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平成26年3月　酒井 節雄

新阪神夢工場
本社建設の賭け

2014年2月6日（木曜日）、この日の朝9時30分頃ですが、大変驚き、びっくりする

ことがありました。・・・と言うのは、この日は毎月参加する「物づくり研究会」の

会合に出席するため、車をJR尼崎駅近くのコインパーキングに止め駅へ向か

おうとした瞬間、目に「100年コンバーター」と言う文字が飛び込んできました。

一瞬、何？・・・これは、ニプロンの意匠である商品名なのに、何故同じ言葉が

他で使われているのかと、目を疑いました。何処の会社が同じ名称の商品を

出しているのかと反射的に感じた。それからその言葉の周辺に目を移すと尼

崎市のごみ収集車（青緑色）のタンクの横腹全面に、株式会社ニプロン、グラ

ンプリ受賞商品とか、100年コンバーターの写真が印刷されているのが判り、

安心感が広がると同時に喜びの気持ちが湧き起こってきました。暫く、その車

の前に立ち尽くして見とれている自分に、ゴミ収集作業員の人達数人が怪訝

そうな顔で私を見る視線に、少し気が引けた。思わず、この広告の会社は私

の会社ですと言おうかと迷ったが、照れくさい感がしたので興奮したまま駅へ

向かった。そして直ちに携帯電話で穴繁監査役に今見た興奮した話を伝え、

また空営業課の西留課長にも話をしたら、これは、この2月から尼崎市長の計

らいで、尼崎市で製造された環境負荷低減、市場性、独創性等が優れたエコ

プロダクツとして入賞した3社のものを、2月から6ヶ月間ほど尼崎市民に宣伝し

て頂く事になった事を、その時に知らされた。私は、報告が遅れたことを怒るよ

り、嬉しさと、2月に入って間もない頃に、誰よりも早く、命名した社長の私が最

初に、この車を見たと言うめぐり合わ

せに何か不思議なものを感じると共

に感激をいたしました。改めて、稲村

尼崎市長に感謝を捧げる次第です。

又、新たに、この「100年コンバーター

」が、この世で大いに環境改善に貢

献する商品に育てるぞ！と言う強い

気持ちが湧いてきました。

更に翌月の3月3日には、東京で経済産業省の茂木 敏允 大臣より日本の中

小企業350万社の中から、特別に優秀な300社（1/10000以下）として表彰され

る栄誉を授かった。これは私どものお世話になる日本政策金融公庫 神戸支

店 野田支店長様の推薦による表彰であり、嬉しいことが続く年となりました。

それでは、話を2007年～2008年頃に戻したいと思います。この頃は、毎年のよ

うにATX電源が、凄い勢いで伸び利益も順調に上昇し、永年の開発費負担の

償却が進んでいました。しかし、嶋村副社長がイータ電機に引き抜かれ、この

事でイータ電機の北川社長と対決した事を思い出す。惜しい人材を失うと言う

より、面子の様なもので意地になった事を思い出す。それから少し遅れ、元ネ

ミックラムダ出身の清水元製造本部長も僅か3年位の在籍であったが、何か腹

の立つ書置きの手紙を頂き去って行きました。当時、工場は尼崎西長洲（現、

営業本部＆中央研究所）が本社工場で、プリント基板の機械実装から、基板

ユニットまでを作り、毎日の定期便で松阪夢工場（MDF）で後工程を行い完成

品にするような変則常態であった。この頃は、製造品質はまだまだ課題があり

設計品質ほど高くはなかったが、それでもドイツの世界的ロボットメーカである

KUKA社からコントローラ用の特注ATX電源の注文を頂くようになり、最初の時

には、CEOのグワンデム社長が能力確認のため来られた。この後最大出荷数

は年間15000台ぐらいを記録するが、急激な円高（1ユーロ133円が、100円位）

と、更に30％以下のコストダウン要求には付いていけず、中国製に切り替えら

れてしまった。

この頃、製造工程が分割している事に問題を感じ続けていたが、安く建設でき

る松阪に工場を増設する気には、中々なれなかった。それは、幹部人材として

良い人材を地元で採用できなかったことや、土地柄もあまり良くない等、永年

苦労してきたことが理由でした。

しかし、受注、売上が急増し、2007年には、30億円を越え、2008年の6月決算

では38億円強の史上最大の売上を達成した。この様な状況であったため工場

拡張の必要性が有り、尼崎市に相談した所、現本社工場のある高速道路のイ

ンターチェンジ末広の近辺に、兵庫県が所有する広い工場団地が補助助成政

策があるとして紹介を受ける。ここには、有名なパナソニックの巨大なプラズマ

テレビの工場のあるところで、未だその頃のパナソニックは威勢も良く、市から

パネルベイエリア（大阪湾をパナソニック、シャープ堺の巨大液晶工場、その

先の三洋の電池工場等でなる）構想が説明された記憶が生々しい。

その頃、利益が大きく出始め、私には自信が有ったが財務内容としてはまだま

だの状況であったため大きな決断が必要であった。土地の広さは、最初は

1500坪位のつもりであったが、将来の増設を考え2倍の3000坪にしたくなった。

社内の多くの判断は反対が多く、幹部の清水元製造本部長、今井元営業部長

等は大反対であった。又、家族の反対も激しく、家内は心配症で特に強い反対

であったが、私には、ニプロンが産業用コンピュータ電源で圧倒的シェアーを

獲得する中、顧客の信頼、海外顧客の信頼を得るためには、品質一番を実現

するため、自分で毎日見ることができ、指揮できる地元に工場建設をする必要

を痛感していたので迷いはなかった。これまでも、大苦労の連続、やっと運が

回ってきて、大飛躍が始まりつつあるこの時に躊躇する弱気虫は一切なかっ

た。それで、反対を押し切るのと同時に、銀行融資を成功させる方向で経理部

の飯田元部長と共に動き始めた。

次回は、新本社工場建設とリーマンショックの所から語らせていただきます。

尼崎市のゴミ収集車に掲載された「100年コンバーター」

「がんばる中小企業・小規模事業者 300社」として表彰
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産業用組込み電源特集
パソコン用ＡＴＸ電源や、高機能単出力電源など、
用途に合わせた充実のラインアップ！

[新製品]FR1UA-350P シリーズ
小型・高信頼　サーバーなどに最適な1Ｕリダンダント電源が登場
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システムに最適な電源をご提案いたします http://www.nipron.co.jp/ 瞬停でお困りではないですか？ニプロン電源をお奨めします http://www.nipron.co.jp/

装置の付加価値を高めるニプロン電源
装置の開発、電源の置き換え、それぞれにメリットが得られます

電源に関するお困り事はございませんか？
ニプロンの電源なら一挙に解決できます！！

産業用組込み電源特集
今、私たちの身の周りにある電気機器には大なり小なり何かしらのシステムが組み込まれております。大掛かりな装置となると、

システムが組み込まれた機器が複数台で構成されており、もし機器のいずれかが壊れれば装置全体に影響を与えてしまうこと

になります。だからこそ、そういった装置に求められるのは何よりも信頼性ではないでしょうか。そして、信頼性に最も関わるの

が電源になります。電源は、装置または機器の信頼性に関わる重要な部品です。しかしながら、電源はコストダウンの対象とし

て見られてしまい、壊れやすい安価な電源を使用し実際に壊れてしまった場合のリスクは高く、お客様のブランドにも傷をつけ

てしまう可能性があります。ニプロンは、「装置の信頼性は電源で決まる」という考えのもと、「壊れない・安全・安心な電源づくり」

を追求しております。

作業中のデータや起動中のプログラムは主にメモリ上で動作しており、瞬

停による一瞬の電力遮断で消失してしまいます。また、HDDへのアクセス

中に瞬停が発生すると、データだけでなくHDDそのものを破損させてしま

う可能性があります。ネットワーク関連機器においては、通信が遮断され

てしまうため、リアルタイム性が要求される金融機関などでは瞬停対策が

必須になります。

一般的にはUPSを使用して瞬停対策を取っていますが、コンマ数秒のバ

ックアップのために高価なUPSを使用するのはコストが掛かります。ニプ

ロンなら、瞬停対策としてコンデンサパック対応の電源をご用意しており

ます。瞬停でお困りのお客様にはぜひともオススメできる製品です。

電力の供給が一瞬（60ms以下）
停止した状態

瞬間的（ms）に電圧が低下した状態

モーターを使った装置などは、起動時に大電力を必要としますが、
通常運転時にはそれほど容量は必要ありません。そのため、起動
時のピークに合わせて大容量の電源を選んでしまうと、通常運転時
にはオーバースペックになってしまいます。電源は容量が大きくな
るにつれコストが掛かり、サイズも大きくなります。ニプロンなら、ピ
ーク出力を大幅に取ることが出来る電源を数多くラインアップしてい
ます。ピーク対応の電源をお探しの客様、ぜひニプロンの電源をご
検討ください。

BS25A-H350/2.5L

eNSP3-450P

HNSP9-520P

eNSP4-500P

ノンストップ電源

バッテリパック

ノンストップ電源ではバックアップ用バッテリパックを、

PC（筐体内）に内蔵（5インチベイや3.5インチベイ）す

ることができるため、UPSのように外置きにする必要

がなく、省スペース化が実現できます。

UPSがPCシステムに直列接続で電力を供給するのに対して、ノンストップ電源を使

った構成では、PCシステム内にてノンストップ電源とバッテリが接続されており、

ACラインとバッテリーからのDCラインを並列に接続する構成となっているため、故

障率が低く信頼性が向上します。

UPS(常時インバータ方式)

ノンストップ電源

代表的方式

電力変換回数：3回

電力変換回数：1回

バッテリ 変換①

CPU等CPU等
交流

直流
直流

ノンストップ電源

PCシステム

バッテリ
変換③

変換① 変換②

CPU等CPU等

PCシステムＵＰＳ

常時インバータ方式 PC電源

交流 交流 交流直流 直流

ノンストップ電源及びUPSの電力変換簡略図

常時インバータ方式のUPSは、通常運転時に3回の電

力変換が行われ、停電時には2回電力変換が行われ

ます。それに対し、ニプロンのノンストップ電源は、通

常時でも停電時でも電力変換回数は1回で行うことが

できるためUPSと比較し省エネルギーを実現します。

連続容量 150W
220WUZP-220：

UZP-150：

（ ）内はAC200V入力時

350W 600W
1056W

（1500W）

400W 600W
1200W

（1440W）
1320W

（1992W）

電源

UZP-150
UZP-220

OZP-350 GPSA-600 GPSA-1500

ピーク容量

新製品

新製品

GPSAシリーズ

OZP-200 OZP-350 UZP-220

BS27A-P350/2.3L

■開発中製品のため、外観が変更される可能性があります

■電源との接続には別途変換ハーネスが必要です

BS14A-H24/2.5L

型式：CB01A-EC400/***F

型式：CB01A-EC400/***F-K

型式：BS13A-EC400/422F

※開発中製品のため、外観が変わる可能性があります

コンデンサ4個/6個/8個タイプをラインアップ

バックアップ時間に合わせて選択可能

※各タイプの保持時間は

　 右記表をご参照ください

シャーシ・カバー付タイプもラインアップ

■コンデンサパック

■コンデンサバックアップユニット ■瞬停バックアップ基板

■小型タイプもラインアップ予定

ノンストップ電源の特長

■省スペース化

■高効率化

■信頼性の向上

【対応電源】

【対応電源】
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-220シリーズ

UZPシリーズの瞬停バックアップ機能付き
モデルとしてラインアップ!!

