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使って安心。ニプロン電源。 http://www.nipron.co.jp/

mGPSA-360
シリーズ

ピーク出力（最大）：

600W

連続出力：

360W

医療規格認証取得時期について

※本製品は医療規格未取得(準拠)製品となりますが、
ご商談の内容により対応が可能ですので、お問い合わせください。

医療規格対応可能

医療規格対応可能

※IEC60601-1 2nd・3rd は、2012年8月頃の取得を予定しております。
詳細につきましてはお問い合わせください。

医療規格認証取得時期について

mNSP3-450P-S20 シリーズ

バッテリに接続することで停電バックアップが可能
漏れ電流0.1mA typ（AC100V入力時）

温度検出型可変速ファン搭載で静音に対応
雑音端子電圧クラスB対応
45℃連続定格運転で10年以上の長寿命設計

連続出力：

301W
ピーク出力：

450.5W

医療用安全規格IEC60601-1 2nd・3rd取得
ノンストップATX電源

mPCSA-500P-X2S

漏れ電流0.1mA typ（AC100V入力時）

温度検出型可変速ファン搭載で静音に対応
雑音端子電圧クラスB対応
45℃連続定格運転で10年以上の長寿命設計

連続出力：

301W
ピーク出力：

500.5W

医療用安全規格IEC60601-1 2nd・3rd取得
ノンストップATX電源

HPCSA-1000P-E2S
80PLUS SILVER 取得/ErP指令対応

大容量ATX電源

※本製品は医療規格未取得（準拠）製品となります。しかし、さらに低待機電力仕様に
グレードアップを予定しており、その際に医療規格の申請を予定しております。
詳細につきましてはお問い合わせください。

医療規格に対応した絶縁距離の確保、デュアルヒューズ内蔵
80PLUS SILVER取得、ErP指令に対応
大容量グラフィックボードに最適な1000Wピーク出力
全出力最小負荷電流0A
温度検出型可変速ファン搭載で静音に対応
2Uサイズシャーシに取り付け可能な高さ85mm　※取り付け穴位置はPS/2に準拠

医療規格対応予定医療規格対応予定

連続出力：

822W
ピーク出力：

1000W

mPCSL-210-X2S

厚さ48㎜、幅90㎜のスリムサイズ
漏れ電流0.17mA typ（AC100V入力時）
温度検出型可変速ファン搭載で静音に対応
周囲温度40℃、最大出力時に期待寿命約7年を実現
（電解コンデンサ：約13年、ファン：約7年）
雑音端子電圧クラスB対応

連続出力：

210.8W

医療用安全規格IEC60601-1 2nd・3rd 取得
スリムサイズPC用電源

mGPSA シリーズ

システムラック搭載に便利な1U/2U/3Uサイズ
+12V/0.3Aスタンバイ出力付
停電検出信号付、24Vタイプはバッテリに接続することで
停電バックアップが可能
雑音端子電圧クラスB対応
温度検出型可変速ファン搭載で静音に対応

医療用安全規格IEC60601-1 2nd・3rd取得※

大容量・高ピーク対応 単出力電源

mGPSA-750
シリーズ

ピーク出力（最大）：

1200W

連続出力（最大）：

720W

出力電圧

新製品が加わりラインアップ充実

リスクマネジメントシステムに対応

新製品
新製品

24V 停電
バックアップ+12Vスタンバイ /

Medical 電源『m シリーズ』

単出力

ATX

ATX

２世代
非ノンストップ

Other

２世代
非ノンストップ

(W90×H48×D273)

ATX

NSP
ノンストップ電源

二世代
非ノンストップ

まずは mPCSL-210-X2S にてリスクマネジメントファイルを含
めた IEC60601-1 3rd を取得致しました。
※そのほかの機種につきましてもご商談の内容により対応可
能ですので、 お問合わせください。

高効率/高信頼性の高効率/高信頼性の

リスクマネジメントシステム

製品の信頼性向上を図り受容できない残留リスクによって
使用者等の危害 ・ 安全問題 ・ 品質問題が発生する事態
を防止することを目的とし、 当社が扱う医療用機器用電
源及びその附属品に関連するハザードを特定し、 リスク
の推定と評価を行い、 これらのリスクをコントロールし、
そのコントロールの有効性を監視する手段について規定し
ています。

※mGPSA-750 シリーズは医療規格取得予定

IEC60601-1 3rd に基づいたリスクマネジメントシステムを確立しました！！

医療規格準拠品
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医療規格対応電源も続々登場　ニプロンWEB直販 http://www.nipron.co.jp/

