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新規登録とログイン

1. 新規登録
EcoFlow アプリをご利用になるには、アカウントの登録が必要となります。
1.［アカウントをお持ちではありませんか？　新規登録］をタップします。
2. 新規登録の画面になります。
メールアドレスを入力し、［利用規約］＆［プライバシーポリシー］＆［製品の利用規約］
の内容をご確認の上［同意する］にチェックを入れます。
［認証コードを取得します］をタップします。
3. （②）で入力したログインメールアドレスに認証コードが届きます。
4. 認証コードを入力します。（認証コードの画面）
5. パスワードを入力してから、［完了］をタップします。（完了の画面）

① ② ③

注：
• 電子メールに記載されている認証コードは 5 分間のみ有効です。
• 認証コードが届かない場合は、下の［認証コードを受け取りませんでしたか？］をタップすれば、再送信されます。
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2. ログイン

アカウントの安全性を高めるため、認証完了後は、パス
ワード設定を行ってください。パスワードが設定される
と新規登録が完了となり、EcoFlow アプリがご利用いた
だけます。

EcoFlow ア プ リ の 起 動 時 に ロ グ イ ン 画 面 が 出 る と き
は、未ログインかログアウト後の状態です。このため、
EcoFlow アプリにご登録のメールアドレスとパスワード
でログインする必要があります。
ご登録の［メールアドレス］と［パスワード］を入力して、
［ログイン］をタップすると、EcoFlow アプリのホーム
画面が表示されます。
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3. パスワードのリセット

ログインのパスワードをお忘れの際には、パスワードのリセットができます。
1.［パスワードをお忘れですか］をタップします。
2. ログインの［メールアドレス］を入力し、［認証コードを取得します］をタップします。
（①）
3.「2.」で入力したログインメールアドレスに認証コードが届きます。
4. 認証コードを入力します。（②）
5. 新しいパスワードを入力してから（③）、［完了］をタップします。

① ② ③
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4. EcoFlow アプリで登録したアカウント
以外でのログイン

1. 接続タイプ

EcoFlow アプリは以下のアカウントでも連携ログインが
可能です。

ログイン画面の［その他］のアイコンから連携する SNS
を選択して、画面の指示に従ってログインを行います。

EcoFlow アプリは、以下のことが可能です。
・デバイスのステータスのリアルタイム表示
・デバイスの遠隔操作
また、すべての EcoFlow デバイスは、デバイスのホットスポットを使用して接続する直
接接続モードとインターネットを利用して接続する IOT モードがご利用いただけますが、
ネットワーク環境による推奨モードは以下の通りとなります。

一部のデバイスでは bulutooth モードでの接続も可能です。

デバイスの管理

1.1 IOT モード  

IOT モードでは、EcoFlow アプリのネットワーク接続設定が完了すると、デバイスをイン
ターネット接続することが可能です。いったん接続すれば、スマートフォンがインターネ
ットに接続している限り、いつでもどこでも EcoFlow アプリを利用して、デバイスをリ
アルタイムで監視と制御が可能です。
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1. デバイスの電源を ON にします。

2.［デバイス］リストページの右上隅にある［＋］のアイコンをタップします。（①）

3. 接続するデバイスを、画面に表示されている中から選択します。（②）

4. デバイスの［IOT　RESET］ボタンを長押しした後、液晶パネルの Wi-Fi アイコンが点
滅していることを確認の上、アプリ画面の［液晶パネルの Wi-fi アイコンが点滅していま
すか］にチェックを入れて、［次へ］をタップします。（③）

