
JEM-A変換アダプター（ZD-8003）対応機器一覧
JEM-A変換アダプターと接続し、動作を確認した機器および動作確認が取れた内容を記載いたします。

・JEM-A対応機器とは、日本電機工業会規格JEM1427「HA端子（JEM-A)」に適合した、HA端子またはJEMｰA標準 の表示を有す

る電気機器です。

・本機は複数の制御に対応していません。接続するのは1台のJEM-A変換アダプター対応機器のみにしてください。

・以下に示す連携対象機器（電気錠システム、住宅用窓シャッター、給湯器）を、記載の連携内容でご使用いただけます。記載の

連携内容以外の使用・操作によって、あるいは他社の機器における操作や性能に起因して生じた損害について、当社は一切の責

任を負いません。

・以下に示す接続検証済み機器は、基本的に取扱説明書また施工説明書などに従い正しく施工・設置・設定された状態で検証され

たものです。個別に施工・設置・設定された状態を保証するものではありません。

・JEM-A対応機器に関する質問は、各メーカーにお問い合わせください。

■機器接続構成例
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■玄関ドア・電気錠
JEM-A（HA）対応の電気錠専用操作盤と、電気錠で構成されます。
電気錠システム内での接続については、対象メーカーにお問い合わせください。

専用配線

電気錠専用
制御盤

JEM-A(HA)対応
玄関ドア・電気錠

システム
〇操作内容：施錠／解錠

接続検証済機器
メーカー 品番

ＹＫＫａｐ

・玄関ドア対応シリーズ
　高断熱玄関ドア イノベスト D70  D50
　断熱玄関ドア ヴェナート D30
　断熱スライディングドア コンコード S30
　断熱スライディングドア コンコード S30 防火ドア
　玄関ドア プロント
　高断熱玄関ドア イノベスト D50 防火ドア
　断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア
　かんたんドアリモ 玄関ドア D30 断熱ドア
　かんたんドアリモ 玄関ドア D30 アルミドア
・JEM-A変換アダプターを、YKK AP製 操作盤付インターフェースユニットに接続する。
  （下記の内いずれか１つ）
 　 YS KAG-B3（ライト）
 　 YS KAG-B4（マルチ）
  　YS KAG-B7（ミモット）
※ スマートコントロールキー AC100V式（ポケットKey / ピタットKey）が対象です。

LIXIL

・玄関ドア対応シリーズ
【FamiLock】
　玄関ドアＤＡ
　玄関ドアＤＡ防火戸
※シンプルコントロールプラン又はナンバーキープランをご選択ください。
【システムキー】
　グランデル２
　ジエスタ２
　ジエスタ２防火戸
　プレナスＸ 
※ベースプラン又はスタンダードプラン又はナンバーキープランを選択してください。

美和ロック

・制御盤対応シリーズ
　2線式電気錠操作盤（1回線）BAN-DS1
　2線式電気錠操作盤（2回線）BAN-DS2
　※HESTA HOMEアプリで解錠操作を行う場合について、別途説明がございます。担当者にお問い合わせください。
・iEL：DECT操作盤　SMEL-B04D / DECT電源盤PSEL-B04D

GOAL

・電気錠制御盤
　JRC-200B
　2WS-EL100J
　2WS-TK100J
　RCB-601N
・AtoM-EG
　室内操作盤：RCB-AT100
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		メーカー		品番 ヒンバン

		ＹＫＫａｐ		・玄関ドア対応シリーズ
　高断熱玄関ドア イノベスト D70  D50
　断熱玄関ドア ヴェナート D30
　断熱スライディングドア コンコード S30
　断熱スライディングドア コンコード S30 防火ドア
　玄関ドア プロント
　高断熱玄関ドア イノベスト D50 防火ドア
　断熱玄関ドア ヴェナート D30 防火ドア
　かんたんドアリモ 玄関ドア D30 断熱ドア
　かんたんドアリモ 玄関ドア D30 アルミドア
・JEM-A変換アダプターを、YKK AP製 操作盤付インターフェースユニットに接続する。
  （下記の内いずれか１つ）
 　 YS KAG-B3（ライト）
 　 YS KAG-B4（マルチ）
  　YS KAG-B7（ミモット）
※ スマートコントロールキー AC100V式（ポケットKey / ピタットKey）が対象です。
 ゲンカン タイオウ ヘンカン セツゾク

