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アプリ「蓄電池モニター」とは

アプリ名「蓄電池モニター」

アプリ「蓄電池モニター」をスマートフォン・タブ
レットにダウンロードすることにより、いつでもどこ
でもエネルギー状況を確認でき、遠隔からでも蓄電シ
ステムの設定変更が可能です。

※スマートフォン・タブレットをお持ちでない方でも「蓄電池
モニター」がインストール済のタブレットが同梱されているの
で、ご利用いただけます。
※タブレットは「蓄電池モニター」のご利用に限ります。

アップルストア

Google Play

「蓄電池モニター」アプリはこちらよりダウンロードいただけます
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アプリ「蓄電池モニター」とは

「蓄電池モニター」でできること

1 ご自宅のエネルギーフローや各種データをリアルタイムで
ご確認いただけます。 2太陽光発電で発電した電気を家庭内

で使用した分だけポイントが貯まり
ます。

リアルタイムでデータチェック！ ポイントが貯まる！
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アプリ「蓄電池モニター」とは

「蓄電池モニター」でできること

3 通信環境さえあれば、遠隔で蓄電池
の操作・設定が可能です。 4 蓄電池の仕様や停電時の使い方が分

からなくなった場合も各種マニュア
ルを確認できます。

遠隔操作・設定が可能！ マニュアルも完備！



アプリ起動・
各種登録について
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

蓄電池を起動してください。

簡易モニターの二次元バーコードを読み込んでください。

簡易モニター

1. 二次元バーコードを表示させます

スタート画面から二次元バーコード
のボタンを押します。

2. 登録する

表示された二次元バーコードをアプ
リで読み取り、ユーザー登録を行っ
てください。
※アプリで登録の受付が完了したら戻るボ
タンでスタート画面に戻ってください。

3. 登録の確認

スタート画面に「認証状態が未認証
です」が表示されていないことを確
認してください。
表示が消えれば、アクティベーショ
ン完了です。
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

蓄電池を起動してください。

「正常にスキャンができませんでした」と表示された場
合は、再度、二次元バーコードを読み込むか、お問い合
わせください。
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アプリ起動・各種登録について | 起動

初回起動時には、チュートリアル画面が表示されます。

初回ログインの際は、「初めての方はこちら」を
選択していただき、次に進んでください。

※左右にスクロールしてご覧いただけます。

アプリを起動します
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アプリ起動・各種登録について | 利用規約

※グリッドシェアサービスとは

グリッドシェアサービスとは、AI（グリッドシェア）機能のこと
です。AIがお客さまに代わって、蓄電池の最適充放電を行います。

蓄電システムには、AI機能が実装されており、FIT（固定価格買取
制度）終了を迎えて、ご自宅の太陽光発電の電気を自家消費した
い方にお勧めの機能です。

本機能のご利用には、グリッドシェアジャパン㈱のグリッドシェ
アサービス利用規約に同意していただく必要があります。AI機能
のON/OFFはお客さまで選択いただけますので、ご希望の場合は、
設定をONにしていただき、希望しない場合はOFFにしてください。

アプリご利用の利用規約とグリッドシェアサービス
ご利用の利用規約をご確認の上「同意する」を
チェックし、「次へ」に進んでください。
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お客さまの会員登録をこちらからお願いいたします。

E-mailアドレスとパスワードの設定をしていただき、
ご登録ください。

アプリ起動・各種登録について | 新規会員登録

必要事項を記入し「登録する」ボタンを
押してください。
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ご入力いただいたメールアドレスに認証用のメールが送ら
れます。メール本文に記載のURLから本登録にお進みくだ
さい。

本文：

仮登録ありがとうございます。

以下のURLより本登録をお願いいたします。
http://griddev.shopcloud.jp/web-
consumer/confirm/user?access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I
kpXVCJ9.eyJleHAiOjE2MTU2ODc0NjksInVzZXJfbmFtZSI6InRlc3Q1QGZlb
Gxvd3N0eWxlLmpwIiwiYXV0aG9yaXRpZXMiOlsiUk9MRV9VU0VSIl0sIm
p0aSI6IjhkZDVhOTYyLTMwNTItNGYwNC04ZDY5LTMwNGRjZmJhZTQ1Y
SIsImNsaWVudF9pZCI6ImdyaWRzaGFyZV9vYXV0aF9jbGllbnQiLCJzY29
wZSI6WyJyZWFkIiwid3JpdGUiLCJ0cnVzdCJdfQ.QJ5CihXv6uxpSvbkJsTf8
y2Kyj449D_hiz_3gDiN8Bc