5. スマートフォンの Wi-Fi の画面に切り替わります。［EcoFlow_XXXX］をタップして接
続設定をします。（④）

6. EcoFlow アプリに戻ります。［インターネット設定］が出るので、Wi-Fi リストでご利
用の WI-FI ルーターを選択し、WI-FI ルーターのパスワードを入力します。（⑤）

7. 接続設定にはしばらく時間がかかります。［デバイスが接続されました］と出たら、
完了です。（⑥）

① ② ③

デバイスを IOT モードにするには、ネットワーク接続が必要です。以下の手順でネットワ
ーク接続の設定を行います。



6

④ ⑤ ⑥

注：
• IOT モードの接続設定が完了すれば、スマートフォンによるデバイスの遠隔操作が可能になります。ただし、通信機能
がない Wi-Fi ネットワークに接続、またはインターネットに接続できない際には、デバイスはオフラインになり、制御
ができなくなります。
• 一アカウントには、複数のデバイスが接続可能です。デバイスは一台につき一アカウントのみの接続となり、複数アカ
ウントには接続できません。
• 現在デバイスのサポートは 2.4 GHz Wi-fi のみです。

1.2 直接接続モード 

直接接続モードでは、スマートフォンはデバイスのホットスポットに直接接続します。イ
ンターネットに接続しなくてもデバイスのリアルタイムでの表示と制御が可能になるた
め、Wi-Fi 接続環境がない屋外での利用に適しています。また、ユーザーが複数いてもデ
バイスのホットスポットへの接続ができ、同時に同じデバイスを制御することが可能です。

以下の手順でデバイスのネットワーク接続を直接接続モードに切り替える設定を行いま
す。

1. デバイスの電源を ON にします。

2. デバイスの［IOT RESET］ボタンを長押しした後（①）、液晶パネルの Wi-Fi アイコン
が点滅していることを確認の上、アプリ画面の［液晶パネルの Wi-fi アイコンが点滅して
いますか］にチェックを入れて、［次へ］をタップします。

3. スマートフォンの Wi-Fi の画面に切り替わります。［EcoFlow_XXXX］をタップして接
続設定をします。（②）
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② ③ ④

注：
• 直接接続モードでは、液晶パネルの Wi-Fi アイコンが点滅し続けます。
• 直接接続モードでは、スマートフォンはデバイスのホットスポットに接続されているため、データ通信ができません。
このため、ファームウェアの更新またはデバイスの接続解除は実行できません。
• 直接接続モードでは、スマートフォンは 1 つの Wi-Fi ネットワークにのみ接続可能であるため、デバイスリストには 1 
台のデバイスのみを表示します。
• 接続状態を安定させるために、可能な限り、デバイスの近くにスマートフォンを置いてください。
• 直接接続モードから IOT モードに切り替える場合には、デバイスの再起動が必要となります。
• 一度 IOT でアプリに接続すると、電源を入れる度に IOT に自動接続されます。直接接続モードに切り替えたい場合、
本体の IOT ボタンを長押しし、再接続して下さい。

4. EcoFlow アプリに戻ります。デバイス追加のポップアップが表示されるので、画面の
指示に従って操作を進めます

5. 一度 IOT でアプリに接続すると、電源を入れる度に IOT に自動接続されます。
直接接続モードに切り替えたい場合、本体の IOT ボタンを長押しし、再接続して下さい。
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1.3 Bluetooth モード

Bluetooth に対応可能なデバイス（DELTA Pro、ソーラートラッカーなど）は、Bluetooth
接続で制御できます。
スマートフォンとデバイスの両方の Bluetooth をオンにした上で、下記手順の通りにデバ
イスの追加をしてください。

①デバイスリスト画面で右上の「＋」マークをタップして、Bluetooth デバイスの追加画
面を出します。接続可能なデバイスが表示されるので、追加するデバイスを選択します。

②接続が成功すると、画面上に「デバイスが追加されました」と表示されます。これで
Bluetooth 接続は完了です。
*Bluetooth デバイスの追加が成功すると、インターネット設定の画面に切り替わります。
このまま Bluetooth モードをご利用される場合は「戻る」ボタンをタップしてください。
インターネット接続を進める場合、「1.1 IOT モード」をご参照ください。