OZP-350シリーズのコンデンサバックアップ
ユニット対応モデルとしてラインアップ!!

型式：UZP-***-**-JBE

型式：OZP-350-**-*SEB

【コンデンサバックアップユニット概要】

※

代表的な製品

代表的な製品

代表的な製品弊社製品　実測一例

電源が発するノイズにより制御装置などの誤動作や通信機器のト
ラブル、医療機関では人命に関わるリスクも考えられます。一般的
な対策として、外付けのノイズフィルタを装着しますが、ノイズフィル
タを多数使用することで、漏れ電流が増加してしまいます。
ニプロンでは低ノイズ・低漏れ電流は設計の段階で対策をとってお
ります。電源単体でVCCI ClassBをクリアし、低漏れ電流を実現した
製品を多数ラインアップしておりますので、ノイズ対策における工数
負担削減に貢献します。

低ノイズ＆低漏れ電流

停電は、災害・落雷・断線・人的ミスなど様々な要因により引き起こされます。停電が発生するタイミングは極めて予測が難しく、ましてや頻繁

に起こるものでもないため、「大丈夫だろう」と対策を怠ってしまいがちです。しかし、停電による損害は甚大です。万が一に備え、重要なシス

テムには必ず停電の対策が必要です。

ニプロンオリジナルのバックアップ回路で無瞬断給電を実現したノンストップ電源なら、停電の対策だけでなく、瞬停などの入力障害が発生し

ても安定した電力供給が可能です。停電による損害を受けたお客様からは、ノンストップ電源について沢山のお問い合わせを頂いております。

ピーク対応

Level [dBuV/m]
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ＶＣＣＩ Ｃｌａｓｓ Ｂ 規格ライン

対象製品
UZP-220

漏洩電流実測値：0.060mA typ. （AC100V）

AC100V入力時（実測の一例）

BS10A-H24/2.0L

【対応電源】
OZP-120-24シリーズ※

OZP-170-24シリーズ※

GPSA-360-24-TP
GPSA-600-24P-TP
GPSA-750-24-TP
mGPSA-360-24-TP

HNSP4-1000P

OZP-350

【対応電源】
HNSP4-1000Pシリーズ

【対応電源】
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-220シリーズ
HPCFL-400P
HPC1U-400P※

HPCSF-400P※

【対応電源】
eNSP3-450Pシリーズ
mNSP3-450Pシリーズ
HNSP9-520Pシリーズ

※停電バックアップ可能タイプに対応

【瞬停】

【瞬低】

電力会社の送電線の切り替えや、落雷などが原因

■原因

ハードウェアの寿命が短縮したり、データの損失や
異常などの恐れがある

■影響

エアコンやプリンターなど大きな電力を必要とする機
器を同時に動作させると起こる。また、タコ足配線や
配線設備が古い等も原因

■原因

電圧が90V以下になるとほとんどの機器が動作せず
停電と同様の状態となる

■影響

【バックアップ時間】

時間[s]

出力電力[W]

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

3.20

1.82

1.00

コンデンサ4個タイプ
(CB01A-EC400/322F)

0.62

2.102.10

1.101.10

BS13A-EC400/422F

0.550.55

0.260.26

0.87

1.44

2.50

4.02

1.16

1.93

3.35

5.46

コンデンサ6個タイプ
(CB01A-EC400/482F)

コンデンサ8個タイプ
(CB01A-EC400/642F)

【保持時間】 
約80msec（130W出力時）

停電 不意の停電も安心

瞬停と瞬低 バッチリ対策

その他特長 電源に関わる課題にしっかり対応

基板単体での販売、および電源へ
の後付けは行っておりませんので
ご注意下さい。
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てしまう可能性があります。ニプロンは、「装置の信頼性は電源で決まる」という考えのもと、「壊れない・安全・安心な電源づくり」

を追求しております。

作業中のデータや起動中のプログラムは主にメモリ上で動作しており、瞬

停による一瞬の電力遮断で消失してしまいます。また、HDDへのアクセス

中に瞬停が発生すると、データだけでなくHDDそのものを破損させてしま

う可能性があります。ネットワーク関連機器においては、通信が遮断され

てしまうため、リアルタイム性が要求される金融機関などでは瞬停対策が

必須になります。

一般的にはUPSを使用して瞬停対策を取っていますが、コンマ数秒のバ

ックアップのために高価なUPSを使用するのはコストが掛かります。ニプ

ロンなら、瞬停対策としてコンデンサパック対応の電源をご用意しており

ます。瞬停でお困りのお客様にはぜひともオススメできる製品です。

電力の供給が一瞬（60ms以下）
停止した状態

瞬間的（ms）に電圧が低下した状態

モーターを使った装置などは、起動時に大電力を必要としますが、
通常運転時にはそれほど容量は必要ありません。そのため、起動
時のピークに合わせて大容量の電源を選んでしまうと、通常運転時
にはオーバースペックになってしまいます。電源は容量が大きくな
るにつれコストが掛かり、サイズも大きくなります。ニプロンなら、ピ
ーク出力を大幅に取ることが出来る電源を数多くラインアップしてい
ます。ピーク対応の電源をお探しの客様、ぜひニプロンの電源をご
検討ください。

BS25A-H350/2.5L

eNSP3-450P

HNSP9-520P

eNSP4-500P

ノンストップ電源

バッテリパック

ノンストップ電源ではバックアップ用バッテリパックを、

PC（筐体内）に内蔵（5インチベイや3.5インチベイ）す

ることができるため、UPSのように外置きにする必要

がなく、省スペース化が実現できます。

UPSがPCシステムに直列接続で電力を供給するのに対して、ノンストップ電源を使

った構成では、PCシステム内にてノンストップ電源とバッテリが接続されており、

ACラインとバッテリーからのDCラインを並列に接続する構成となっているため、故

障率が低く信頼性が向上します。

UPS(常時インバータ方式)

ノンストップ電源

代表的方式

電力変換回数：3回

電力変換回数：1回

バッテリ 変換①

CPU等CPU等
交流

直流
直流

ノンストップ電源

PCシステム

バッテリ
変換③

変換① 変換②

CPU等CPU等

PCシステムＵＰＳ

常時インバータ方式 PC電源

交流 交流 交流直流 直流

ノンストップ電源及びUPSの電力変換簡略図

常時インバータ方式のUPSは、通常運転時に3回の電

力変換が行われ、停電時には2回電力変換が行われ

ます。それに対し、ニプロンのノンストップ電源は、通

常時でも停電時でも電力変換回数は1回で行うことが

できるためUPSと比較し省エネルギーを実現します。

連続容量 150W
220WUZP-220：

UZP-150：

（ ）内はAC200V入力時

350W 600W
1056W

（1500W）

400W 600W
1200W

（1440W）
1320W

（1992W）

電源

UZP-150
UZP-220

OZP-350 GPSA-600 GPSA-1500

ピーク容量

新製品

新製品

GPSAシリーズ

OZP-200 OZP-350 UZP-220

BS27A-P350/2.3L

■開発中製品のため、外観が変更される可能性があります

■電源との接続には別途変換ハーネスが必要です

BS14A-H24/2.5L

型式：CB01A-EC400/***F

型式：CB01A-EC400/***F-K

型式：BS13A-EC400/422F

※開発中製品のため、外観が変わる可能性があります

コンデンサ4個/6個/8個タイプをラインアップ

バックアップ時間に合わせて選択可能

※各タイプの保持時間は

　 右記表をご参照ください

シャーシ・カバー付タイプもラインアップ

■コンデンサパック

■コンデンサバックアップユニット ■瞬停バックアップ基板

■小型タイプもラインアップ予定

ノンストップ電源の特長

■省スペース化

■高効率化

■信頼性の向上

【対応電源】

【対応電源】
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-220シリーズ

UZPシリーズの瞬停バックアップ機能付き
モデルとしてラインアップ!!

OZP-350シリーズのコンデンサバックアップ
ユニット対応モデルとしてラインアップ!!

型式：UZP-***-**-JBE

型式：OZP-350-**-*SEB

【コンデンサバックアップユニット概要】

※

代表的な製品

代表的な製品

代表的な製品弊社製品　実測一例

電源が発するノイズにより制御装置などの誤動作や通信機器のト
ラブル、医療機関では人命に関わるリスクも考えられます。一般的
な対策として、外付けのノイズフィルタを装着しますが、ノイズフィル
タを多数使用することで、漏れ電流が増加してしまいます。
ニプロンでは低ノイズ・低漏れ電流は設計の段階で対策をとってお
ります。電源単体でVCCI ClassBをクリアし、低漏れ電流を実現した
製品を多数ラインアップしておりますので、ノイズ対策における工数
負担削減に貢献します。

低ノイズ＆低漏れ電流

停電は、災害・落雷・断線・人的ミスなど様々な要因により引き起こされます。停電が発生するタイミングは極めて予測が難しく、ましてや頻繁

に起こるものでもないため、「大丈夫だろう」と対策を怠ってしまいがちです。しかし、停電による損害は甚大です。万が一に備え、重要なシス

テムには必ず停電の対策が必要です。

ニプロンオリジナルのバックアップ回路で無瞬断給電を実現したノンストップ電源なら、停電の対策だけでなく、瞬停などの入力障害が発生し

ても安定した電力供給が可能です。停電による損害を受けたお客様からは、ノンストップ電源について沢山のお問い合わせを頂いております。

ピーク対応

Level [dBuV/m]
80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20
150k 200k 300k 600k 700k 1M 2M

Frequency [Hz]
3M 5M 7M 10M 20M

ＶＣＣＩ Ｃｌａｓｓ Ｂ 規格ライン

対象製品
UZP-220

漏洩電流実測値：0.060mA typ. （AC100V）

AC100V入力時（実測の一例）

BS10A-H24/2.0L

【対応電源】
OZP-120-24シリーズ※

OZP-170-24シリーズ※

GPSA-360-24-TP
GPSA-600-24P-TP
GPSA-750-24-TP
mGPSA-360-24-TP

HNSP4-1000P

OZP-350

【対応電源】
HNSP4-1000Pシリーズ

【対応電源】
OZP-200シリーズ
OZP-350シリーズ
UZP-220シリーズ
HPCFL-400P
HPC1U-400P※

HPCSF-400P※

【対応電源】
eNSP3-450Pシリーズ
mNSP3-450Pシリーズ
HNSP9-520Pシリーズ

※停電バックアップ可能タイプに対応

【瞬停】

【瞬低】

電力会社の送電線の切り替えや、落雷などが原因

■原因

ハードウェアの寿命が短縮したり、データの損失や
異常などの恐れがある

■影響

エアコンやプリンターなど大きな電力を必要とする機
器を同時に動作させると起こる。また、タコ足配線や
配線設備が古い等も原因

■原因

電圧が90V以下になるとほとんどの機器が動作せず
停電と同様の状態となる

■影響

【バックアップ時間】

時間[s]

出力電力[W]

0 50 100 150 200 250 300 350 400
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