今後ともグリッドシェアサービスをご利用賜りますよう、よろ
しくお願いいたします。

このメールは送信専用のため、返信しないでください。
※本メール内容にお心当たりのない場合は、お手数ですが下記
連絡先までご連絡いただけますようお願いいたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
グリッドシェアジャパン株式会社
問い合わせ窓口
TEL：0120-568-973

件名：

グリッドシェアサービスアプリ仮登録完了のお知
らせ

発信者：グリッドシェアジャパン
※発信元アドレス
・Web申込仮登録、パスワード再設定 ⇒info@gridshare.co.jp
・上記以外の通知メール ⇒noreply@gridshare.co.jp

アプリ起動・各種登録について | 新規会員登録

認証メールの確認、本登録へお進みください。
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お名前（姓・名）を入力

アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

基本情報を登録してください。

お名前

フリガナ氏名を入力フリガナ

郵便番号を入力郵便番号

郵便番号から自動で表示

都道府県
市町村 番地

手動で入力

それ以降の
住所
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電話番号を入力

アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

基本情報を登録してください。

電話番号

自動で表示（変更不可）メールアドレス

販売店名を入力販売店名

電力会社を選択電力会社

電力プランを選択電力プラン

電力契約容量を入力（A or kVA）電力契約容量

※ご契約の電力会社やプランが選択肢にない場合は、
「その他」を選択いただき、ご契約のプラン名の正式名称を記載してください。



15

FIT適用の有無を選択

アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

基本情報を登録してください。

FIT適用

FIT適用の開始日を入力FIT適用開始日

受電地点特定番号を入力受電地点特定番号

太陽光出力を入力太陽光出力

FIT適用の終了日を入力FIT適用終了日

選択
グリッドシェアポイント
利用規約への同意確認
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

基本情報を登録してください。

グリッドシェアポイントサービスご利用時に必要な下記の書類を
アップロードしてください。 ※以下の書類は後からも登録が可能です。

①受電地点特定番号
②ご住所
③太陽光発電の運転開始日＝買取期間起算日
④太陽光発電出力のわかる書類

アップロードする書類は電力会社によって異なりますので、管轄の電力会
社にご確認ください。書類は最大3枚まで撮影・アップロードが可能です。
※3枚以上になる場合、お手数ですが、コールセンターまでお問い合わせく
ださい。（問い合わせ番号：0120－609－046（元日除く9－17時））
※書類は全体が分かるように撮影してください。
※書類発行元が分かるように撮影してください。
※電力会社様からのメール本文を撮影いただいた画像をアップロードでも
問題ございません。

①

② ③

④
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

基本情報を登録してください。

グリッドシェアポイントサービス書類に不備について
グリッドシェアポイントサービスご利用時に必要な書類に不備が
あった場合、アプリホーム画面にポップアップが表示されます。

「アップロードする」をタップすると登録情報変更に遷移し、
画像アップロードに誘導します。「あとで」をタップすると、
ポップアップは一旦消え、再度表示されます。
「今後表示しない」をタップすると表示されなくなります。
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

グリッドシェアポイントサービスご利用時に必要な書類例
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

グリッドシェアポイントサービスご利用時に必要な書類例
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

グリッドシェアポイントサービスご利用時に必要な書類例
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

グリッドシェアポイントサービスご利用時に必要な書類例
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

グリッドシェアポイントサービスご利用時に必要な書類例
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アプリ起動・各種登録について | 基本情報登録

登録が完了しました。

※ 利用開始日が、グリッドシェアポイント7年間有効期間の
開始起算日となります。
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アプリの使い方



バーガーメニュー
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アプリの使い方 | ホーム画面

見守りサービス接続アイコン

このマークが表示されている場合、見守りサービスに接続されて
います。
アイコン表示が無い場合、LAN環境が不安定な可能性があります。
しばらく経っても表示されない場合、ルーター復旧マニュアルに
従って復旧作業をしていただき、それでも改善されない場合は、
コールセンターにお問い合わせください。

