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http://www.nipron.co.jp/エコな電源続々登場　ニプロンWEB直販

1U サイズの小型PC 電源 80PLUS 対応の高効率電源

■電源効率実測値 (実測の一例)

■効率グラフ

80 PLUS プログラムは、米国のEcos Consulting 社が実施して
いる認証プログラムで、電源の省電力化プログラムです。認証
を取得するには、AC115V入力時の定格電源出力が20%、50%、
100% の負荷環境において、効率が 80% 以上である必要があり
ます。効率性能に応じた基準があり、それをクリアすることで、
80 PLUS、80 PLUS BRONZE、80 PLUS SILVER、80 PLUS 
GOLD、80 PLUS PLATINUMと格付けされます。
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HPC1U-400P-X2S

ニプロン‘H’シリーズに小型1UサイズのPC用電源が新登場!!

PC1U-210P

連続  ：160W
ピーク：210W

連続  ：305W
ピーク：400W

連続  ：250W
ピーク：300W

連続  ：300W
ピーク：400W

HPC1U-400P

190

PC1U-400Pと同等の容量

PC1U-210Pと同等のサイズ

PC1U-300P

PC1U-400P

エコやグリーン化が叫ばれる中、ニプロンはHシリーズとして、
80PLUS & ErP指令対応のグリーン化電源を開発しています。

Hシリーズ電源は、余分な電力消費を抑え、CO2の低減と電
力コストの削減を実現します。また、‘壊れない・長寿命’をモッ
トーとして設計された電源のため、電源の交換サイクルを減ら
し、結果、廃棄品の排出による環境への負荷を減らすことに
繋がります。

大容量、無停電、小型など、ラインアップは豊富で、新たに1U
サイズのHシリーズ電源として、HPC1U-400P-X2Sが登場しま
した。

今回は HPC1U-400P-X2S とその特長を特集いたします。
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ニプロンでは1Uサイズの高さに適応したラックサーバー用PC電
源としてPC1Uシリーズをラインアップしております。サーバー等
の情報を取り扱う装置は常に安定した動作をし続けなければな
りません。そのため、電源も安全かつ高い信頼性を求められま
す。PC1Uシリーズはそれらの要求に応えた高信頼電源です。
今回紹介するHPC1U-400PはPC1Uシリーズを進化させた高効
率＆大容量電源です。
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http://www.nipron.co.jp/専門スタッフがスピーディーに対応します　ニプロンWEB直販

ErP 指令(Lot6) 対応で

 地球のエネルギー損失に貢献

その他特長

製品概要

ErP指令はテレビやパソコン、コピー機などの製品が、「Lot」と呼
ばれる項目に分けられており、なかには個別の製品だけでなく、
複数の製品に関係する項目（Lot）も存在します。『Hシリーズ』電
源は、Lot6で定められている待機電力に対応しております。
 
待機電力(Lot6）は、機器が待機状態（オフモード時※1、待機モー
ド時※2）であるときの消費電力を制限するもので、現在は待機電
力1.00W以下が求められておりますが、2013年には待機電力
0.50W以下が求められ基準が厳しくなります。

再開機能のみを提供する、 または再開機能および
使用可能な再開機能の表示のみを提供する状態。

AC のみ入力されている状態。※1 オフモード時

※2 待機モード時

■出力仕様

■外形図

同期整流回路の採用で高効率を実現

80PLUS BRONZE取得予定

全出力最小負荷電流0A仕様

温度可変速ファン採用、静音化を実現

※暫定仕様のため、仕様の変更が行われる場合がありますのでご了承ください。

入力電圧 AC85～264V(ワールドワイド入力、PFC搭載)

出力電圧

ピーク電流/
ピーク電力(5s以内)

最大電流/
最大電力(連続)

+3.3V

16A

90W

300W

305W

7.5W
300W 6W

16A 25A 0.5A 1.5A

0A 0A 0A 0A 0A

20A

120W

400W

390W

10W360W 6W

20A 30A 0.5A 2.0A

+5V +12V -12V +5VSB

最小電流

100(W)×41(H)×190(D)mm外形サイズ
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*1 特に指示がない寸法公差は ±1mm

ピン配置図 / Pin Assignment

SIG (出力5/Output5)

S10B-PADSS-1(JST)
or Equivalent

CP-01422150(CviLux)
or Equivalent

CP-01402150(CviLux)
or Equivalent

CP-01410150(CviLux)
or Equivalent

CP-01408150(CviLux)
or Equivalent

MAIN1 (出力1/Output1)

MAIN2 (出力2/Output2)

HD (出力4/Output4)

12V (出力3/Output3)

*2 取り付けビスの電源内部長さは 6mm MAX.
The screw depth of penetration into PSU is 6mm MAX.