3.20

1.82

1.00

コンデンサ4個タイプ
(CB01A-EC400/322F)

0.62

2.102.10

1.101.10

BS13A-EC400/422F

0.550.55

0.260.26

0.87

1.44

2.50

4.02

1.16

1.93

3.35

5.46

コンデンサ6個タイプ
(CB01A-EC400/482F)

コンデンサ8個タイプ
(CB01A-EC400/642F)

【保持時間】 
約80msec（130W出力時）

停電 不意の停電も安心

瞬停と瞬低 バッチリ対策

その他特長 電源に関わる課題にしっかり対応

基板単体での販売、および電源へ
の後付けは行っておりませんので
ご注意下さい。
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多種多様の電源を取り添えています！まずお電話を http://www.nipron.co.jp/ 電源選定のポイント教えます！WEB直販 http://www.nipron.co.jp/

80角ファンを装着

ファン用電源（24V）は外部装置

または電源出力（24Vタイプの

場合）より供給

ACC3363

【製品ラインアップ】

ACC3363-02

コンデンサユニット
接続用ハーネス付き

コンデンサユニット
接続用ハーネス無し

電源-コンデンサユニット間
接続用中継ハーネス（ACC3363に付属）

OZP-350は連続350W、強制空冷時には連続500Wま

で出力が可能になります。基板型電源だけでなくユニ

ット型電源からの置き換えも考えられ、高効率・ファン

レス・装置の小型化などのメリットが得られます。

他社製品と比較しても、同等サイズの電源であれば、効率・出力電力・漏洩電流値など、多くの項目でUZPシリーズの方が優位性を持ちます。
また、他社240W電源とUZP-220を比較した場合、容量面では若干不利に見えますが、電力密度で換算すると他社240W電源は約0.37W/cm3、
UZP-220は約0.56W/cm3で、その差は約1.5倍と高い電力密度を誇ります。そしてUZPシリーズの大きな特長の一つとして高ピーク出力があり
ます。UZPシリーズのピーク出力は400Wで、UZP-220は連続容量の約1.8倍、UZP-150は連続容量の約2.6倍のピーク出力が可能です。

また、ピーク600Wまで出力を得ることが出来ます。

ピーク対応のために600Wクラスの電源を使用している

お客様にとっては必ずや置き換えメリットがあります。

並列運転による容量アップも可能ですので、下記の

出力仕様を参考にぜひご検討ください。

OZP-350の効率は、AC100V入力時：92％ typ、

AC200V入力時：94％ typです。他社相当品と比較す

ると、6％前後の高率差となっております。そして、高

効率化により、発熱が抑えられ、長寿命化も実現して

おります。

低発熱 & 長寿命

OZP-350は、超高効率化により発熱を低く抑えることが可能と
なり、電源だけでなく装置全体の長寿命化が期待できます。

■温度上昇の比較

他社相当品OZP-350

【測定条件：AC100V入力、負荷300W、周囲温度25℃】

90℃前後70℃前後

効率にメリット

容量にメリット

医療規格ＩＥＣ６０６０１-１ ２ｎｄ、３ｒｄ（ＭＯＰＰ）取得機種 

“ｍＵＺＰ”シリーズもラインアップ

連　続：１８０/２２０Ｗ ピーク： ４００Ｗ

出力電圧：１２/１８/２４/３６/４８Ⅴ

連　続：３５０Ｗ （５００Ｗ） ピーク： ６００Ｗ

出力電圧：１２/２４/３０/３６/４８Ⅴ
高効率 / 高機能タイプ

SeriesＵＺＰ-２２０

連　続：１５０Ｗ

出力電圧：１２/１８/２４/３６/４８Ⅴ

ピーク： ４００Ｗ

エコノミータイプ

ＵＺＰ-１５０ Series 効率値 （出力電圧24V時）

AC100V時： ８８.５％

AC230V時： ９２.０％

効率値 （出力電圧24V時）

AC100V時： ９１.５％

AC230V時： ９４.０％

スタンバイ出力基板（5VSB/12VSB）付もラインアップ

瞬停バックアップ基板を搭載可能

スタンバイ出力基板

瞬停バックアップ基板

各種基板で用途は拡大!!

※実測の一例

※実測の一例

※UZP-220での値

（開発予定）

（開発予定）

外部電源を用意しなくてもリモートON/OFF制御が可能となります。また、スタンバイ出

力の軽負荷時の消費電力が小さいため、ErP指令Lot6に対応することも可能です。

スタンバイ出力基板（5VSB）を装着時、約0.2W(AC230V入力時)/約0.3W(AC100V入力

時)※までErP指令に適合します。

保持時間：約80msec （130W出力時）

瞬停バックアップ基板を搭載モデルでは、

AC入力の瞬時停電時にも、出力電圧を安定に保持！

電力事情の悪い環境でも、安心してご利用いただけます。

電源

電源タイプ 基板型 基板型 ユニット型 ユニット型

効率（100V/200V）

突入電流（100V/200V）

漏洩電流（100V/240V）

出力電圧

出力電力（連続）

出力電力（強制空冷）

出力電力（ピーク）

サイズ（W×H※×D mm）

質量

※基板底面からの高さ

※基板底面からの高さ

92/94％ typ 85/88％ typ

14/28A typ 15/30A typ

0.06/0.17mA typ 0.45/0.75mA max

24V

350W

500W

600W

95×44×222

650g typ

24V

300W

336W

456W

95×49×222

810g max

79/82％ typ

20/40A typ

0.45/0.75mA max

24V

- W

336W

- W

102×42×170

1,000g max

81/84％ typ

20/40A typ

0.45/0.75mA max

24V

- W

648W

- W

120×61×190

1,600g max

OZP-350-24 他社300W電源A 他社300W電源B 他社600W電源

32

57

107

252

■OZP-350 12V出力タイプ

並列運転時 出力仕様
■OZP-350 24/30/36/48V出力タイプ
使用台数 1台（通常）

350W

500W 900W

630W

1350W

600W 1080W 1620W

945W

2台（並列） 3台（並列）

連続（通常）

連続（空冷）

ピーク

使用台数 1台（通常）

300W

430W 774W

540W

1161W

500W 900W 1350W

810W

2台（並列） 3台（並列）

連続（通常）

連続（空冷）

ピーク

150～200Wクラスの小型・高効率電源UZPシリーズは発売から間も無いにも関わらず大変ご好評を頂いております。高効率・
高機能タイプのUZP-220シリーズとお求めやすいエコノミータイプのUZP-150シリーズをラインアップ。24V出力タイプで高効
率94% typを実現し、省エネとCO2削減に大幅貢献します。他社相当品と比較して約5%（150W時）～10%（50W時）の効率向上、
また同サイズでありながら220Wの出力が可能です。

小型ながらも機能はウルトラ級

最大効率95%を達成した超高効率の基板型AC-DCスイッチン
グ電源OZP-350は他社300W相当品と同等サイズでありなが
ら連続350W（500W）、ピーク600W出力が可能です。他にも、
低ノイズ、低漏れ電流、低待機電力など様々な特長を持ち、
組込みや置き換えにおいてのメリットは大いにあります。また、
強制空冷用のファン付きカバーもラインアップし、バリエーショ
ン豊かな電源となっております。

95％の超高効率を実現

UZP-150 UZP-220

電源

電源タイプ 基板型 基板型 基板型 基板型

効率（100V/200V）

突入電流（100V/200V）

漏洩電流（100V/240V）

出力電圧

出力電力（連続）

出力電力（強制空冷）

出力電力（ピーク）

サイズ（W×H※×D mm）

質量

91.5/93.5％ typ 88.5/91.5％ typ

17/34A typ 17/34A typ

0.06/0.14mA typ 0.06/0.14mA typ

24V

220.8W

331.2W

400.8W

75×33×160

310g typ

24V

151.2W

271.2W

400.8W

75×32×160

300g typ

85.5/88％ typ 87/90％ typ

15/30A typ 15/30A typ

0.40/0.75mA max 0.5mA max

24V

151.2W

- W

302.4W

75×33.5×160

380g max

基板型

84/87％ typ

15/30A typ

0.40/0.75mA max

24V

103.2W

- W

206.4W

62×30×155

290g max

24V

151.2W

- W

302.4W

75×34×160

360g typ

UZP-220-24 UZP-150-24 他社100W電源 他社150W電源① 他社150W電源②

基板型

86/88.5％ typ

20/40A typ

0.40/0.75mA max

24V

240W

300W

480W

84×43×180

540g max

他社240W電源

ニプロンイチ押しのAC-DCスイッチング電源

OZP-350 series UZP series

組み込むことでのメリットポイントをご紹介！！装置の性能・信頼性アップを実現します

ファン+カバー付モデルに
コンデンサユニットを接続した状態

500W連続運転が可能!! 
OZP-350用ファン付きカバー（ACC3363）ラインアップ

（ ）内は強制空冷時

（ ）内は強制空冷時

他社製品との比較

他社製品との比較

OZP-350 組込み&置き換えメリット

専用ハーネスを介してコンデンサバックアップ
ユニット（以下コンデンサユニットと略）と接続
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多種多様の電源を取り添えています！まずお電話を http://www.nipron.co.jp/ 電源選定のポイント教えます！WEB直販 http://www.nipron.co.jp/

80角ファンを装着

ファン用電源（24V）は外部装置

または電源出力（24Vタイプの

場合）より供給

ACC3363

【製品ラインアップ】

ACC3363-02

コンデンサユニット
接続用ハーネス付き

コンデンサユニット
接続用ハーネス無し

電源-コンデンサユニット間
接続用中継ハーネス（ACC3363に付属）

OZP-350は連続350W、強制空冷時には連続500Wま

で出力が可能になります。基板型電源だけでなくユニ

ット型電源からの置き換えも考えられ、高効率・ファン

レス・装置の小型化などのメリットが得られます。

他社製品と比較しても、同等サイズの電源であれば、効率・出力電力・漏洩電流値など、多くの項目でUZPシリーズの方が優位性を持ちます。
また、他社240W電源とUZP-220を比較した場合、容量面では若干不利に見えますが、電力密度で換算すると他社240W電源は約0.37W/cm3、
UZP-220は約0.56W/cm3で、その差は約1.5倍と高い電力密度を誇ります。そしてUZPシリーズの大きな特長の一つとして高ピーク出力があり
ます。UZPシリーズのピーク出力は400Wで、UZP-220は連続容量の約1.8倍、UZP-150は連続容量の約2.6倍のピーク出力が可能です。

また、ピーク600Wまで出力を得ることが出来ます。

ピーク対応のために600Wクラスの電源を使用している

お客様にとっては必ずや置き換えメリットがあります。

並列運転による容量アップも可能ですので、下記の

出力仕様を参考にぜひご検討ください。

OZP-350の効率は、AC100V入力時：92％ typ、

AC200V入力時：94％ typです。他社相当品と比較す

ると、6％前後の高率差となっております。そして、高

効率化により、発熱が抑えられ、長寿命化も実現して

おります。

低発熱 & 長寿命

OZP-350は、超高効率化により発熱を低く抑えることが可能と
なり、電源だけでなく装置全体の長寿命化が期待できます。

■温度上昇の比較

他社相当品OZP-350

【測定条件：AC100V入力、負荷300W、周囲温度25℃】

90℃前後70℃前後

効率にメリット

容量にメリット

医療規格ＩＥＣ６０６０１-１ ２ｎｄ、３ｒｄ（ＭＯＰＰ）取得機種 

“ｍＵＺＰ”シリーズもラインアップ

連　続：１８０/２２０Ｗ ピーク： ４００Ｗ

出力電圧：１２/１８/２４/３６/４８Ⅴ

連　続：３５０Ｗ （５００Ｗ） ピーク： ６００Ｗ

出力電圧：１２/２４/３０/３６/４８Ⅴ
高効率 / 高機能タイプ

SeriesＵＺＰ-２２０

連　続：１５０Ｗ

出力電圧：１２/１８/２４/３６/４８Ⅴ

ピーク： ４００Ｗ

エコノミータイプ

ＵＺＰ-１５０ Series 効率値 （出力電圧24V時）

AC100V時： ８８.５％

AC230V時： ９２.０％

効率値 （出力電圧24V時）

AC100V時： ９１.５％

AC230V時： ９４.０％

スタンバイ出力基板（5VSB/12VSB）付もラインアップ

瞬停バックアップ基板を搭載可能

スタンバイ出力基板

瞬停バックアップ基板

各種基板で用途は拡大!!