グリッドシェアポイント

AIモードがOnの場合、点滅します。

② ③ ④①

ナビゲーションバー

① ホーム ｜ホーム画面を表示
② 操作・設定 ｜操作・設定画面を表示
③ マニュアル ｜マニュアル画面を表示
④ 各種データ ｜各種データ画面を表示

ホーム画面

※詳細P34より参照

※詳細P48より参照



１

遠隔から操作、設定をする画面
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①

②

③

アプリの使い方 | 操作・設定

運転モード | 運転モード画面を表示

運転モードがバックアップモードの場合、AI(自家消費優先)
モードがONであっても、バックアップモードを優先します。

運転モードをご自身で設定したい場合、必ずAI(自家消費優先)
モードをOFFにしてから設定をしてください。
ONの場合、設定変更ができません。

２ 充放電設定 | 充放電設定画面を表示

３ 放電停止残量 | 放電停止残量画面を表示

充電時間をご自身で設定したい場合、必ずAI(自家消費優先)モー
ドをOFFにしてから設定をしてください。ONの場合、設定変更が
できません。

蓄電システムにためた電気を使い切ることのないよう、残量を可
能な範囲で設定することができます。蓄電システムにためた電気
が少ないときに停電になることが心配な方は多めに残量を設定す
ることで安心して使用できます。放電停止残量は連系時と停電時
で個別に設定できます。※AIモードがONの場合、値が表示されま
せんが、お客さまが設定の値を下限値に100％までの間でAIが自
動でコントロールします。AIはお客さまが設定の値を下回る制御
はいたしません。
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遠隔から操作、設定をする画面
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④

⑤
⑥

アプリの使い方 | 操作・設定

AI(自家消費優先)モード
| AI（自家消費優先）モード画面を表示

AIが毎日機械学習をして、ご自宅の太陽光の発電予測、家庭の電
気の需要予測を行い、蓄電システムを最適制御してくれます。外
部制御用サーバからの指示で動作するモードです。
※ご自身で運転モードや充放電時間を設定したい場合、

AIモードを「OFF」にして設定をしてください。

5 気象電報自動検知機能
| 気象電報自動検知機能画面を表示

6 HEMS モード | HEMSのON/OFFの状況を表示

お住まいの地域で気象特別警報・気象警報が発令された場合、災
害による停電に備え自動的に満充電します。
※AIモードと気象警報自動検知機能は、蓄電池の3日間の連続稼働後に
ご使用いただけます。また、AIの学習には最低2週間程度要します。

HEMSコントローラからの指示で動作するモードです。
※アプリからは設定ができません。簡易モニターからのみ設定できます。

卒FITで太陽光発電を自家消費したい方

停電モード
停電中のモードです。
※停電した際、蓄電システムが自動で停電を検知し停電モードに移行
する為、ユーザ操作によって選択することはできません。
お客様操作は不要です。
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運転モード選択の設定をする画面 ：運転モードは、4つの運転モードから選択します。
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アプリの使い方 | 運転モード選択

ピークシフト | ピークシフトのON・OFF設定

蓄電システムの充電・放電の時間を設定できるので電気料金プラ
ンに応じて時間設定をお願いします。余った太陽光発電の電力は
電力会社へ売電します。
※太陽光発電の余剰充電OFFとなります。

FIT期間中で太陽光発電の余剰を売電したい方

クリックしていただくと、
モードの詳しい説明が表
示されます。

①

②

2 太陽光余剰充電モード
| 太陽光余剰充電モードのON・OFF設定

蓄電システムの充電・放電の時間を設定できるので電力料金プラ
ンに応じて時間設定をお願いします。余った太陽光発電の電力は
蓄電システムに充電します。
※太陽光発電の余剰充電OFFとなります。

卒FITユーザーで太陽光発電を自家消費したい方



３
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アプリの使い方 | 運転モード選択

グリーンモード | グリーンモードのON・OFF設定

蓄電システムの放電時間を設定できます。太陽光発電の
余った電力のみ蓄電システムに充電が可能で、電力会社からの電
気は蓄電システムへ充電いたしません。
※充放電設定は放電時間のみ設定でき、充電時間は設定できません。