Desing tolerance of dimensions is  ±1mm
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ニプロンは環境への取組みも積極的です http://www.nipron.co.jp/

ニプロンの本社・阪神夢工場の屋根の上に太陽光発電システムが搭載されていることはご存知ですか？
発電能力100kWのソーラーパネルを本社・阪神夢工場設立の2008年10月から稼動しています。
太陽の光が有る限り、工場にクリーンなエネルギーを供給し続けます。

発電した電力は製造ラインで使用し、余剰分は売却してエネルギーの有効
活用に努めております。ニプロンは自社工場にソーラーパネルをいち早く取
り入れると共に「グリーンベストミックス電源」を使用した次世代の自然エネ
ルギー活用システムのご提案などで地球温暖化防止に貢献しています!!!

気になる発電量ですが、2008年10月から2012年6月までの総発
電量は約380,000kWh、瞬時最大発電量は約88kW（夏場の正
午前後）を記録しています。

一般家庭（約450kWh/月）ならおよそ70世帯が1年間生活するの
に必要な電力を賄っていることになります。

平成24年4月入社　新入社員研修について

今年も4月に新規学卒者、合計19名が入社しました。ニプロンの新卒採用方針は、世間の景気
に左右されずに人財（人材）に先行投資を行なうことです。5年先、10年先の会社像をイメージし
た時、営業・技術・管理・製造の分野においては、毎年、年輪を重ねるがごとく採用・育成して
いかなければいけないと言う考えに至ります。それがメーカーとしての責務です。

さて、今年は概ね1ヶ月間の集合研修を終え、各部門に仮配属の研修に移りました。仮配属先
でも更にOJTが行なわれ、長い場合は入社後１年間を研修期間として、1人前に育っていきま
す。さまざまなエピソードを聞いていると、技術の実技研修では部品を爆発させて破損させた
（もちろん研修ですので実際の製品とは関係ありません。破損を想定した一種の経験教育で
す。）とか、営業では製品販売のロールプレイを社内で行い、意地悪先輩社員から質問攻めを
くらったとか…がんばって行きましょう！

ニプロンには対番制度という物があります。これは先輩社員が、新入社員を個々にサポートす
る役目をはたし、入社後３ヶ月間、毎週おこなった研修の内容をノートに記載して交換日記の
ように情報交換します。先輩社員はコメントの返答に困る事もたまに見受けられますが、双方
にプラスになれば良いと考えています。またノートに記載しなくても、何か困った事がある場合
に相談に乗りやすい環境作りをおこなっています。

新入社員は入社１年目で、良くも悪くも色々な経験をすべきで、必ず将来に自身の宝となります。その経験の一つとして今後彼らは、
お客様と接点を持つ事もありますが、その際は温かくも厳しいご指導を宜しくお願いいたします。

ニプロンの新卒採用方針

教育研修

新入社員のお世話役～対番制度～

失敗を恐れずに飛躍しよう

富士通
川崎工場

巌川橋
千年

下新城

大戸小入口中原街道

府中街道

南武線

武蔵新城駅

武蔵中原駅

至立川

至川崎

今年も多くの新入社員が入社しました。

皆さんの成長、大いに期待してます!!

クリーンなエネルギーで

グリーンな電源を作ります!!

ニプロンの環境への取り組み

新入社員入社報告

新入社員集合写真

研修成果発表会

本社・阪神夢工場屋上

発電量をリアルタイムにモニタリング
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使って安心!ニプロン電源 http://www.nipron.co.jp/

ニプロン

生け花
営業本部＆中央夢研究所では、正面玄関に

生け花を飾っております。
この生け花は、ニプロン社員が心を込めて

生けておりますので、
弊社にお越しの際はぜひご覧ください。

東部営業所移転のお知らせ

ニプロンは、事業拡大の一環として東部ニプロンビルと
して購入し、下記の通り移転することになりました。それ
に伴い東部営業部と技術部門のTTC開発課が一体化し、
東部事業所 東部営業＆開発センターとしてお客様のご
要望に応える所存です。お近くにお寄りの折には是非と
もお立ち寄り下さいます様お願い申し上げます。

TEL：044-752-1101（営業）

　　　 044-752-1123（TTC開発課）

FAX：044-777-8811（共通）

〒213-0022
神奈川県川崎市
高津区千年622番地１　

2012年9月18日(火)より
営業開始します!!