		LIXIL		・玄関ドア対応シリーズ
【FamiLock】
　玄関ドアＤＡ
　玄関ドアＤＡ防火戸
※シンプルコントロールプラン又はナンバーキープランをご選択ください。
【システムキー】
　グランデル２
　ジエスタ２
　ジエスタ２防火戸
　プレナスＸ 
※ベースプラン又はスタンダードプラン又はナンバーキープランを選択してください。 ゲンカン タイオウ

		美和ロック ミワ		・制御盤対応シリーズ
　2線式電気錠操作盤（1回線）BAN-DS1
　2線式電気錠操作盤（2回線）BAN-DS2
　※HESTA HOMEアプリで解錠操作を行う場合について、別途説明がございます。担当者にお問い合わせください。
・iEL：DECT操作盤　SMEL-B04D / DECT電源盤PSEL-B04D
　 セイギョバン タイオウ

		GOAL		・電気錠制御盤
　JRC-200B
　2WS-EL100J
　2WS-TK100J
　RCB-601N
・AtoM-EG
　室内操作盤：RCB-AT100 デンキジョウ セイギョバン シツナイソウサバン







■リモコンシャッター・リモコンスリットシャッター
JEM-A（HA）対応の電動シャッターに接続します。

〇操作内容：閉／開
接続検証済機器

リモコンシャッター

メーカー 品番

ＹＫＫａｐ

リモコンスリットシャッターGR JEM-A端子付
リモコンシャッター JEM-A端子付
リモコンシャッターGR JEM-A端子付
防火窓Gシリーズ アルミ複層 リモコンシャッターGR JEM-A端子付
防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO リモコンシャッターGR JEM-A端子付
防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO-R リモコンシャッターGR JEM-A端子付

リモコンスリットシャッター
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		メーカー		品番 ヒンバン

		ＹＫＫａｐ		リモコンスリットシャッターGR JEM-A端子付
リモコンシャッター JEM-A端子付
リモコンシャッターGR JEM-A端子付
防火窓Gシリーズ アルミ複層 リモコンシャッターGR JEM-A端子付
防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO リモコンシャッターGR JEM-A端子付
防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合NEO-R リモコンシャッターGR JEM-A端子付







■給湯器

〇操作内容：自動湯はりON／自動湯はりOFF

接続検証済機器

メーカー

種類

暖房可否 床暖房・浴室暖房乾燥機非対応 床暖房・浴室暖房乾燥機対応

GT-C(CP/CV)2462-2シリーズ GTH-C2459シリーズ(FT4220KRSシリーズ)

GT-C(CP/CV)2062-2シリーズ GTH-C2059シリーズ(FT3520KRSシリーズ)

GT-C(CP/CV)1662-2シリーズ GTH-C(CP/CV)2460シリーズ(FT4220ARSシリーズ)

GRQ-C2462-2シリーズ GTH-C(CP/CV)2461シリーズ(FT4220ARSシリーズ)

GRQ-C2062-2シリーズ GTH-C(CV)1660シリーズ(FT2820ARSシリーズ)

GRQ-C1662-2シリーズ GTH-C2453シリーズ(FT4218LRSシリーズ)

GT-2460-2シリーズ GTH-C2452-KRシリーズ

GT-2060-2シリーズ GTH-C2451-KOシリーズ

GT-1660-2シリーズ GTH-C2050-KOシリーズ

GTH-C2050-KRシリーズ

GTH-C1650-KRシリーズ

ノーリツ製品

ガス給湯器(エコジョーズ)

リモコン RC-G001(P)Eシリーズ(RC-G001M、RC-G001M-FCN)

