
太陽光発電が発電中で売電中はゆっくり
青色点滅、発電中で買電中、あるいは発
電中に電気を売買していない場合は、ゆ
っくりオレンジ色点滅します。
●待機状態（画面に何も表示されていない
　状態）でも発電中であれば点滅します。
●発電停止中は消灯します。

お知らせ

発電中

開始

終了

お知らせ

発電中

開始

終了

電気の流れ（お好み画像）画面電気の流れ（ペンギン）画面電気の流れ（シンプル）画面※

太陽光発電
の電力を表示

使用電力を表示※
太陽光発電の電力を表示
外部発電の電力を表示※

買電電力を表示※
売電電力を表示

使用電力
を表示※

外部発電の
電力を表示※

買電中か
売電中かを表示

蓄電池の充電/放電の
電力を表示※

お好み画像表示へ
（　　右記）

蓄電池の
残容量を表示※

買電/売電電力を表示
太陽光発電の電力を表示

買電電力を
表示

売電電力を
表示

使用電力を
表示

エコキュート
使用電力を表示

蓄電池の充電/放電の
電力を表示

蓄電池の残容量を表示

外部発電の
電力を表示

お好み画像表示へ
（　　右記）

ペンギン表示へ
（　　右記）

バブル表示へ（　　上記）

起動画面を表示します。
●工場出荷時は「電気の流れ（バブル）」
　画面に設定されています。
　起動画面は選ぶことができます。
　　　 取扱説明書82ページ
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シンプル表示へ※（　　左記）

バブル表示へ（　　上記）

電気の流れ（バブル）画面

●現在、つくっている
　電力（太陽光発電＋
　外部発電※）を表示

●現在、買っている
　電力を表示※

●電気料金設定（　　取扱説
　明書27～33ページ）が深
　夜電力あるいはオール電化
　の場合は、料金時間帯を色
　で区別して表示※
　（従量電灯の場合には表示されません。）

●現在、売っている電力を表示

●現在、使っている電力を表示※
●瞬時値が電気チェック設定（　　取扱
　説明書76～77ページ）の値を超えて
　いると「電球アイコン」が点灯し、お出
　かけ前などに電気の切り忘れがないか
　チェックできます。

バブル（円）と点線でアニメーション表示されます。
各バブル（円）は数値の大きさによって3段階に大きさが変化します。

データがない場合や機器が接続されていない場合は、バブル（円）、数値、点線が表示されません。
注

●現在、蓄電池に充電している、
　あるいは放電している電力を
　表示※

●メニューバーを
　表示（　　裏面）

電気チェック
設定値オーバー

電気の流れを
見てみよう
電気の流れを
見てみよう

●時刻設定
  （　　取扱説明書23～26ページ）
●料金設定
  （　　取扱説明書27～34ページ）
●目標設定
  （　　取扱説明書35～39ページ）

①発電（つくる）→売電（売る）の流れ
②発電（つくる）→消費（使う）の流れ※
③買電（買う）→消費（使う）の流れ※
④発電（つくる）→蓄電池（貯める）の流れ※
　買電（買う）→蓄電池（貯める）の流れ※
⑤蓄電池（貯める）→消費（使う）の流れ※

●お好み画像表示設定（　　取扱説明書83～84ページ）

デジタルカメラや携帯電話などの画像デー
タを読み込んで、「電気の流れ（お好み画像）」
画面の背景に表示することができます。

お好きな画像を
読み込めます！

詳しい説明は別冊の取扱説明書を参照してください。

エネルギーモニタ（7型・制御対応）
VBPM372C品番

●時刻設定
  （　　取扱説明書23～26ページ）
●売電料金単価設定
  （　　取扱説明書34ページ）

本紙は余剰買取モード（　　設定マニ
ュアル12～13ページ）の画面で説明
しています。全量買取モードの画面
は、取扱説明書の47ページ、および
51ページをご確認ください。