※実測の一例

※実測の一例

※UZP-220での値

（開発予定）

（開発予定）

外部電源を用意しなくてもリモートON/OFF制御が可能となります。また、スタンバイ出

力の軽負荷時の消費電力が小さいため、ErP指令Lot6に対応することも可能です。

スタンバイ出力基板（5VSB）を装着時、約0.2W(AC230V入力時)/約0.3W(AC100V入力

時)※までErP指令に適合します。

保持時間：約80msec （130W出力時）

瞬停バックアップ基板を搭載モデルでは、

AC入力の瞬時停電時にも、出力電圧を安定に保持！

電力事情の悪い環境でも、安心してご利用いただけます。

電源

電源タイプ 基板型 基板型 ユニット型 ユニット型

効率（100V/200V）

突入電流（100V/200V）

漏洩電流（100V/240V）

出力電圧

出力電力（連続）

出力電力（強制空冷）

出力電力（ピーク）

サイズ（W×H※×D mm）

質量

※基板底面からの高さ

※基板底面からの高さ

92/94％ typ 85/88％ typ

14/28A typ 15/30A typ

0.06/0.17mA typ 0.45/0.75mA max

24V

350W

500W

600W

95×44×222

650g typ

24V

300W

336W

456W

95×49×222

810g max

79/82％ typ

20/40A typ

0.45/0.75mA max

24V

- W

336W

- W

102×42×170

1,000g max

81/84％ typ

20/40A typ

0.45/0.75mA max

24V

- W

648W

- W

120×61×190

1,600g max

OZP-350-24 他社300W電源A 他社300W電源B 他社600W電源

32

57

107

252

■OZP-350 12V出力タイプ

並列運転時 出力仕様
■OZP-350 24/30/36/48V出力タイプ
使用台数 1台（通常）

350W

500W 900W

630W

1350W

600W 1080W 1620W

945W

2台（並列） 3台（並列）

連続（通常）

連続（空冷）

ピーク

使用台数 1台（通常）

300W

430W 774W

540W

1161W

500W 900W 1350W

810W

2台（並列） 3台（並列）

連続（通常）

連続（空冷）

ピーク

150～200Wクラスの小型・高効率電源UZPシリーズは発売から間も無いにも関わらず大変ご好評を頂いております。高効率・
高機能タイプのUZP-220シリーズとお求めやすいエコノミータイプのUZP-150シリーズをラインアップ。24V出力タイプで高効
率94% typを実現し、省エネとCO2削減に大幅貢献します。他社相当品と比較して約5%（150W時）～10%（50W時）の効率向上、
また同サイズでありながら220Wの出力が可能です。

小型ながらも機能はウルトラ級

最大効率95%を達成した超高効率の基板型AC-DCスイッチン
グ電源OZP-350は他社300W相当品と同等サイズでありなが
ら連続350W（500W）、ピーク600W出力が可能です。他にも、
低ノイズ、低漏れ電流、低待機電力など様々な特長を持ち、
組込みや置き換えにおいてのメリットは大いにあります。また、
強制空冷用のファン付きカバーもラインアップし、バリエーショ
ン豊かな電源となっております。

95％の超高効率を実現

UZP-150 UZP-220

電源

電源タイプ 基板型 基板型 基板型 基板型

効率（100V/200V）

突入電流（100V/200V）

漏洩電流（100V/240V）

出力電圧

出力電力（連続）

出力電力（強制空冷）

出力電力（ピーク）

サイズ（W×H※×D mm）

質量

91.5/93.5％ typ 88.5/91.5％ typ

17/34A typ 17/34A typ

0.06/0.14mA typ 0.06/0.14mA typ

24V

220.8W

331.2W

400.8W

75×33×160

310g typ

24V

151.2W

271.2W

400.8W

75×32×160

300g typ

85.5/88％ typ 87/90％ typ

15/30A typ 15/30A typ

0.40/0.75mA max 0.5mA max

24V

151.2W

- W

302.4W

75×33.5×160

380g max

基板型

84/87％ typ

15/30A typ

0.40/0.75mA max

24V

103.2W

- W

206.4W

62×30×155

290g max

24V

151.2W

- W

302.4W

75×34×160

360g typ

UZP-220-24 UZP-150-24 他社100W電源 他社150W電源① 他社150W電源②

基板型

86/88.5％ typ

20/40A typ

0.40/0.75mA max

24V

240W

300W

480W

84×43×180

540g max

他社240W電源

ニプロンイチ押しのAC-DCスイッチング電源

OZP-350 series UZP series

組み込むことでのメリットポイントをご紹介！！装置の性能・信頼性アップを実現します

ファン+カバー付モデルに
コンデンサユニットを接続した状態

500W連続運転が可能!! 
OZP-350用ファン付きカバー（ACC3363）ラインアップ

（ ）内は強制空冷時

（ ）内は強制空冷時

他社製品との比較

他社製品との比較

OZP-350 組込み&置き換えメリット

専用ハーネスを介してコンデンサバックアップ
ユニット（以下コンデンサユニットと略）と接続
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10W～1,500Wまでの単出力電源はぜひニプロンで！ http://www.nipron.co.jp/ 使って安心！ニプロン電源 http://www.nipron.co.jp/

OZM-030
（3出力）

GPSA-750 GPSA-1500GPSA-600GPSA-360
OZM-015
（3出力）

シャーシ・カバー無：50×28×105 シャーシ・カバー付：57×36×125

シャーシ・カバー無：50×28×127
シャーシ・カバー付：57×38×147

シャーシ・カバー無：65×31.5×140
シャーシ・カバー付：72×38×160

シャーシ・カバー無：55×28×133
シャーシ・カバー付：65×36×163

シリーズ名 ピーク出力出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

ピーク出力 サイズ(W×H×D）

+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V 9.9～16.8W － WOZ-015

シャーシ・カバー無：55×28×133 シャーシ・カバー付：65×36×163+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V 19.8～31.2W － WOZ-030

シャーシ・カバー無：55×32×195 シャーシ・カバー付：65×42×225+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V 39.6～60W － WOZ-060

シャーシ・カバー無：73×35×180 シャーシ・カバー付：83.8×45×210+12/15V※1, +24V, +30/36V※1, +48V 120～122.4W 180～216W

270～300W

198～400W

OZP-120

※1 出力切替タイプ
※2 ボリューム調節にて、36V出力は30V出力電源としても使用が可能です

シャーシ・カバー無：73×40×222 シャーシ・カバー付：83.8×51×252+12/15V※1, +24V 168WOZP-170

シャーシ・カバー無：73×41×222 シャーシ・カバー付：83.8×51×252+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V, +36V, +48V 132～201.6W

300～352.8W

OZP-200※2

504～600W シャーシ・カバー無：95×47×222 シャーシ・カバー付：107×57×252+12V, +24V, +30V, +36V, +48VOZP-350

基板型AC-DC単出力電源 OZシリーズ 入力：AC85～264V（ワールドワイド）

シャーシ・カバー無：75×35×160 シャーシ・カバー付：83.8×45×188

シリーズ名 ピーク出力出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+12V, +18V, +24V, +36V, +48V 150～153.6W 400.8～401.4WUZP-150

シャーシ・カバー無：75×36×160 シャーシ・カバー付：83.8×45×188+12V, +18V, +24V, +36V, +48V 180～220.8W 400.8～401.4WUZP-220

基板型AC-DC単出力電源 UZPシリーズ 入力：AC85～264V（ワールドワイド）

シリーズ名 ピーク出力（AC100V時） ピーク出力（AC200V時）出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+12V, +24V 360W 480～499.2WGPSA-360

+12V, +24V, +36V, +48V 600W 960～1200WGPSA-600

+12V, +24V 672～720W 840WGPSA-750

+24V, +48V 1056W（1500W）

（ ）内はAC200V入力時

1320W

480～600W

1200～1440W

840W

1992WGPSA-1500

ユニット型AC-DC単出力電源 GPSAシリーズ

シリーズ名 出力電圧（単出力） 最大出力

基板型AC-DC単出力電源 OZPシリーズ 入力：AC85～264V（ワールドワイド）

OZM-030
（2出力）

OZ-015

OZP-170 OZP-200 OZP-350

OZ-030 OZ-060 OZP-120

UZP-150 UZP-220

●低待機電力仕様でCO2・電気料金の削減を実現

●全シリーズ同期整流方式による高効率化を実現

●産業用に適した両面スルーホール基板採用

●低ノイズ＆低漏れ電流（基板単体でVCCI ClassBクリア）

●医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP)準拠

■停電バックアップ対応

① ② ④③

■OZP-120/170 12V,24Vに対応
■OZP-120/170に対応

専用のバッテリパック接続で、
停電バックアップが可能

≪バッテリパック型式≫
12V用：BS24A-H12/2.0L
24V用：BS14A-H24/2.5L

■機能を絞ったローコストタイプ ■医療規格取得機種ラインアップ

■停電バックアップ対応

■特長

■医療規格取得機種ラインアップ

■DC入力タイプラインアップ（予定）

≪無くした機能≫

・出力電圧切替
・停電検出機能
・RC（リモート)機能

・停電ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能
・出力電圧可変ﾎﾞﾘｭｰﾑ

mOZP-200：IEC60601-1 3rd取得

mOZP-350：IEC60601-1 2nd, 3rd取得

mUZP-150：IEC60601-1 2nd, 3rd取得

mUZP-220：IEC60601-1 2nd, 3rd取得

UZPシリーズのDC入力タイプも
ラインアップ予定

（基板タイプのみ）

①DC入力タイプ

④出力電圧

②出力電力：200/350
③入力電圧： HV⇒DC140V～DC370V

LV⇒DC40V～140V

型式：OZD-***-○○/**V-***-*型式：OZP-***-**-J0L

41×128×230

61×128×240

82×128×235

82×128×250

入力：AC85～264V（ワールドワイド）

シリーズ名 製品型式 出力電圧（マルチ出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+3.3/+12/-12V