医療用安全規格IEC60601-1 3rd 取得予定
基板型AC-DC電源

型式：mOZP-200-**-*SE

医療用安全規格IEC60601-1 3rd 準拠
基板型AC-DCマルチ出力電源

医療用安全規格IEC60601-1 3rd 準拠
高効率＆ErP Lot6対応SFX電源

mOZP-200 シリーズ

OZM シリーズ

mOZP-350 シリーズ

HPCSF-400P シリーズ

医療用安全規格IEC60601-1 2nd・3rd 取得予定
95％の超高効率基板型AC-DC電源

OZN-030
シリーズ

（3出力タイプ）

OZN-030
シリーズ

（2出力タイプ）

OZM-150
シリーズ

連続出力：

13W~17W
連続出力：

29W~34W
連続出力：

36W

（自然空冷）連続出力：

300W~350W
（強制空冷）連続出力：

432W~504W
ピーク出力：

504W~600W

（自然空冷）連続出力：

132W~201W
（強制空冷）連続出力：

151W~240W
ピーク出力：

198W~403W

※IEC60601-1 3rd は、2012年6月取得予定となっております。
詳細につきましてはお問い合わせください。

医療規格認証取得時期について医療規格認証取得時期について

※本製品は医療規格未取得(準拠)製品となりますが、
ご商談の内容により対応が可能ですので、お問い合わせください。
※本製品は医療規格未取得(準拠)製品となりますが、
ご商談の内容により対応が可能ですので、お問い合わせください。

医療規格対応可能医療規格対応可能

※本製品は医療規格未取得（準拠）製品となりますが、
ご商談の内容により対応が可能ですので、お問い合わせください。

医療規格対応可能医療規格対応可能

※IEC60601-1 2nd・3rd は、2012年8月頃の取得を予定しております。
詳細につきましてはお問い合わせください。
※IEC60601-1 2nd・3rd は、2012年8月頃の取得を予定しております。
詳細につきましてはお問い合わせください。

医療規格認証取得時期について医療規格認証取得時期について

連続出力：

310W
ピーク出力：

400W

医療規格対応予定

出力電圧

出力電圧

出力電圧

3出力タイプ 2出力タイプ（OZM-030シリーズのみ）（OZM-015・030シリーズ共通）

医療規格に対応した、デュアルヒューズ内蔵
80PLUS BRONZE取得、ErP指令に対応
全出力最小負荷電流0A
温度検出型可変速ファン搭載で静音に対応
APPENDIX C取付面対応

新製品
新製品
新製品

メイン電圧は+5Vだけでなく、+3.3Vタイプもラインアップ
高効率化回路により他社相当品と比べ、高効率を実現
雑音端子電圧クラスB対応
低待機電力仕様
両面スルーホール基板を採用
ピーク対応

漏れ電流0.06mAtyp（AC100V入力時）/0.12mAtyp（AC200V入力時）の
低漏れ電流仕様
雑音端子電圧は電源単体でもVCCI Class Bを楽々クリア
超高効率95%（24V出力タイプ/AC230V入力時）を実現
80 PLUS Platinum(230V Internal)レベルを達成
スタンバイ電源ユニットを装着可能
低待機電力仕様
電流バランス回路により並列運転が可能

漏れ電流0.06mAtyp（AC100V入力時）/0.12mAtyp（AC200V入力時）の
低漏れ電流仕様
雑音端子電圧は電源単体でもVCCI Class Bを楽々クリア
同期整流回路により高効率90％typ（AC240V入力、定格負荷時）を実現
高効率化による発熱低減と、長寿命コンデンサの採用により、
150Wの出力条件では、45℃環境で10年以上の長寿命（AC200V入力時）

スタンバイ電源ユニットを装着可能
待機電力0.05W（AC100V時）0.29W(AC200V時)の低待機電力仕様
電流バランス回路により並列運転が可能

48V36V24V15V3.3V 15V5V

48V36V24V

マルチ出力

単出力

単出力

SFX

非ノンストップ

mOZP-200 シリーズ

OZM シリーズ

mOZP-350 シリーズ

HPCSF-400P シリーズ

型式：mOZP-200-**-*SE

高効率・低待機電力で消費電力を削減

２世代
非ノンストップ

高効率/高信頼性の

医療規格準拠品医療規格準拠品

医療規格準拠品医療規格準拠品
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