全量買取モードの場合、
※の機能はありません。

全量買取モードの場合

余剰買取モードの場合

ご使用になる前に以下の設定を行っ
てください。

蓄電池の充電/放
電の電力を表示※
（％表示は残容量）

●①

●②

●③
●④

●④ ●⑤

操作をはじめるとき、押してください。
開始ボタン

操作を終わるとき、押してください。
●何も操作しない状態が約3分間続くと、
　待機状態（画面に何も表示されていない
　状態）に戻ります。

終了ボタン

発電中ランプ

ペンギン表示へ（　　左記）

バブル表示へ（　　上記）

シンプル表示へ※（　　左記）



お知らせ

発電中

開始

終了

お知らせ

発電中

開始

終了

お知らせ

発電中

開始

終了

お知らせ

発電中

開始

終了

エコ記録、メッセージに更新があった場合、　が表示されます。

●「使用電力量」「エコキュート使用電力量」は数値表でも確認で
きます。（　　取扱説明書57～58ページ）

●「発電量」「売電量」は30分単位の詳細グラフ（日タブのみ）を
表示することができます。

●全量買取モードの場合は、使えないボタンがグレー表示とな
ります。

●「使用電力量」「湯」で表示される「目標バー」より上の赤い部
分は、設定した目標（　　取扱説明書35～39ページ）に対
して使い過ぎていることを示します。

●電気・売電料金を設定すると（　　取扱説明書27～34ペー
ジ）、買電量、売電量、使用電力量に料金（概算値）を表示する
ことができます。

●全量買取モードの場合は、発電量・売電量のみ表示されます。

メニュー操作を
してみよう

メニュー操作を
してみよう

●出力制御カレンダーを確認するには
　　　取扱説明書110～111ページ
●出力制御中は、電気の流れ画面とエコ育画面の右
　下にメッセージが表示されます。

出力制御カレンダーにしたがって出力制御が
行われます。

目的の項目をタッチする

「電気の流れ」画面を
表示します。（　　表面）

（　　取扱説明書59～60ページ）

（　　取扱説明書52～56ページ）

（　　取扱説明書61～65ページ）

（　　取扱説明書66～70ページ）

現在通過中の都道府県名 次の都道府県
までの距離
水色のバーが
残りの距離です。

現在までに
植樹した本数

昨日の総発電量

ペンギン省エネモニターへ

創エネ節電
ロードレースへ

昨日の使用電力量
目標達成度

今日の使用電力量目標達成度（メーター表示）

ペンギン省エネモニター

達成度に応じて氷の大きさと上に
いるペンギンの数が増減します。

今月の使用電力量目標達成度
創エネ節電ロードレース

CO2排出量の目標達成度や太陽光発電量などを2種類のアニメーションで確認して、楽しくエコ意識を育みます。

買電量・発電量・売電量・使用電力量・湯（給湯量）それぞれ
の過去実績を、今日、今月、先月単位でグラフ一覧表示させ
ることができます。

買電量・発電量・売電量・使用電力量・湯（給湯量）の履歴を、
日、月、年単位で集計して棒グラフで表示し、過去のデータ
と比較することができます。

過去の最大日間発電量・売電量・使用電力量やシステム動作などの記録、今月の環境貢献度やファームウェアの確認・
更新に関するメッセージを確認します。

エネルギーモニタのアンテナの
角度を変えるか、電力検出ユニ
ットに近づけてください。
通信できないと、電力の履歴データ
が正しく記録されない場合がありま
す。

時刻設定を行ってください。
停電やACアダプターをはずした状
態が1週間以上続くと時刻設定デー
タが失われる場合があり、再設定す
る必要があります。

グラフで履歴データを確認しよう1 お知らせを確認しよう4

54321

必要な設定をしよう5

積算値を確認しよう2

エコ育を確認しよう3

表示単位の切替 確認項目の切替

表示単位の切替 目標バー

エコ記録 歴代
ランキング表示

●今月のCO2の排出量と削除量
　を表示することができます。
●全量買取モードの場合は、この
　機能は表示されません。

●モニターを開始してからの稼動
　実績が一覧表示されます。

●全量買取モードの場合は、最大
　日間使用電力量は表示されませ
　ん。

動作記録 環境貢献度

取扱説明書22～39ページ

お知らせランプが
赤色点滅したら

出力制御を設定している
場合

お知らせランプ

開始ボタンを押して表示されるメッセージを
確認してください。（下記はメッセージの一例です。）

 取扱説明書114～119ページ  設定マニュアル14ページ

エネルギーモニタを使うために必要な
設定、より便利に使う設定などを行い
ます。

取扱説明書72～112ページ

4　　「エコ記録」あるいは「メッセージ」を
確認・処置することで表示が消えます。

●全量買取モードの場合、この機能は表示されません。

●ファームウェアの確認・更新に
　関するメッセージが表示されま
　す。
●インターネット回線に接続され
　ていない場合は表示されません。

メッセージ

●右図は、余剰買取モードで出力制御
　を設定していない場合です。

全量買取モード（　　設定マニュアル12～13ページ）
の場合は、グレー表示になります。

●全量買取モードの場合は、太陽
　光発電の使用開始日、積算発電
　量、積算売電量のみ表示されま
　す。

ネットワーク状態を
表示します。
（　　取扱説明書19ページ）

メッセージを表示