+3.3/+15/-15V

+5/+12/-12V

+5/+15/-15V

13.8W

14.1W

17.2W

17.5W

OZM-015

OZM-015-0312N12

OZM-015-0315N15

OZM-015-0512N12

OZM-015-0515N15

+3.3/+12/-12V

+3.3/+15/-15V

+5/+12/-12V

+5/+15/-15V

29.1W

29.4W

34.2W

34.5W

OZM-030

OZM-030-0312N12

OZM-030-0315N15

OZM-030-0512N12

OZM-030-0515N15

+12/-12V

+15/-15V

36W

36W
OZM-030

OZM-030-12N12

OZM-030-15N15

基板型AC-DCマルチ出力電源 OZMシリーズ

24Vタイプ（GPSA-1500は除く）は
停電バックアップが可能

バッテリパック型式：BS14A-H24/2.5L（24V用）

IEC60601-1 2nd, 3rd取得 ※GPSA-750は準拠

型式：mGPSA-360-**-**

ニプロンは、絶対に潰れず、絶対に止まらない電源を

世の中に送り続けるため電源の品質と技術の向上にこだわりを持ち、

「安全・安心な電源づくり」を追求しています

ニプロン電源

海外製電源の破損例①

フィルムコンデンサの破裂

電解コンデンサの破裂

スパーク痕

1次側FETのショート破裂

このとき高熱になるため発火の恐れあり

部品不良および設計不良が考えられる

高圧回路の絶縁距離不足が考えられる

基板焼失で電源内もすすだらけ

すっきりレイアウトで冷却に優れ、
高圧の部品間干渉も配慮しております。

シリコンのみで固定されたサーミスタ

リードで遠くに押しやられたPFCの
高圧フィルムコンデンサ

非規則的で唯一無二な形状の絶縁シート

インレットの裏に
直はんだ付けの接地コンデンサ

フィルムコンデンサ + ラインフィルタ +
フィルムコンデンサの三段重ねの空中配線

海外製PC電源は非常に安価で手に入ります。しかし、安価な分、信頼性は非常に低く、電源のトラブ

ル等で痛い思いをしたお客様も数多くおられるのではないでしょうか。発売から間もないのに生産中

止となるものも数多く、壊れても同じ電源を入手しづらいというお声をよく伺います。また、エンドユー

ザー様からも、大切な機器に組み込まれている海外製電源が故障し、生産中止のため「ニプロンの

電源で代替品はないのか」と日々多くのお問合せを頂いております。ニプロンなら高信頼性と長期安

定供給により、お客様のお困り事も解決できます。信頼性の違いは電源内部を見て頂ければ一目瞭

然。電源内部の違いを是非ご確認下さい。そして、電源をご検討される際に、電源価格の差と不慮

の事故で掛かる損害の差を比較して頂けますと幸いです。

これほど違う！？国産ニプロン電源と海外製電源

安価な海外電源（一例）

見つからない電源はまずニプロンへ！

電源を探すならニプロン即納ショップがオススメ！

今や、PC電源の主流はATX電源になり、AT電源の需要は減少し、生産中止とする電源メーカが増えています。しかし、今でもAT電源は
産業用途として、または保守用途として所望されています。ニプロンは長期安定供給を掲げておりますので、AT/ATX電源の生産も標準
品として継続しております。ご安心してお使い下さい。　

即納ショップはニプロンが提供する電源専門WEB 直販サイトです即納ショップはニプロンが提供する電源専門WEB 直販サイトです

相対表イメージ

電源 即納『電源 即納』で検索!!

海外製電源の破損例②

海外製電源の破損例③

海外製電源の破損例④

【即納ショップの特長】

●AT/ATX電源を含む300機種を越す常時在庫

●100%国内生産

●電源の破損、保守交換の際には電源相対表が便利

●最新電源や人気電源などを対象にしたキャンペーンを実施

●月～金曜日の15時までのご注文頂で即日発送が可能
※金曜日の15時以降および土日祝日のご注文は翌営業日の発送

入力：AC85～264V（ワールドワイド）

汎用電源ラインアップ一覧

DC入力タイプにつきましては
お問合せ下さい。
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10W～1,500Wまでの単出力電源はぜひニプロンで！ http://www.nipron.co.jp/ 使って安心！ニプロン電源 http://www.nipron.co.jp/

OZM-030
（3出力）

GPSA-750 GPSA-1500GPSA-600GPSA-360
OZM-015
（3出力）

シャーシ・カバー無：50×28×105 シャーシ・カバー付：57×36×125

シャーシ・カバー無：50×28×127
シャーシ・カバー付：57×38×147

シャーシ・カバー無：65×31.5×140
シャーシ・カバー付：72×38×160

シャーシ・カバー無：55×28×133
シャーシ・カバー付：65×36×163

シリーズ名 ピーク出力出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

ピーク出力 サイズ(W×H×D）

+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V 9.9～16.8W － WOZ-015

シャーシ・カバー無：55×28×133 シャーシ・カバー付：65×36×163+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V 19.8～31.2W － WOZ-030

シャーシ・カバー無：55×32×195 シャーシ・カバー付：65×42×225+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V 39.6～60W － WOZ-060

シャーシ・カバー無：73×35×180 シャーシ・カバー付：83.8×45×210+12/15V※1, +24V, +30/36V※1, +48V 120～122.4W 180～216W

270～300W

198～400W

OZP-120

※1 出力切替タイプ
※2 ボリューム調節にて、36V出力は30V出力電源としても使用が可能です

シャーシ・カバー無：73×40×222 シャーシ・カバー付：83.8×51×252+12/15V※1, +24V 168WOZP-170

シャーシ・カバー無：73×41×222 シャーシ・カバー付：83.8×51×252+3.3V, +5V, +12V, +15V, +24V, +36V, +48V 132～201.6W

300～352.8W

OZP-200※2

504～600W シャーシ・カバー無：95×47×222 シャーシ・カバー付：107×57×252+12V, +24V, +30V, +36V, +48VOZP-350

基板型AC-DC単出力電源 OZシリーズ 入力：AC85～264V（ワールドワイド）

シャーシ・カバー無：75×35×160 シャーシ・カバー付：83.8×45×188

シリーズ名 ピーク出力出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+12V, +18V, +24V, +36V, +48V 150～153.6W 400.8～401.4WUZP-150

シャーシ・カバー無：75×36×160 シャーシ・カバー付：83.8×45×188+12V, +18V, +24V, +36V, +48V 180～220.8W 400.8～401.4WUZP-220

基板型AC-DC単出力電源 UZPシリーズ 入力：AC85～264V（ワールドワイド）

シリーズ名 ピーク出力（AC100V時） ピーク出力（AC200V時）出力電圧（単出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+12V, +24V 360W 480～499.2WGPSA-360

+12V, +24V, +36V, +48V 600W 960～1200WGPSA-600

+12V, +24V 672～720W 840WGPSA-750

+24V, +48V 1056W（1500W）

（ ）内はAC200V入力時

1320W

480～600W

1200～1440W

840W

1992WGPSA-1500

ユニット型AC-DC単出力電源 GPSAシリーズ

シリーズ名 出力電圧（単出力） 最大出力

基板型AC-DC単出力電源 OZPシリーズ 入力：AC85～264V（ワールドワイド）

OZM-030
（2出力）

OZ-015

OZP-170 OZP-200 OZP-350

OZ-030 OZ-060 OZP-120

UZP-150 UZP-220

●低待機電力仕様でCO2・電気料金の削減を実現

●全シリーズ同期整流方式による高効率化を実現

●産業用に適した両面スルーホール基板採用

●低ノイズ＆低漏れ電流（基板単体でVCCI ClassBクリア）

●医療規格IEC60601-1 3rd（MOOP)準拠

■停電バックアップ対応

① ② ④③

■OZP-120/170 12V,24Vに対応
■OZP-120/170に対応

専用のバッテリパック接続で、
停電バックアップが可能

≪バッテリパック型式≫
12V用：BS24A-H12/2.0L
24V用：BS14A-H24/2.5L

■機能を絞ったローコストタイプ ■医療規格取得機種ラインアップ

■停電バックアップ対応

■特長

■医療規格取得機種ラインアップ

■DC入力タイプラインアップ（予定）

≪無くした機能≫

・出力電圧切替
・停電検出機能
・RC（リモート)機能

・停電ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ機能
・出力電圧可変ﾎﾞﾘｭｰﾑ

mOZP-200：IEC60601-1 3rd取得

mOZP-350：IEC60601-1 2nd, 3rd取得

mUZP-150：IEC60601-1 2nd, 3rd取得

mUZP-220：IEC60601-1 2nd, 3rd取得

UZPシリーズのDC入力タイプも
ラインアップ予定

（基板タイプのみ）

①DC入力タイプ

④出力電圧

②出力電力：200/350
③入力電圧： HV⇒DC140V～DC370V

LV⇒DC40V～140V

型式：OZD-***-○○/**V-***-*型式：OZP-***-**-J0L

41×128×230

61×128×240

82×128×235

82×128×250

入力：AC85～264V（ワールドワイド）

シリーズ名 製品型式 出力電圧（マルチ出力） 最大出力 サイズ(W×H×D）

+3.3/+12/-12V

+3.3/+15/-15V

+5/+12/-12V

+5/+15/-15V

13.8W

14.1W

17.2W

17.5W

OZM-015

OZM-015-0312N12

OZM-015-0315N15

OZM-015-0512N12

OZM-015-0515N15

+3.3/+12/-12V

+3.3/+15/-15V

+5/+12/-12V

+5/+15/-15V

29.1W

29.4W

34.2W

34.5W

OZM-030

OZM-030-0312N12

OZM-030-0315N15

OZM-030-0512N12

OZM-030-0515N15

+12/-12V

+15/-15V

36W

36W
OZM-030

OZM-030-12N12

OZM-030-15N15

基板型AC-DCマルチ出力電源 OZMシリーズ

24Vタイプ（GPSA-1500は除く）は
停電バックアップが可能

バッテリパック型式：BS14A-H24/2.5L（24V用）

IEC60601-1 2nd, 3rd取得 ※GPSA-750は準拠

型式：mGPSA-360-**-**

ニプロンは、絶対に潰れず、絶対に止まらない電源を

世の中に送り続けるため電源の品質と技術の向上にこだわりを持ち、

「安全・安心な電源づくり」を追求しています

ニプロン電源

海外製電源の破損例①

フィルムコンデンサの破裂

電解コンデンサの破裂

スパーク痕

1次側FETのショート破裂

このとき高熱になるため発火の恐れあり

部品不良および設計不良が考えられる

高圧回路の絶縁距離不足が考えられる

基板焼失で電源内もすすだらけ

すっきりレイアウトで冷却に優れ、
高圧の部品間干渉も配慮しております。

シリコンのみで固定されたサーミスタ

リードで遠くに押しやられたPFCの
高圧フィルムコンデンサ

非規則的で唯一無二な形状の絶縁シート

インレットの裏に
直はんだ付けの接地コンデンサ

フィルムコンデンサ + ラインフィルタ +
フィルムコンデンサの三段重ねの空中配線

海外製PC電源は非常に安価で手に入ります。しかし、安価な分、信頼性は非常に低く、電源のトラブ

ル等で痛い思いをしたお客様も数多くおられるのではないでしょうか。発売から間もないのに生産中

止となるものも数多く、壊れても同じ電源を入手しづらいというお声をよく伺います。また、エンドユー

ザー様からも、大切な機器に組み込まれている海外製電源が故障し、生産中止のため「ニプロンの

電源で代替品はないのか」と日々多くのお問合せを頂いております。ニプロンなら高信頼性と長期安

定供給により、お客様のお困り事も解決できます。信頼性の違いは電源内部を見て頂ければ一目瞭

然。電源内部の違いを是非ご確認下さい。そして、電源をご検討される際に、電源価格の差と不慮

の事故で掛かる損害の差を比較して頂けますと幸いです。

これほど違う！？国産ニプロン電源と海外製電源

安価な海外電源（一例）

見つからない電源はまずニプロンへ！

電源を探すならニプロン即納ショップがオススメ！

今や、PC電源の主流はATX電源になり、AT電源の需要は減少し、生産中止とする電源メーカが増えています。しかし、今でもAT電源は
産業用途として、または保守用途として所望されています。ニプロンは長期安定供給を掲げておりますので、AT/ATX電源の生産も標準
品として継続しております。ご安心してお使い下さい。　

即納ショップはニプロンが提供する電源専門WEB 直販サイトです即納ショップはニプロンが提供する電源専門WEB 直販サイトです

相対表イメージ

電源 即納『電源 即納』で検索!!