給湯機

専用配線

給湯器専用リモコン
（メインリモコン）
JEM-A（HA）対応

JEM-A（HA）対応の給湯器専用リモコンと、給湯器本体で構成されます。
給湯器専用リモコンと、給湯器本体の接続については、対象メーカーにお問い合わせください。

メーカー

種類

暖房可否 床暖房・浴室暖房乾燥機非対応 床暖房・浴室暖房乾燥機対応

RUF-E2406シリーズ RVD-E2405(A)シリーズ (HT4216KRSシリーズ)

RUF-K2406シリーズ RUFH-E(P)2405(A)シリーズ (HT4214BRSシリーズ)

RUF-K246シリーズ RUFH-E(P)2406シリーズ (HT4215ARS、HT4215BRSシリーズ)

RUF-EP2401(A)シリーズ RUFH-TE2405シリーズ (HT4218ARSシリーズ)

RUF-E2401(FF)シリーズ RUFH-SE2406シリーズ (HT4217LRSシリーズ)

RUF-A2405(B)シリーズ RUFH-EM2406(A)シリーズ

RUF-245(A)シリーズ RUFH-A2400シリーズ (HT4216ARSシリーズ、HT4216BRSシリーズ)

RFS-E2405(B)シリーズ RUFH-SA2400シリーズ (HT4218LRSシリーズ)

RUF-SEシリーズ RUFH-E 　(HT4214BRS、HT4215ARSシリーズ)

RUF-SEP RUFH-E  FF方式（屋内設置） (HT4219BFSシリーズ)

RUF-SA RUFH-SA

リンナイ製品

ガス給湯器(エコジョーズ)

リモコン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台所・浴室リモコンセット　：MBC-240VA、MBC-240VCA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台所リモコン／浴室リモコン：MC-320VCA(B)-FL／BC-300VC(B)-FL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MC-300VCA(B)-FL／BC-300VC(B)-FL

給湯機

リンナイ製品

ノーリツ製品

種類

暖房可否 床暖房・浴室暖房乾燥機非対応 床暖房・浴室暖房乾燥機対応

RHBF-RJ245（E）シリーズ RHBH-RJ246シリーズ

RHBF-R245（E）シリーズ RHBH-RJ245（E）シリーズ

RHBH-R245（E）シリーズ

RHBD-R245（E）シリーズ

給湯機

ハイブリッド給湯器(エコワン)

リモコン MBC-301VCA(B) MBC-301VCA(B)


Sheet1

		メーカー		ノーリツ製品 セイヒン

		種類 シュルイ		ガス給湯器(エコジョーズ) キュウトウキ

		暖房可否 ダンボウカヒ		床暖房・浴室暖房乾燥機非対応		床暖房・浴室暖房乾燥機対応

		リモコン		RC-G001(P)Eシリーズ(RC-G001M、RC-G001M-FCN)



		給湯機 キュウトウキ		GT-C(CP/CV)2462-2シリーズ		GTH-C2459シリーズ(FT4220KRSシリーズ)

				GT-C(CP/CV)2062-2シリーズ		GTH-C2059シリーズ(FT3520KRSシリーズ)

				GT-C(CP/CV)1662-2シリーズ		GTH-C(CP/CV)2460シリーズ(FT4220ARSシリーズ)

				GRQ-C2462-2シリーズ		GTH-C(CP/CV)2461シリーズ(FT4220ARSシリーズ)

				GRQ-C2062-2シリーズ		GTH-C(CV)1660シリーズ(FT2820ARSシリーズ)

				GRQ-C1662-2シリーズ		GTH-C2453シリーズ(FT4218LRSシリーズ)

				GT-2460-2シリーズ		GTH-C2452-KRシリーズ

				GT-2060-2シリーズ		GTH-C2451-KOシリーズ

				GT-1660-2シリーズ		GTH-C2050-KOシリーズ

						GTH-C2050-KRシリーズ

						GTH-C1650-KRシリーズ






























































Sheet1

		メーカー		リンナイ製品 セイヒン

		種類 シュルイ		ガス給湯器(エコジョーズ)