① ②

*Bluetooth デバイスの追加が成功すると、インターネット設定の画面に切り替わります。このまま Bluetooth モードを
ご利用される場合は「戻る」ボタンをタップしてください。インターネット接続を進める場合、「1.1 IOT モード」をご
参照ください。
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③ ④

③接続失敗の場合には、「接続失敗」と表示されます。「OK」ボタンをタップして
Bluetooth デバイスの追加画面に戻り、接続をもう一度お試しください。

EcoFlow アプリを開くと、「デバイス追加」と出てきます。「追加」ボタンをタップすれ
ば、Bluetooth デバイスを追加できます。

注：
• デバイスを追加する際、追加デバイスの液晶パネルではペアリングインジケータが点滅します。
• デバイスのペアリングインジケータが点灯すれば、デバイスは接続完了です。
•  Bluetooth 接続を行う時、デバイスの電源がオンになっていることをご確認ください。
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デバイスリスト

1. IOT モード

IOT モードでは、デバイスリストに「接続されているデバイスの種類」、「デバイス名」、
「バッテリー残量」が表示されます。
デバイスがオンになっていてインターネットに接続されている場合 (Wi-Fi アイコンが常時
点灯 )、デバイスの状態はオンラインです。デバイスリストには、オンラインのデバイス
のバッテリー残量も表示されます。バッテリー残量が減ると、バッテリーバーが赤くなり
ます。
デバイスの電源がオフの場合、またはネットワーク接続に不具合があってインターネット
にアクセスできない場合、デバイスはオフライン状態になります。デバイスはグレー表示
になり、赤文字で［オフライン］として表示されるため、簡単に認識できます。

注：
• デバイスが接続 / 接続解除された場合、またはデバイスが別のネットワークに接続した場合、デバイスリストは自動的
に更新されます。その以外の状況でデバイスリストを更新する際には、デバイスリストを下にスライドする必要があり
ます。
• 接続できるデバイスの台数に制限はありません。
• 接続が解除されると、デバイスはデバイスリストに表示されなくなります。再接続する場合は、ネットワーク接続のプ
ロセスをもう一度実行する必要があります。
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2. 直接接続モード

Wi-Fi 直接接続モードでは、デバイスリストに「現在
接続されているデバイスの種類」、「デバイス名」、「現
在のバッテリー残量」が表示されます。

バッテリー残量が 10% 未満になると、バッテリーバ
ーが赤くなります。デバイスが充電中の際には、デ
バイスイメージの右上隅に充電アイコンが表示されま
す。

3. 待機モード

Bluetooth モードと待機モード、２つのモードに対応可能なデバイス (DELTA Pro など ) は、
待機状態から Bluetooth 機能を使用してメイン電源をオンにすることが可能です。

デバイスの待機時には、デバイスリストで待機中のデバイスが待機マーク付きで表示され
ます。
この時には、待機中のデバイス状態が確認できます。

注 :
• メイン電源がオフの状態で待機スイッチをオンにすると、DELTA Pro が待機モードになります。
この時、Bluetooth 接続済みの状態であれば、DELTA Pro の電源をオンにすることができます。
• 電源がオフの状態で DELTA Pro を起動できない場合、デバイスリストまたはデバイス画面でデバイスが待機モードに
なっているかをご確認ください。オフラインと表示される場合には、DELTA Pro の待機スイッチがオンになっているか
をご確認ください。
• 待機モードで DELTA Pro を制御する場合、スマートフォンとデバイスの両方が Bluetooth の検出範囲内になっている
ことをご確認ください。
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1. デバイスの詳細

［デバイスの詳細］には「デバイスの種類」、「バッ
テリー温度」、「バッテリー残量」、「入力」（入力
電力）、「出力」（出力電力）、《残りの使用可能時
間 / 充電時間》など、デバイスの総合的な情報が表示
されます。
デバイスの充電中は、デバイスの画像に充電中である
ことが動的に表されます。バッテリーレベルが 10
% 未満の場合、警告としてデバイスの画像には赤いバ
ッテリー残量が表示されます。
接続中のデバイスにムードライトがある場合、ムード
ライトボタンがデバイス画像の下に表示されます。ボ
タンをタップして調整することが可能になります（デ
バイスの充電中はムードライトの明るさや色を制御
できません）。現在、ムードライトは RIVER Max と
RIVER Max Plus のみの搭載です。