海外製電源の破損例②

海外製電源の破損例③

海外製電源の破損例④

【即納ショップの特長】

●AT/ATX電源を含む300機種を越す常時在庫

●100%国内生産

●電源の破損、保守交換の際には電源相対表が便利

●最新電源や人気電源などを対象にしたキャンペーンを実施

●月～金曜日の15時までのご注文頂で即日発送が可能
※金曜日の15時以降および土日祝日のご注文は翌営業日の発送

入力：AC85～264V（ワールドワイド）

汎用電源ラインアップ一覧

DC入力タイプにつきましては
お問合せ下さい。



7 8

グリーンパワーソリューションの魅力を教えます！ http://www.nipron.co.jp/ 『創電』・『蓄電』・『節電』を実現するニプロンＧＰシステム http://www.nipron.co.jp/

ＧＢＭ電源 （バッテリ充放電用）

<双方向ＤＣ-ＤＣコンバータ>

①

GPシステムにおいて、発電電力量が低下した時に足りないエ
ネルギーを系統から供給する役割を持ちます。また、料金の
安い深夜電力を取り込む電源として活用することも可能です。

ＧＰシステム構成電源

ＧＰシステム 仕様例

■仕様はお客様のシステムに合わせ変更可能です。お問合せ下さい。

AC給電用 バッテリ充放電用 太陽光発電用

AC-DC整流器 GBM電源 100年コンバーター

用途

構成電源

DC20V～400V
DC55.2V 40Ah
（東芝社製SCiB）

※ピーク電力カット時の出力電圧

放電：255V（285V※）
充電：62.4V（充電電圧）

放電：2500W
充電：2500W

DC300V出力電圧

入力電圧

最大出力容量

AC200V

DC280V
（DC200V～330V）

2000W 3300W×2系統

環境に合った最適なシステムをご提案ニプロン グリーンパワーソリューションニプロン グリーンパワーソリューション

ニプロン ＧＰシステム

DC AC

DC AC

ＰＶの発電量を増やし売電収入をＵＰ！
樹木や建物などの陰によるストリング
間の電圧差を解消し、最大限のエネル
ギーを取り出すことが可能です。

GBM電源は『たじゅぶうユニット』と呼ばれるモジュールで構
成されており、モジュールの入れ替えで充電量・放電量など
システムに合わせフレキシブルに構築が可能です。また、外
部からの状態監視及び、リモートコントロールも可能です。

１００年コンバーター （太陽光発電用）

<ＭＰＰＴ制御付 小型昇圧ＤＣ-ＤＣコンバータ>

※当製品の詳細は本紙P.9-10をご参照ください

REC-1000 REC-2000

②

ＡＣ-ＤＣ整流器
<定電圧電源>

③

■バッテリー公称容量：40Ah
■バックアップ可能時間：約45分（2kW）

バッテリー
<使用バッテリー：東芝社製 「ＳＣｉＢ」>

④

①

④

③ ②

商用電源（AC200～240V）の取り込みが可能

実証実験納入実績あり

太陽光発電

（風力 ・燃料電池なども対応可能）

蓄電池
ＤＣ対応電源、

ＤＣ-ＡＣインバータなど

ニプロングリーンパワーシステム（GPシステム）はストコンや充放電器、
蓄電池などを内蔵した自然エネルギーを有効に活用するシステムです。
自然エネルギーの余剰分を蓄電池に充電し、停電バックアップやピーク
電力カットなどに使用出来ます。また、AC入力も可能で自然エネルギー
が足りない時も安定した動作を実現します。

ＡＣ入力

ＨＶＤＣ

発電電力量が十分得られる場合

発電電力量が少ない場合

太陽光パネルに陰りや発電不良が生じた場合

停電などによりＡＣ給電が中断した場合

ソーラーパネルから発電した電力のみで負
荷に供給します。また、同時にバッテリへの
充電を行います。（整流器電流0A）

太陽光が弱まる夕方など、PV発電で足りな
いエネルギーを、整流器より補う形で同時
供給します。同様に、悪天候による発電停
止時も整流器より電力を供給します。
（PV電流が減り、整流器電流が増える）

太陽光パネルの一部が陰った場合、GPシス
テム内蔵電源『100年コンバーター』は超広
範囲入力を特長としており、DC20V（起動電
圧は24V以上）からでもしっかり昇圧できま
す。たとえ1枚しか発電していなくても1枚分
のエネルギーを供給することが出来ます。
一般的なストリングコンバータでは低くとも
40V程度からしか動作しないものが多いです
が、弊社のストリングコンバータでは少しで
も発電していればしっかり供給することがで
きます。

PVと整流器からの同時供給時に災害など
が発生し、停電が起こった場合、整流器から
の電流は0Aになり、バッテリからの放電に
切り替わります。PVが最優先となっています
ので、PVが発電している分は優先して負荷
に供給することが可能となっております。

ニプロンＧＰシステム 動作イメージ（一例）

太陽光エネルギー 高

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

充電（降圧）

充電（降圧）

充電（降圧）

SCiB
Battery

SCiB
Battery

DC AC

太陽光エネルギー 低

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

SCiB
Battery

SCiB
Battery

DC AC

太陽光パネルの一部が陰る

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

SCiB
Battery

SCiB
Battery

DC AC

太陽光エネルギー 低

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

放電（昇圧）

SCiB
Battery

SCiB
Battery

後1台制御ユニットを入れることで、別系統の制御も可能

6U

たじゅぶうユニット（8ユニットmax）

降圧ユニット 昇圧ユニット

入出力端子
低電圧側

制御ユニット用 空きスロット

入出力端子
高電圧側

制御ユニット

電流センサー

環境に合った最適なシステムをご提案
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電力カットなどに使用出来ます。また、AC入力も可能で自然エネルギー
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ＡＣ入力

ＨＶＤＣ

発電電力量が十分得られる場合

発電電力量が少ない場合

太陽光パネルに陰りや発電不良が生じた場合

停電などによりＡＣ給電が中断した場合

ソーラーパネルから発電した電力のみで負
荷に供給します。また、同時にバッテリへの
充電を行います。（整流器電流0A）

太陽光が弱まる夕方など、PV発電で足りな
いエネルギーを、整流器より補う形で同時
供給します。同様に、悪天候による発電停
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太陽光パネルの一部が陰った場合、GPシス
テム内蔵電源『100年コンバーター』は超広
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のエネルギーを供給することが出来ます。
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ニプロンＧＰシステム 動作イメージ（一例）

太陽光エネルギー 高

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

充電（降圧）

充電（降圧）

充電（降圧）

SCiB
Battery

SCiB
Battery

DC AC

太陽光エネルギー 低

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

SCiB
Battery

SCiB
Battery

DC AC

太陽光パネルの一部が陰る

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

SCiB
Battery

SCiB
Battery

DC AC

太陽光エネルギー 低

AC200V

蓄電池

ＨＶＤＣ

放電（昇圧）

SCiB
Battery

SCiB
Battery

後1台制御ユニットを入れることで、別系統の制御も可能

6U

たじゅぶうユニット（8ユニットmax）

降圧ユニット 昇圧ユニット

入出力端子
低電圧側

制御ユニット用 空きスロット

入出力端子
高電圧側

制御ユニット

電流センサー

環境に合った最適なシステムをご提案
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再生可能エネルギーをストコンでパワーアップ！ http://www.nipron.co.jp/ DC-DCコンバータに関する事なら、まずお電話ください http://www.nipron.co.jp/

発電量が増えて、売電量もアップ
陰などで落ち込むストリングの発電量を「ストコン」で最小限に。
発電可能なパネルからは最大限電力を取り出します。

発電量が増えて、売電量もアップ

ストリングたじゅぶうコンバーター接続箱

陰などで落ち込むストリングの発電量を「ストコン」で最小限に。
発電可能なパネルからは最大限電力を取り出します。

■超広範囲入力

ストリングたじゅぶうコンバーター接続箱（以下、ストコン）はニプロン

のオリジナル技術である多重ブースター回路（たじゅぶう）を発展させ

た超高効率のDC-DC昇圧コンバータです。超広範囲入力が可能な

ため、鳥のフンや落ち葉などによる局所的な陰りや、ソーラーパネル

の設置枚数にばらつきがあっても、低い電圧のストリングをしっかり

持ち揚げて（昇圧して）有効に活用します。また、多重に継るチョーク

コイルのエネルギーのみで直流平滑化を行うことで、電解コンデンサ

を不要としたため実力25年以上の長寿命化が可能です。さらに、屋

外設置が可能なIP44構造としています。

ストコンはソーラー発電用昇圧DC-DCコンバータです。太陽光
パネルへの陰や発電不良で落ち込んだストリングの電圧を最大
電力動作点を維持したまま他ストリングの電圧まで昇圧させる
ことでストリング間の電圧差を無くし、発電可能なパネルからは
最大限電力を取り出すことができます。

寿命部品である電解コンデンサやファンを不要にした拘り設計
の『100年コンバーター』を内蔵電源として採用し、実力25年以上
の長寿命を実現しました。

ストコン

400V入出力タイプ： DC24～400V

600V入出力タイプ： DC45～600V

■超高効率運転を実現！

400V入出力タイプ： 最大時 99.0％

600V入出力タイプ： 最大時 99.4％

データ通信基板

●100TBFL（100年コンバーター）に内蔵のMPPT制御機能を共用

●100TBFL（100年コンバーター）に内蔵の入力電圧/電流計測機能を
　 共用した電力監視機能

太陽電池からの入力電力を常時監視し、時間・日・月等の

電力変化を記録します。

情報通信に無線方式でマルチホップ方式※を採用検討しているため、

長距離の無線通信を実現しています。 

●電力監視機能を使用した、電力劣化監視機能

●情報通信には、無線方式により､電気的絶縁を実現

（無線通信が不可能な場合は、EIA485通信によるシリアル通信も用意しています。）

●情報収集装置にWindowsソフトウエアを採用することにより、
　 安価、メンテナンス性の向上を実現

MPPT制御機能を応用し、入力電圧・入力電流を変動した結果をプロット

することで、太陽電池のV-I特性、V-P特性を計測します。本機能では、

正常時の特性との差異を見つけ、繊細な特性変化を捉えます。

接続箱内の複数の100年コンバーターより得られた月毎の最大電力情

報を基に、電力劣化が起こっているストリング部分を見つけます。 

マルチホップ方式とは、通信子機（100TBFLコンバータ側）が子機機能、中継機能を兼ね備え、

芋づる式に通信を接続します。又、子機ー子機間の通信距離は、数十m以上を確保でき、最長

端では、理論上1kmの通信も可能です。

一般的な監視機能は電流監視方式で、鳥フン等の異常は判り
にくく検出できませんが、ニプロンのストコンは、MPPT機能を流
用した電力監視方式のため、異常をとらえ易く保守が容易にな
り、パネル劣化を防ぎます。また、電力監視・故障分析データが
リアルにシリアル通信で取り出せます。