太陽光発電の余剰電力を有効活用したい方

クリックしていただくと、
モードの詳しい説明が表
示されます。

③

④

4 バックアップ | バックアップのON・OFF設定

蓄電システムが満充電になるまで充電して待機します。
※バックアップモードを選択中、AIは制御しません。
※充放電時間は設定できません。

万が一の停電に備えて満充電したいとき

運転モード選択の設定をする画面 ：運転モードは、4つの運転モードから選択します。



充放電設定をする画面
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③

①

②

アプリの使い方 | 充放電設定

充電時間と放電時間の設定が必要なモードは
「ピークシフトモード」と「太陽光余剰充電」モードです。

※充電時間と放電時間は重ならないように設定をしてください。

④

1 充電設定 | 充電設定の時間を設定

2 放電設定 | 放電設定の時間を設定

3 戻る | 一蘭画面を表示

４ 保存する | 変更内容を保存



放電停止残量を設定する画面
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①

②

アプリの使い方 | 放電停止残量

お客様の設定した放電停止残量～100％の間で充放電を行います。

放電停止残量は平常時と停電時、それぞれ設定していただけます。

1 平常時放電放電停止残量設定
| 平常時放電放電停止残量を％で設定

2 停電時放電停止残量設定
|放電設定の時間を％で設定

停電に備え、平常時（系統連系時）に蓄電池からの電力使用を停
止する蓄電池残量を設定できます。

停電に蓄電池からの電力使用を停止する蓄電池残量を設定できま
す。



各種データの一覧表示
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②

アプリの使い方 | 各種データ

１ 家庭内の消費量 | 家庭内の消費量画面を表示

日別、週別、月別にデータを閲覧する
ことが可能です。

ご家庭で消費した電力の総量や供給元
が確認できます。①

2 太陽光の消費量 | 太陽光の発電量画面を表示

日別、週別、月別にデータを閲覧することが可能です。
ご自宅の太陽光発電システムで発電した電気の供給先が確認できます。



各種データの一覧表示
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④

アプリの使い方 | 各種データ

3 電力会社からの受給 | 電力会社からの受給画面を表示

日別、週別、月別にデータを閲覧することが可能です。

ご自宅の太陽光発電システムで発電した電気の売電量、電力会社
から購入した電気の供給先が確認できます。

③

4 蓄電池残量 | 蓄電地残量画面を表示

日別、週別、月別にデータを閲覧することが可能です。

蓄電池の残量推移とご家庭のエネルギーフローがご確認いただけま
す。



バーガーメニュー一覧を表示
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アプリの使い方 | バーガーメニュー

1 氏名・製造番号 | 氏名・製造番号を表示

2 設定情報変更 | 設定情報変更画面を表示

右上の変更ボタンからお客さ
まの登録情報を更新していた
だけます。

※変更について詳細は次ページ参照

①

②

※ご利用開始日にて、蓄電システム
のご利用開始日がご確認いただけま
す。
※グリッドシェアポイントサービス
のステータスは全部で4つです。（申
請中・利用中・不備・停止）
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アプリの使い方 | バーガーメニュー

ご契約の電力会社、電力プラ
ンの変更や太陽光発電システ
ムを設置した場合、設置日や
FIT(固定価格買取制度)期間
をご入力いただけます。

設定情報変更について
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アプリの使い方 | バーガーメニュー

設定情報変更について

グリッドシェアポイントサービスに必要な各種書
類のアップロードもこちらから実施していただけ
ます。

太陽光の設置「有り」を選択していただくと、
サービスご利用に必要な各種情報とアップロード
手順が表示されます。



バーガーメニュー一覧を表示

37

アプリの使い方 | バーガーメニュー

3 開始日 | 開始日を表示

4 保証書を見る | 保証書を見る画面を表示

発行済み・状況を表示

「申請書類準備中」
（顧客情報・販売店施工店情報・施工完了
確認書が揃うまで）

「受付」
保証書申請の受付

「販売店・施工店情報確認中」
販売店・施工店に情報確認中

「発行処理中」
発行処理中

「発行済」
発行済 （アプリ上で保証書内容表示可能）

③

④



バーガーメニュー一覧を表示
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アプリの使い方 | バーガーメニュー

5 その他〉お問い合わせ | お問い合わせ画面を表示

お問い合わせ先一覧
が表示されます。

⑤



バーガーメニュー一覧を表示
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アプリの使い方 | バーガーメニュー

6 その他〉利用規約 | 利用規約画面を表示

7 プライバシーポリシー
| プライバシーポリシー画面を表示

8 ログアウト | ログアウトする

バージョン情報 | バージョン情報を表示

⑦
⑧

⑨

9

⑥



40

アプリの使い方 | パスワードの変更

設定情報変更について – パスワードの変更

パスワード変更手順

①バーガーメニューより
「ログアウト」します。

②「はい」を押して
ログアウトしてください。

③ログインIDを入力し「送信
する」を押してください。
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アプリの使い方 | パスワードの変更

設定情報変更について – パスワードの変更

パスワード変更手順

※メールアドレスの変更をご希望の場合、コールセンターまでお問い合わせください。

本文：

パスワード再設定を承りました。

以下のURLよりパスワード再設定をお願いいた
します。
http://griddev.shopcloud.jp/web-

consumer/pw?reset_pw_token=8c70f33c

-200c-43f1-813f-8fb83a98e638

このメールは送信専用のため、返信しないでく
ださい。
※本メール内容にお心当たりのない場合は、お
手数ですが下記連絡先までご連絡いただけます
ようお願いいたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
グリッドシェアジャパン株式会社
問い合わせ窓口
TEL：0120-568-973