デバイスの制御

① ②
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「バッテリー温度」は、デバイス画像の左側に表示さ
れます。H は高温を表し、C は低温を表します。
「バッテリー残量」はデバイス画像の右側に表示され
ます。F は 100 % を表し、E は 0 % を表します。

「入力」では以下のことが確認できます。
・デバイスの総入力電力量
・太陽光の入力電力、シガーソケット充電、AC 充電
など、各入力ポートの詳細情報
・太陽光充電時またはシガーソケット充電時には、電
力曲線の動的な変化をリアルタイムで確認することが
可能
・エクストラバッテリーのステータス（DELTA Max ま
たは DELTA Pro の接続時）

「出力」では以下のことが確認できます。
・デバイスの総出力電力量
・AC 電源、12 V DC 電源、USB ポートの使用状況など、
各出力ポートの詳細情報
・AC 電源、12 V DC 電源、USB ポートのオン / オフの
切り替え（USB ポートの制御は、特定のモデルで実行
可能）
・AC 電源を使用する場合、現在の出力電力の動的な
変化を表示。
・数量、入力電力、バッテリー残量を含めたエクスト
ラバッテリーの充電ステータス（DELTA Max または 
DELTA Pro が接続され、エクストラバッテリーが充電
されている状態）。
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デバイスがオフラインの場合、［デバイスの詳細］ページでは、すべてのコントロールボ
タンがグレー表示になり、ページに［デバイスはオフラインです］と表示されます。下の
［?］アイコンをタップすることで、デバイスがオフラインになっている理由が確認でき
ます。
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2. デバイスの設定

[ デバイスの詳細 ] 右上隅にある歯車アイコンをタップすると［設定］が表示されます。［一
般］、[ 待機］、[ その他］の 3 つのカテゴリーでさらに設定可能な項目が一覧で表示されます。

［一般］では、「デバイス名の変更」、「放電 / 充電レベル」、「ビープ音」などが表示
されます。「低速充電」、「DC 充電タイプ」、「AC 充電電力」、「シガーソケット充電
電流」、「液晶パネルの明るさ」、「エクストラバッテリーの充電機能」は、特定のモデ
ルでのみ利用できます。

［待機］では、「システム待機時間」と「画面待機時間」が表示されます。「AC 電源の
待機時間」は、特定のモデルでのみ利用できます。

［その他］では、「ファームウェア」、「ヘルプセンター」、「デバイスの情報」が表示
されます
( 以下の画像は、DELTA Max の［デバイスの設定］ページです ) 
注：現在、ファームウェアアップデート機能は IOT モードでのみ利用できます。
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個人設定

EcoFlow アプリを開き、［デバイスリスト］を表示し
ます。

左上隅にあるユーザーマークをタップして、［個人設定］
を表示します

1. プロフィールの変更

［個人設定］で、上部の背景画像をタップすると、自
由に画像を変更できます。
右上隅にある［編集］をタップ、［個人設定］から「プ
ロフィール画像」、「お名前」、「パスワード」の変
更が可能です。
「メールアドレス」は変更できません。
ページ下部の［ログアウト］ボタンをタップすることで、
ログアウトします。
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2. ヘルプセンター
［ヘルプセンター〕では、それぞれのデバイスの「よくある質問」が表示されます。気に
なる質問をタップすれば回答が確認できます。
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3. アプリについて
［アプリについて］をタップすると、アプリの現在のバージョンや、各ソーシャルメディ
アのアイコンが表示されます。
各ソーシャルメディアでは最新のニュースをご覧いただけます。