※

30V

0V

60V

90V

120V

150V

370V

400V

430V

60V

0V

120V

180V

240V

300V

540V

600V

700V

600V系 400V系

ストコン

ストコン

ストコン

ストコン

ストコン

昇
圧

入力範囲：DC24/45～400/600V

1枚のパネルからでも高効率で400～600Vへ

STB100は広範囲での入力が特長です！！

数箇所のストリングが電圧低下、加えてストリングごとの

電圧がバラバラであってもSTB100なら問題ありません！！

ストコン未導入時の発電量

（陰などによりストリングの
  発電量が低下）

ス
ト
コ
ン
導
入
に
よ
り

発
電
量
増
加
！！

１００年コンバーターとは内蔵電源

ストコンの中核を構成する昇圧用DC-DCコンバータです。本コンバ
ータの回路方式は、複数のブースター回路から構成され、位相を
順次シフトして動作する回路であるため、出力リップル成分が少な
く平滑コンデンサとして電解コンデンサを使用しないでフィルムコン
デンサで構成し、超高効率で超長寿命を実現しました。

100TBFLはニプロンオリジナルの多重昇圧回路で構成され、各スイッ
チングを位相シフトすることで、小型化と高効率化を実現しています。

ニプロン独自の多重ブースター回路により、
小型化と高効率化を実現

太陽光パネルへの陰に抜群の効果 監視機能の精度・確度が大きく違う

電解コンデンサレス&ファンレス

一般的なブースター回路

多重ブースター回路

大型部品

小型部品

入力電流

入力電流

リップル電流が大きく、
大型 and 低効率

リップル電流が小さく、
小型 and 高効率

リップルを分散

■電解コンデンサや、冷却用ファン等の寿命部品を用いていないため

　 25年以上の長寿命を実現

■安定した独自開発の太陽光発電用MPPT制御（最大電力点追従制御）を採用

１００ＴＢＦＬ-１１００-Ｓ６００Ｖ １００ＴＢＦＬ-７００-Ｓ４００Ｖ

■多重ブースター回路による高効率性にプラスし、

　 スーパージャンクションFETやSiCダイオードの採用（1200Vタイプ）により

　 最大99.4％の超高効率を実現

特長

自動搬送ロボット（AGV）などに活用

ニプロン電源との組合せで汎用性の高い太陽光発電システムを構築可能

昇圧コンバータとして産業用途にも使える

バッテリを動力源とする自動搬送ロボット（AGV）に、100年コンバーターを使用すれば
安価で品揃えが豊富な汎用（AC）インバータが使用できます。

DCインバータを使用 100年コンバーターでACインバータが使用できます

M
モーター

高価 安価

AGV
イメージ写真

DCインバータ

バッテリ電圧に合わせた
低圧モーターが必要 （高価）

200V系モーター（安価）

バッテリ
M

モーター

トータルコストの削減を実現

バッテリ

100年コンバーター

100TBFL-1000タイプ

汎用（AC）
インバータ

100年コンバーターとニプロン電源（ノンストップ電源、ATX電源、汎用電源など）を接続することで、その電源を使用している装置全般に太陽

光発電を活用したエコ運転システムの構築が可能です。そのシステムでは、優先的に太陽光発電から電力供給を行い、発電電力の不足時

にはACより供給することで安定したエネルギーを負荷に供給することが可能です。また、バッテリを接続すれば停電バックアップも可能です。

太陽光発電 100年コンバーター

100年コンバーターから約400Vを出力し供給

ニプロン電源

接続コネクタ

※ モディファイが必要となります。ご要望がございましたらお問合せください!!

対応可能な電源は多数!!

OZP-200UZP-220 OZP-350GPSA-1500

HPCSF-400P HPC1U-400P HPCFL-400PHNSP4-1000P eNSP4-500P

負荷

発電した電力を、このコネクタから入力し、

電源を動作させます。

バッテリパック
(BS25Aなど充放電回路

搭載バッテリ）

100年コンバーターを利用することで、DCインバータよりも

が実現します。■インバータのコスト低減　　■インバータの選択肢増加

※100年コンバーターの詳細は次ページにて
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にはACより供給することで安定したエネルギーを負荷に供給することが可能です。また、バッテリを接続すれば停電バックアップも可能です。

太陽光発電 100年コンバーター

100年コンバーターから約400Vを出力し供給

ニプロン電源

接続コネクタ

※ モディファイが必要となります。ご要望がございましたらお問合せください!!

対応可能な電源は多数!!

OZP-200UZP-220 OZP-350GPSA-1500

HPCSF-400P HPC1U-400P HPCFL-400PHNSP4-1000P eNSP4-500P

負荷

発電した電力を、このコネクタから入力し、

電源を動作させます。

バッテリパック
(BS25Aなど充放電回路

搭載バッテリ）

100年コンバーターを利用することで、DCインバータよりも

が実現します。■インバータのコスト低減　　■インバータの選択肢増加

※100年コンバーターの詳細は次ページにて
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ホットスワップ対応　リダンダント（冗長）電源

高効率　最大効率89％を実現　（電源ユニット1台時は最大効率90％）

製 品 概 要

誤 使 用 ・ 誤 動 作 を 防 ぐ 安 全 対 策 も 充 実

シリーズFR1UA-350P

高効率と高信頼性を実現したリダンダント電源

1Ｕリダンダント電源 『ＦＲ１ＵA - ３５０Pシリーズ』 が登場。

ＦＲ１ＵA シリーズは、 リダンダント （冗長） 電源で、 サーバーなどの高い信

頼性を要求される機器に最適な高信頼性電源です。

また、 本電源は信頼性だけでなく、 高効率化も実現しており最大効率89％

を実現しています。

電源ユニット

電源ユニット 出力回路

外装シャーシ

1U

350

41

120

FR1UA－350Pシリーズは、同じ電源ユニットを2台並列に動作させて

機器へ電力を供給しており、1台の電源ユニットが故障すると、

残った電源ユニットですべての電力をカバーするリダンダント（冗長）

電源です。

各ユニットにACケーブルが接続できるため、電源系統を別々にする

ことで、電源系統の故障にも対応ができます。

また、ホットスワップに対応しており、電源起動中にも故障電源

ユニットの交換作業が可能です。

PC等PC等
ユニット1

ユニット2
通常

電源ユニット
故障

ユニット2
PC等PC等

ユニット1電源系統
故障

ユニット1

ユニット2
PC等PC等

独自回路により、高い効率を実現

■効率比較グラフ1
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※AC240V入力、電源ユニット1台時（実測の一例）

85.8％
(74.5W)

90.0％
(223.5W)
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89.1％
(297.6W)

■効率比較グラフ２ ※AC240V入力、電源ユニット2台時（実測の一例）

78.0％
(74.6W)

各種安全規格取得
UL60950, CSA60950 (ｃ-UL) 取得 　CCC 取得予定

各種入出力信号対応

５Ｖスタンバイ対応

高さ1U（41mm）でラックへの搭載が容易

各電源ユニットの状態をＬＥＤで表示

RoHS 対応

■入力信号　・出力ON/OFF コントロール信号　・LED_OFF 信号

■出力信号　・出力正常信号　・ファンアラーム信号
　　　　　　　　 ・電源接続信号

電源ユニット部

外装シャーシ部 + 電源ユニット

コネクタ仕様

FR1UA-350P-AAS (12V05S)

内部写真

コネクタ名 ピン

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+5VSB

REMOTE_ON_B

+12V

+12V

+12V

GND

GND

GND

FAN_FG_A

LED_OFF_A

LED_OFF_B

FAN_FG_B

+5VS　GND

POWER_GOOD_A

+12V

+12V

+12V

GND

GND

GND

PSU_EXIST_A

REMOTE_ON_A

POWER_GOOD_B

PSU_EXIST_B

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

出力 ( 信号 ) 名 ピン 出力 ( 信号 ) 名

5569-24A

（モレックス）

電源ユニット誤使用防止機構採用

AC コード挿入時はレバー操作
が出来ないため
電源ユニットが取り外せません

レバー

AC コード

①

AC コードを引き抜きレバーを
上側に押す

②

電源ユニットと外装シャーシの
ロックが外れ電源ユニットの取
り外しが可能になります

③

AC コード抜け防止対応

②

③

着脱可能

出力
回路

1次側
入力回路

２次側
回路

1次側
入力回路

２次側
回路

一方が故障しても使用可能

こんな電源無かったかな？と思われたら、まずメールかお電話で http://www.nipron.co.jp/ ニプロンは、電源を「長期安定供給」いたします http://www.nipron.co.jp/

(FR1UAM-350P)

出力仕様

出力電圧 +12V +5VSB

24A 2.0A

288W 10W

10W

29A 2.0A

348W

合計 348W

120×41[1U]×350(374)mm

0A 0A

定格電流 / 電力

ピーク電流 / 電力

最小電流

外形サイズ W×H×D

AC85～264 （ワールドワイド入力、 PFC 搭載）入力電圧

FR1UA-350P-AAS (12V05S)製品型式

外 形 図
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元気なスタッフが常時待機！ http://www.nipron.co.jp/ Made in Japan (Amagasaki) の安心感をお届けします 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。

ごみ収集車に掲載されました

ニプロンでは毎月、「全社営業会議」という形で、全部門参加の営業会議を行っております。
この会議では、営業に関する各部門の目標に対し、進捗確認とフォローを行う事で、お客様へのサービスの質を高めています。

その営業会議が2014年2月に第150回目を迎えることを記念し、「全社営業第150回大会記念発表会（以下、記念大会）」として、
社員旅行を兼ねて、全社員総出で京都のリゾートホテルにて行いました。

記念大会では、各営業部門それぞれが活動報告と中長期に向けた計画及び意気込みを発表しました。普段の営業会議とは違い、
全社員を前にして発表するため、発表者にとっては、この様な大人数の前での発表は滅多に無い良い機会となりました。
また、普段営業会議に参加していない部門やスタッフも、営業部門の考えや想いなどが充分伝わったのではないでしょうか。

そして、発表会の後は酒井社長の古希を祝して宴会が開かれました。おいしい料理とお酒を前
に、皆さん大いに盛り上がりました。余興では部門対抗カラオケ大会を行いました。普段は物静
かで落ち着いた社員の方や真面目なベテラン社員の方も、皆さん大はしゃぎ。普段の姿からは
想像できない意外な一面を見ることができました。また、普段は関わることが少ない人たちとも、
気軽に談笑でき、コミュニケーションをとれたことは、とても有意義な宴会になったと思います。

