Embedded Technology 2005に出展決定！！
3日間に渡りインテルブース内
にてニプロン製品を展示します。
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2005 Autumn

NipronW ave創刊

New M ode
odel

1秒瞬停対応

日ごろお世話になっている皆さんに、楽しくニプロンや電源について知って頂きたい
との思いから、
NipronW ave創刊に至りました。
ニプロン共々この
NipronW aveをご愛顧頂けますよう、お願い申し上げます。

Nipron News

eN SP 4‑500P ‑SA 0‑H 1V & B S13A‑EC 400/422F
電解コンデンサ式
1秒瞬停対応

P C FL‑180P ‑X2S/F1S
一次側平滑コンデンサレス新回路方式採用
静音をお望みの方は必見です。
出力カスタマイズ可能!!

2005年夏の人気TOP3

法人顧客様必見!!
大評判のEコマースを更に便利にご利用して頂ける
様、
法人顧客様に掛売りサービスを開始致しました。
Nipronホームページご購入ガイド内
の｢決済について｣を
ご覧下さい。

1位
2位
3位

個人のお客様
eP CSA‑6 50P ‑E2S
eP CSA‑ 500P ‑X 2S
P CSA‑ 300P ‑X 2V

法人のお客様
SeN
P ‑300P ‑S 20‑11S
P CSA‑ 300P ‑X 2V
P C1 2U‑ 200P ‑X 2SV

やはり大容量が人気！！
自作をするならやっ
ぱりニプロン

eコマース

とは…

営業マン一押し！
脱着可能式のノンストッ
プ電源
が大人気！

Let's shop at Nipron web!

Q1

Q2

Q3

そもそも、ど
うして
電源って必要なの？

ニプロン電源は高品質って言うけれど
他とどう違うの？

僕のコンピュ
ーターにベストマッチな
電源はどれだろう？

ホーム

他社の製品と比べてみて下さい。
電源事典または
源さんの独り言へどうぞ!
源さんの独り言は随時更新されています。

A3
1 ニプロンでは多種多様な
電源を揃えています。
ピッタリ合うものをお探し下さい。

地球環境を護る
ニプロンは「地球環境を護る」ためのグリーン環境適合電源の提供を事業方針に加え、超高効率で長寿命な製品創り、
環境負荷物質の低減活動および
R oH S 指令（特
定有害物質使用禁止指令）対応を先進的に取り組んでおります。
H O M E → NipronsW orld→ 環境に対する考え方
高効率で省エネルギー!

製品情報

スイッチング電源

電源事典

1‑1
そもそも電源とは?

電源効率 65％
電源効率 80％
待機電力 20Ｗ
待機電力 3Ｗ

RoHS 指令対応
鉛フリー対応

節電効果
シュミレーション
を体験

環境対応の推進プログラム

是非とも比較してみて下さい。
価格では分からない価値が分かります。

製品情報
電源事典

高効率、
長寿命の省エネ電源

ニプロンが出来る事は２つです。
･10年寿命で産業廃棄物を減らす
･80％効率でC o2を削減する

cut

いまさら
人に聞けない!
そんな時は電源事典へ・・・
。
情報満載です。

４種類の出力電圧を、出力ユニット
の交換により自由自在に組合わせ
ることが出来ます。（5VS B と‐12Ｖの出力は固定）
また、
出力ユニット
の出力電圧を変更し、
標準仕様の3.3Ｖ、5Ｖ、12Ｖ、
24Ｖ以外の電圧設定も可能です。（例えば、3.3Ｖ、5Ｖ、7.5Ｖ、24Ｖの組
合わせ。）
電解コンデンサを使用しない入力回路方式である為、入力突入電流が
発生しないこ
とも特徴です。

機械・計測装置などの本体は丈夫で現役なのに、肝心の頭脳部分であるコンピューターが先に故障・・・
。
安価な海外製電源を使用していたのが原因だった・・・
でも電源を取り替え様にもA T電源が
生産中止になっていて
手に入らない・・・
!良く耳にする話です。
そんな時はニプロンにお
任せ下さい!もう生産中止の心配をする必要はありません。
現在もニプロンではA T電源を生産しており、
在庫も多数用意しています。
長期の供給責任を果たせるのは
ニプロンだけ!!
しかも今ならP CS D ‑150型のA T電源をホームページでセール中です。是非この機会にお求め下さい。

Ｎｉｐｒｏｎ
ホームページへようこそ!!
コンピュ
ーターさえあれば、いつでもどこからで
も
お買い物して頂けます。
http://www.nipron.co.jp/ecommerce

A2

専用のコンデンサパックを接続することにより、
瞬停時に約1秒間(180W 出力時のtyp値)の
バックアップを実現したA TX12V 電源デビュー！
停電時には、前面D ‑sub端子及び背面コネクタ
よりAC ̲FA IL信号を出力します。
電解コンデンサ使用のため、期待寿命12年(45℃)
のメンテナンスフリーを実現化しました。
約2分の急速充電により頻繁な停電にも対応できます。
※半導体sem i規格（瞬停）を満足しています。

ＡＴ
電源が生産中止でお困りでは・・・
? A T電源もニプロン!!すぐにお届けします!