		暖房可否 ダンボウカヒ		床暖房・浴室暖房乾燥機非対応		床暖房・浴室暖房乾燥機対応

		リモコン		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台所・浴室リモコンセット　：MBC-240VA、MBC-240VCA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台所リモコン／浴室リモコン：MC-320VCA(B)-FL／BC-300VC(B)-FL
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MC-300VCA(B)-FL／BC-300VC(B)-FL ダイドコロ ヨクシツ ダイドコロ ヨクシツ



		給湯機 キュウトウキ		RUF-E2406シリーズ		RVD-E2405(A)シリーズ (HT4216KRSシリーズ)

				RUF-K2406シリーズ		RUFH-E(P)2405(A)シリーズ (HT4214BRSシリーズ)

				RUF-K246シリーズ		RUFH-E(P)2406シリーズ (HT4215ARS、HT4215BRSシリーズ)

				RUF-EP2401(A)シリーズ		RUFH-TE2405シリーズ (HT4218ARSシリーズ)

				RUF-E2401(FF)シリーズ		RUFH-SE2406シリーズ (HT4217LRSシリーズ)

				RUF-A2405(B)シリーズ		RUFH-EM2406(A)シリーズ

				RUF-245(A)シリーズ		RUFH-A2400シリーズ (HT4216ARSシリーズ、HT4216BRSシリーズ)

				RFS-E2405(B)シリーズ		RUFH-SA2400シリーズ (HT4218LRSシリーズ)

				RUF-SEシリーズ		RUFH-E 　(HT4214BRS、HT4215ARSシリーズ)

				RUF-SEP		RUFH-E  FF方式（屋内設置） (HT4219BFSシリーズ)

				RUF-SA		RUFH-SA



		種類 シュルイ		ハイブリッド給湯器(エコワン)

		暖房可否 ダンボウカヒ		床暖房・浴室暖房乾燥機非対応		床暖房・浴室暖房乾燥機対応

		リモコン		MBC-301VCA(B)		MBC-301VCA(B)



		給湯機 キュウトウキ		RHBF-RJ245（E）シリーズ		RHBH-RJ246シリーズ

				RHBF-R245（E）シリーズ		RHBH-RJ245（E）シリーズ

						RHBH-R245（E）シリーズ

						RHBD-R245（E）シリーズ










Sheet1

		メーカー		リンナイ製品 セイヒン

		種類 シュルイ		ガス給湯器(エコジョーズ)

		暖房可否 ダンボウカヒ		床暖房・浴室暖房乾燥機非対応		床暖房・浴室暖房乾燥機対応

		リモコン		MBC-240VA、MBC-240VCA、BC-300VC(B)、MC-320VCA(B)-FL、MC-300VCA(B)-FL



		給湯機 キュウトウキ		RUF-E2406シリーズ		RVD-E2405(A)シリーズ (HT4216KRSシリーズ)

				RUF-K2406シリーズ		RUFH-E(P)2405(A)シリーズ (HT4214BRSシリーズ)

				RUF-K246シリーズ		RUFH-E(P)2406シリーズ (HT4215ARS、HT4215BRSシリーズ)

				RUF-EP2401(A)シリーズ		RUFH-TE2405シリーズ (HT4218ARSシリーズ)

				RUF-E2401(FF)シリーズ		RUFH-SE2406シリーズ (HT4217LRSシリーズ)

				RUF-A2405(B)シリーズ		RUFH-EM2406(A)シリーズ

				RUF-245(A)シリーズ		RUFH-A2400シリーズ (HT4216ARSシリーズ、HT4216BRSシリーズ)

				RFS-E2405(B)シリーズ		RUFH-SA2400シリーズ (HT4218LRSシリーズ)



		種類 シュルイ		ハイブリッド給湯器(エコワン)

		暖房可否 ダンボウカヒ		床暖房・浴室暖房乾燥機非対応		床暖房・浴室暖房乾燥機対応

		リモコン		MBC-301VCA(B)		MBC-301VCA(B)



		給湯機 キュウトウキ		RHBF-RJ245（E）シリーズ		RHBH-RJ246シリーズ

				RHBF-R245（E）シリーズ		RHBH-RJ245（E）シリーズ

						RHBH-R245（E）シリーズ

						RHBD-R245（E）シリーズ
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