【移転先所在地】

県立新城

高等学校

県立新城

高等学校

富士通
川崎工場
富士通

川崎工場
富士通

川崎工場

45454545

45454545

4545409409

45451414

東部事業所　東部営業＆開発センター

巌川橋巌川橋巌川橋
千年千年千年

下新城下新城下新城

大戸小入口大戸小入口大戸小入口
西中原

中学校

西中原

中学校

中原街道中原街道中原街道

府中街道府中街道府中街道

ハローワークハローワーク

南武線南武線南武線

市立新城

小学校

市立新城

小学校

市立大戸

小学校

市立大戸

小学校

横浜信用金庫
（千年支店）

横浜信用金庫
（千年支店）

武蔵新城駅武蔵新城駅武蔵新城駅

武蔵中原駅武蔵中原駅武蔵中原駅

至立川至立川

至川崎至川崎

周辺地図

社長が語る！TOPセールスコーナー

第4回　　スイッチング電源とは、電気の「源」です。

電源は、御社の組み込み装置、機械の重要な心臓の「源」になります。「源」には、絶対的な安心と信頼性が求められます。

デフレ時代の今、価格競争に負けないため、重要な「源」まで価格主体で選ばなければならない事は判りますが、危険な事ですね……
一番大事な御社のブランド（信頼の証）を毀損する危険が余りにも高いことを心配します。

「源」は、最重要視するべきと思っています。ニプロンは、先ず社会インフラに使用される電源作りを通じて「安全」に貢献すべきと考え
ています。安易にはグローバル化の誘いに乗り価格競争に巻き込まれません。先ずは、経営の安定を図り、安くて良い電源作りを目
指します。

スイッチング電源は、お客様の装置や機械の電気の「源」です。
安くし過ぎる危険に是非、御注意ください。

2012年4月東京ディズニーランドへ向かう夜行特急バスの運転手による居眠り運転で、遮音壁に激突する事故で7人もの尊い命が失
われました。この原因は運賃安を競う過当競争から、1人運転で、しかもアルバイトの日雇い運転手を採用していたと言う会社経営の
果てにもたらされた痛ましい事故でした。安全に対しては、絶対に削ってはならない経費を削る危ない行為が競争の果てには起きる。
どんな美辞麗句を並べても事故が起こるとお終いです。今、空の格安飛行の争いも怖い競争ですね・・・・私は絶対に乗りません。その
内にバス事故と同じような大事故がおきる事が心配です。合理的に価格を安くするための企業間競争は、必要である事も理解します
が、何時の場合も行き過ぎるのが競争です。一般的にこの様な過当競争の果てに経営が厳しくなり、経営を維持しようとする強い意志
が働くため、手抜きが勝手な正当化の理由をつけて行われます。未だ記憶に新しい所で手抜きビル建設の姉歯建築設計事務所によ
る不正事件がありました。これはコンクリートに埋め込まれる鉄筋の数量を間引きする不法建設が糾弾された事件でありました。この
事件で多くの住民の財産が危険にさらされました。この様な手抜きは外見からは判らないし、地震などの災害が生じない限り、その欠
陥が表沙汰になりません。マンションを少しでも安く買いたいと思う購入者や、安い夜行便バスで主たる目的地へ行きたいという各ユー
ザの気持ちとして、安い物を選ぶことが悪いとは言い切れない悲しさがあります。当然の事として行政が追いつかないのも理解できま
す。しかし、価格競争をし過ぎている商品は危険と考えて避ける智恵と、勇気が必要です。おかしいと思いつつも目先の安さにつられ
て大事な生命や財産を失う愚かさは避けねばなりません。

価格主体で安物電源を採用すれば、御社の製品を売る時には少しは売りやすいかもしれませんが、後で信用や信頼を落とす危険が
残ります。電源寿命の短さの不満足や、信頼性のリスクをエンドユーザー様に負担をかけることは結果として、御社の商品の質の低さ
を表し、ブランド価値を下げる事になります。ニプロン電源と競合先の価格差には、必ずそれ以上の大きい付加価値を持っているため
のコストの差が有ります。過剰品質は不要とか、必要で無い機能は迷惑であると言うお話も聞くことがあります。不必要な機能と思わ
れるものはオプションにしていますし、あれば便利な機能は標準化で管理費を下げ、納期の面でメリットを出せると考えると共にサービ
ス機能として付けています。例えば停電検出信号です。その他の機能もありますが多くの顧客に喜ばれています。又、過剰品質では
ありません。産業用としての最低の計算寿命を10年ぐらいに設定すると共に、効率や壊れにくい安全設計は産業用電源の具備すべき
最低基準と考えています。当社と競合社は思想が明に違うかもしれません。

東部事業所　
東部営業＆開発センター
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