コンピュ
ーターの周辺機器を増設したので大容量の電源が必要だな・・・
高品質で信頼できるニプロンに頼もう。どの
電源が必要なんだろう?
ニプロンのホームページがリニューアルされたって聞いたけどアクセスしてみよう!

A1

New M odel

ファンレス電源登場

R oH S 対応の電源を探していませんか?
製品情報からも検索出来ます。

源さんの独り言

実は身近なニプロン電源

スイッチング電源
1‑4
良い電源の条件とは?

2 ePCSA‑65 0 P‑E2S に決定!!

1

適合するハーネスもここで買えるんだ!
今すぐほしいけれど・・・
このまま
ｅコマースでお買い物ができるんだ!!
いらっしゃいませ！お支払い方法もクレジットカード・代金引換
・銀行振り込みから選んで頂けます。
また入会費･年会費無料のニプロンｅメイトにご入会頂ければ、
ご購入の際にｅメイト会員ポイントをプレゼント。

2

3
3 オンラインだと標準価格よりも随分安く買えた!
ポイントも・・・
303 ポイントも!次回に使おう！
支払いはクレジットカードで・・・
あれ、法人なら掛売りも出来るの?
今度会社で購入する時はインターネッ
トで掛売りを試してみよう・・・
。

お買い物完了！簡単に、オトクに済んじゃった。。。

数多くあるラインナップの中からご希望の製品を簡
単に探し
て頂ける様に、様々な検索方法をご用意しています。新
規
のお客様には
8種類の検索方法から選択して頂けます。ま
たニプロン常連顧客様には製品型式名から検索して頂い
た
りと便利な検索方法を
6種類ご用意しております。
お悩みの際は?見つからない
時は へ。または
画面右横の
?製品に関するお
問い合わせへご連絡下さい。
選択して頂いた製品の
情報を記載しています。い
つもは頑
丈なケース
に囲まれています
が、ここで
はニプロン
自慢のスッ
キリ内部
をご覧頂けます。また、お
勧めアクセサリーや機能
のご紹介もしています。
色々なアイコンをクリ
ックしてみて
下
さい。
より深い情報が得られます。
法人のお客様には、
30日の掛売りサービスも
ご利用して頂
けます。
ご購入ガイド→ 決済について
〔掛売りサービス
のお申込み方法について〕
まずお客様の会員登録および掛売り条件の登録をさせて
頂きます。
当社の基準にて審査をさせて頂き、与信枠を設
定させて頂きます。
（審査には、
通常5営業日を頂きます。
また、
場合によっては与信枠の設定が出来ない場合がござ
います。
）与信枠の設定後、契約書を2通発行させて頂き
ます。
契約書の内容をご確認の上、1通をお客様の
控えに、
もう1通を弊社にご返却頂けます様お
願い致します。
契約書
をご返却頂いた後、登録完了のEメールを送信させて頂きま
す。この時点より与信枠以内での掛売りサービス
をご利用い
ただけます。

私たちW ebレディ
ーが対応させていただきます

ニプロン電源の活躍の場はパソコンだけではありません！
電源は電化製品に内蔵されているので皆さんが目にされる事
はありませんが、ニプロンの
製品は皆さんの生活に溶け込ん
でいます！
銀行ではＡＴ
Ｍに、コンビニではキャッシャーに、駅では改札口
や切符販売機にと、ニプロン電源
は皆さんの生活を支える為、
日々活躍しているの
です。Ｉ
Ｔ化が進み、生活が便利になるにつ
れニプロン電源の活躍の場は広がっています。皆さんの
想像
以上にニプロン電源
は色々な所に使われているのです！
少し意外な気がしませんか？

ニプロンeコマースをご利用のお客様から頂くご
質問やご要望に、私たちW ebレディ
ーが
お答えさせて頂きます。また、
弊社商品をご愛用下さっている皆
様に、定期的に新商品
のご紹介やニプロンニ
ュースをEメールでお届けさせて頂きます。
ニックネーム
ヒャ
ック

いせった

メィ

モォ〜

トラミ

紹介文
マ行、ヤ
ラワ行から始まるお客様の担当をして
います。迅速に
対応することを
モットーに皆様からのお問い合わせどんどんお
待ちしておりますのでご連絡下さ
い。
ア行から始まるお客様の担当して
います。
いつも木の上でジー
っとして
ユーカリの葉を食べ栄養をつけるコアラですが、私は皆
さんからの
メールで栄養を取り元気を付けますので、お問
い合
わせお待ちしておりマ
ぁーす。
タ行担当のメィ
と申します。
私は普通の羊とは違い赤い毛で
覆われております。この
赤い毛（糸）
を求めて、是非ともお気
軽にご連絡下さい。
ナ・ハ
行を担当させて頂いております。
性格はとてもマイペー
スですが親切で丁寧なご対応を心掛けております。お
気軽にご
連絡下さい。
カ行・サ行がイニシャルのお客様のサポートをさせて頂いてい
ます。皆様のお
役に立てる様、
一生懸命サポートをさせて頂き
ます。どん
なご質問でも結構です、ご連絡下さ
い。

まずニプロンW ebサポート室にご連絡下さい。
担当のW ebレディ
ーからご返信させて頂きます。

support@ nipron.co.jp

http://www.nipron.co.jp