件名：

グリッドシェアサービス パスワード再設定のお知らせ

④登録メールにお知らせが届きます
ので再設定をしてください。

⑤アプリに戻り「ログイン」
ボタンを押してください。

⑥ログインIDと新しい
パスワードを入れてください。

http://griddev.shopcloud.jp/web-consumer/pw?reset_pw_token=8c70f33c-200c-43f1-813f-8fb83a98e638


マニュアルの表示
04

42
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マニュアルの表示

取扱説明書 | 取扱説明書を表示

①

②

取扱説明書のシェア

他のデバイスへの転送

取扱説明書

取扱説明書画面を表示
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マニュアルの表示

故障かなと思ったら | 故障かなと思ったら画面を表示
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マニュアルの表示

よくあるご質問
| よくあるご質問の画面を表示
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マニュアルの表示

停電時のマニュアル | 停電時のマニュアルを表示
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マニュアルの表示

アプリのマニュアル
| アプリのマニュアルを表示



05
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グリッドシェアポイントについて
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グリッドシェアポイントとは？ - 還元率

太陽光発電をお持ちの方は、自家消費した量に応じてCO2削減に貢献していた
だいたとし、グリッドシェアポイントを差し上げます。

スマートメータ―で
計測した値から自家消費量
を計算し、自家消費1kWh
当たり1グリッドシェア
ポイントが付与されます。

P

P P

グリッドシェアポイントはドットマネーを通じて、
お好きなポイントや各種サービスをご利用いただけます。

2グリッドシェアポイント＝1ドットマネー＝1円相当です。

※グリッドシェアポイントは、毎月1日～月末までの自家消費量に
応じて、翌1日にアプリ上に付与します。

※グリッドシェアポイントの有効期限は付与されてから1年間です。

各種
ポイント

グリッドシェアポイントについて

業界初！太陽光発電の自家消費分を環境価値としてポイント還元

初回、Amazon
ギフト券5000円分
を差し上げます。



50

ドットマネー by Ameba とは？

利用者2000万人を突破した、国内最大級のポイント交換サービスです。

お手持ちのポイントをドットマネーにまとめ、各種ポイントに1マネー＝1円
で交換できます。ポイントをまとめる際、マネーを使う際、どちらも
交換手数料無料です。

P 各種
ポイント

グリッドシェアポイントについて
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グリッドシェアポイント 確認方法

たまったグリッドシェアポイントは、
アプリのホーム画面で確認することができます。

グリッドシェアポイントの交換はタブレットか
らはできません。お客様ご自身の端末にてお願
いします。

グリッドシェアポイントについて
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グリッドシェアポイントの交換 -グリッドシェアポイント交換フロー

アプリからグリッドシェアポイントをマネーに交換し、マネーをお好きな
ポイントに交換していただけます。

※ドットマネーのサイト
からもアプリのログイン
ID/パスワードを利用して、
ご利用もいただけます。

グリッドシェアポイントについて

※ポイント交換サイト「ドットマネー」についてのお問い合わせはこちら
https://d-money.jp/contact

https://d-money.jp/contact
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グリッドシェアポイントについて

グリッドシェアポイントの交換 -グリッドシェアポイント交換フロー
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グリッドシェアポイントサービスご利用にあたっての注意事項

グリッドシェアポイント付与条件 ：

・太陽光発電をお持ちの方がご利用いただけます。
太陽光発電をお持ちでない場合、ご利用いただけません。

・ご利用には、受電地点特定番号/住所、
太陽光発電運転開始日、出力の分かる書類が必要です。

・グリッドシェアポイントサービスは蓄電池の設置から
7年間ご利用可能です。

グリッドシェアポイントについて
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＜お客様との売買契約前＞

・グリッドシェアポイントご利用には必ず同梱のスマートメータ―
の設置が必要です。設置されていない場合、お客様はサービスを
受けることができません。

・設置時にアプリのインストールされた専用タブレットから各種書類
をアップロードしてください。蓄電池設置時に太陽光発電が未設置
な場合、太陽光発電を導入後にアプリよりご登録ください。

・アプリの右上バーガーメニューの設定情報変更から、太陽光
発電設備を有りと更新の上、各種書類をアップロードしてください。

・売買契約時に各種書類（売電検針票やお客様のメールアドレス等）
の確認をお願いいたします。

・蓄電池設置時にアプリから各種書類をアップロードしてください。
電力会社ごとに必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

＜蓄電池設置時＞

グリッドシェアポイントについて

グリッドシェアポイントサービスご利用にあたっての注意事項

販売店様へのお願い事項 ：


