　連系運転中

　測定時　　売り電力量　買い電力量
　200X年12月　1000kWh　　 1000kWh
　200X年11月　1234kWh　　 1234kWh
　200X年10月　1234kWh　　 1234kWh
  200X年 9月　1234kWh　　 1234kWh

　　　　　200X年12月24日　13:01　
グラフ                  連系運転中
　　  　200X年の状況
                    この期間の積算
                    発電　1234kWh
                    消費  1234kWh
　　　　　　　　　　売電  1234kWh
　　　　　　　　　　買電  1234kWh

消費発電

630

400

kWh

200

9 月

200X年12月24日　13:01　 
電力量換算　　　　　　　連系運転中
　
　200X年 12月の換算表示(めやす)
　発電電力量 CO2換算 　　　123kg-C
　発電電力量料金換算　　　1234円
　消費電力量料金換算　　　1234円
　売り電力量料金換算　　　1234円
　買い電力量料金換算　　　1234円

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電

　　　　  2004年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　自立手動停止中

消費 買電

発電

　　　　  2004年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　自立運転中

消費 買電

発電

　　　　  2004年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　自立運転中

消費 買電

発電

　　　　  2004年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　連系手動停止中

消費 買電

発電

　　　　  200X年12月24日　10:30
　　　　　　  積算発電量 　1234kWh
　　　　　　　　　　　　連系運転中

消費 売電

発電

このランプが消えていると
きは、運転モードを切り替
える操作は出来ません。

このランプが消えていると
きは、運転モードを切り替
える操作は出来ません。