そして翌日は、京都観光を行いました。風流溢れる京都の名所をそれぞれ周ることができ、京
都の街を実に堪能できました。2日間と短い時間でしたが、本当に充実した旅行となり、心身共
にリフレッシュしました。そして、また気持ちを引き締めてこれからも業務に勤しんで参ります。

2014年2月26～28日、東京ビッグサイトで盛大にスマートグリッドEXPOが開催された。
ニプロンもストリングたじゅぶうコンバーター接続箱（通称　ストコン接続箱）、及びグリーン電源関連を多数出展し、盛況裏に終えた。展
示会は、太陽光発電に代表される関連商品で満ち溢れていていよいよ新エネルギーへの転換時代の夜明けを思わせる感で、意も強く
した次第です。

しかし、FIT（再生エネルギー固定価格買取制度）が2012年スタートして以来、太陽光バブルとも言われる状況である。それは、発電電
力1kWh当たり40～42円で全量を、国が保証し、電力会社に買取させる制度であるため投資利回りの良い商品となり、下手な商売をす
るより、20年間に渡って安定収入が得られる良い商売となり、遊休地や、小金を持った個人、又大企業も副収入を得る良い手段と見て、
物凄い勢いで建設ラッシュが続く。今の状況は、環境改善（エコ）の理念などは何処かに吹き飛び、ゴールドラッシュのようなバブル状
況と化している感がする。その様な情況を憂う雑誌記事も増えてきた。

人間の活力を引き出す上で、利を引き出す政策も大事であるが、ある所で行き過ぎを是正するのも政治の責任と思う。しかし、政府は
その機能を果たせず往々にしてバブル崩壊まで進み、反動的な情況が生れる可能性が高い。今の我先のような争いで品質や、安全を
置き去りにした低価格化競争の末に起こる難問題を想定する必要がある。

先ず、発電保証（20年間で80％以下に低下時は取り替えます）によるトラブル訴訟の多発、経年劣化によるアーク放電での火災事故と
責任問題、落雷、台風などによる自然災害など、年数を経るに従い大きな社会問題になるのではないだろうか・・・、このような中で我が
ニプロンもエネルギー問題や、グリーン環境に貢献する商品として太陽光発電エネルギー等の再生可能エネルギーを貯電したり、売
電するため超高効率なDC-DC変換器としてストリングたじゅぶうコンバーター接続箱（ストコン接続箱）を世に提供する事業を強化しつ
つあります。バブルの追い風に乗りたいが、ニプロンとして一番大事に考えることは、ニプロンの事業理念である“護る！”を、今こそ徹
底して、軸として捉え、行動すべきであると考えています。

だからと言って、価格が高くなるばかりでは社会に受け入れられる筈はない。売電収入に対して、可能な限り早く償却できるように導入
コストを安く押さえるための開発に知恵の限りを尽くさなければならない。

ニプロンは、ユーザーに20年間以上と言う長い間に得ていただく真の利益を考えて、その説明説得を続けていきます。先ず、事故を起
す事無く、雷・台風等の自然災害に良く耐え、発電劣化を補い、故障の早期発見で売電収入が目減りするのを防ぐため、高機能なモニ
タリング機能を付ける事や、経年劣化と共に増える高電圧時の接触不良でのアーク放電による火災事故などを未然に防止する保護シ
ステムを“安全とコストの最適バランス”を図り、良い商品とサービスを提供しようと考え、実行いたします。

250名を超えるニプロン社員が一挙に集結 全社員を前にしてのプレゼンテーション 酒井社長による今後の計画と想い

大いに盛り上がった宴会

ニプロンブースの様子

尼崎市のごみ収集車（上）と掲載された広告（右）

ストリングたじゅぶうコンバーター接続箱

この度、2014年2月26～28日の3日間に渡り開催された国際スマートグリッドEXPOにニプロンも出展致しました。本展示会では、ニプロン
のグリーン電源をより認識して頂き、「こんな電源があるんだ」と来場者の皆様にとって新発見となって欲しいという思いで臨みました。

ニプロンの「100年コンバーター」が兵庫県尼崎市内を走るごみ収集車に掲載
されました。掲載に至る理由として、昨年あまがさきエコプロダクツグランプリで
「100年コンバーター」が準グランプリを受賞したことから、尼崎市よりその特典と
して掲載して頂ける事となりました。

電源は基本的には装置内に組み込まれているため、目立ちにくい製品です。
そのため、一般の方々からすれば、電源がどういう物なのか知っている方は少な
いかと思います。同様に電源メーカーであるニプロンもまた、そういった方々から
の認知度はまだまだ低いといった状況です。

誰もが街で見かけるごみ収集車に掲載されたことで、一般の方々がニプロンを認
知してもらえる絶好の機会になると思います。ぜひともごみ収集だけでなく、注目
も集めてもらえることを期待しております。

会期中、数多くのお客様が弊社ブースにお立ち寄りになりました。ニ
プロンのグリーン電源が広く認知された事と、今後のグリーン産業
への期待が高まります。「護る」という思想を持った電源メーカーとし
て、「環境を護る」ためにも、グリーン産業に貢献できる製品、グリー
ン電源を世に示していきたいと思います。

ブースでは、目玉製品であるストリングたじゅぶうコンバーター接続箱（通称 ストコン接続箱）を最も人目につきやすいブース中央に
展示すると共に、ストコン監視ユニットのデモを行いました。ストコン自体の迫力やインパクトから、ストコンを見て足を止めて下さる
お客様は多く、十分なPRができたのではないかと思います。

そしてブース内ではGPシステムを展示、こちらも今回の目玉にな
ります。納入実績もあるこのGPシステムを用いて、発電エネルギ
ーを活用した停電バックアップやピーク電力カットのデモを行い、
効率の良いエネルギーの活用法を提案しました。

社長が語る！TOPセールスコーナー

第11回　今こそ、ニプロンの事業理念“護る！”を世に示す時だ！

２０１４国際スマートグリッドＥＸＰＯ 出展ご報告

第１７回 組込みシステム開発技術展 出展のご案内

この度、5月14日（水）～16日（金）の3日間、組込みシステム開発に関する展示会「第
17回 組込みシステム開発技術展」に出展いたします。本展示会では、組込みシステ
ム開発に必要なハードウェア・ソフトウェア・コンポーネントから開発環境までが一堂に
出展する専門展です。私たちニプロンは、産業用ATX電源、単出力電源、マルチ出力
電源、そしてグリーンパワー電源など、数多くの製品を展示いたします。
各種デモもご用意しておりますので、是非ご来場ください。

会期：２０１４年５月１４日（水）～１６日（金）
会場：東京ビックサイト　ブース番号：西１１-５１

※ 展示会の招待状を送付させていただきますのでご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

 　 株式会社ニプロン　WEBサポート室　（TEL）06-6487-0611 （FAX）06-6487-0523 （E-MAIL）support@nipron.co.jp

展示会のご案内

全社営業第150回大会記念発表会

株式会社ニプロン　代表取締役社長＆営業本部長
酒井　節雄
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元気なスタッフが常時待機！ http://www.nipron.co.jp/ Made in Japan (Amagasaki) の安心感をお届けします 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。

ごみ収集車に掲載されました

ニプロンでは毎月、「全社営業会議」という形で、全部門参加の営業会議を行っております。
この会議では、営業に関する各部門の目標に対し、進捗確認とフォローを行う事で、お客様へのサービスの質を高めています。

その営業会議が2014年2月に第150回目を迎えることを記念し、「全社営業第150回大会記念発表会（以下、記念大会）」として、
社員旅行を兼ねて、全社員総出で京都のリゾートホテルにて行いました。

記念大会では、各営業部門それぞれが活動報告と中長期に向けた計画及び意気込みを発表しました。普段の営業会議とは違い、
全社員を前にして発表するため、発表者にとっては、この様な大人数の前での発表は滅多に無い良い機会となりました。
また、普段営業会議に参加していない部門やスタッフも、営業部門の考えや想いなどが充分伝わったのではないでしょうか。

そして、発表会の後は酒井社長の古希を祝して宴会が開かれました。おいしい料理とお酒を前
に、皆さん大いに盛り上がりました。余興では部門対抗カラオケ大会を行いました。普段は物静
かで落ち着いた社員の方や真面目なベテラン社員の方も、皆さん大はしゃぎ。普段の姿からは
想像できない意外な一面を見ることができました。また、普段は関わることが少ない人たちとも、
気軽に談笑でき、コミュニケーションをとれたことは、とても有意義な宴会になったと思います。

そして翌日は、京都観光を行いました。風流溢れる京都の名所をそれぞれ周ることができ、京
都の街を実に堪能できました。2日間と短い時間でしたが、本当に充実した旅行となり、心身共
にリフレッシュしました。そして、また気持ちを引き締めてこれからも業務に勤しんで参ります。

2014年2月26～28日、東京ビッグサイトで盛大にスマートグリッドEXPOが開催された。
ニプロンもストリングたじゅぶうコンバーター接続箱（通称　ストコン接続箱）、及びグリーン電源関連を多数出展し、盛況裏に終えた。展
示会は、太陽光発電に代表される関連商品で満ち溢れていていよいよ新エネルギーへの転換時代の夜明けを思わせる感で、意も強く
した次第です。

しかし、FIT（再生エネルギー固定価格買取制度）が2012年スタートして以来、太陽光バブルとも言われる状況である。それは、発電電
力1kWh当たり40～42円で全量を、国が保証し、電力会社に買取させる制度であるため投資利回りの良い商品となり、下手な商売をす
るより、20年間に渡って安定収入が得られる良い商売となり、遊休地や、小金を持った個人、又大企業も副収入を得る良い手段と見て、
物凄い勢いで建設ラッシュが続く。今の状況は、環境改善（エコ）の理念などは何処かに吹き飛び、ゴールドラッシュのようなバブル状
況と化している感がする。その様な情況を憂う雑誌記事も増えてきた。

人間の活力を引き出す上で、利を引き出す政策も大事であるが、ある所で行き過ぎを是正するのも政治の責任と思う。しかし、政府は
その機能を果たせず往々にしてバブル崩壊まで進み、反動的な情況が生れる可能性が高い。今の我先のような争いで品質や、安全を
置き去りにした低価格化競争の末に起こる難問題を想定する必要がある。

先ず、発電保証（20年間で80％以下に低下時は取り替えます）によるトラブル訴訟の多発、経年劣化によるアーク放電での火災事故と
責任問題、落雷、台風などによる自然災害など、年数を経るに従い大きな社会問題になるのではないだろうか・・・、このような中で我が
ニプロンもエネルギー問題や、グリーン環境に貢献する商品として太陽光発電エネルギー等の再生可能エネルギーを貯電したり、売
電するため超高効率なDC-DC変換器としてストリングたじゅぶうコンバーター接続箱（ストコン接続箱）を世に提供する事業を強化しつ
つあります。バブルの追い風に乗りたいが、ニプロンとして一番大事に考えることは、ニプロンの事業理念である“護る！”を、今こそ徹
底して、軸として捉え、行動すべきであると考えています。

だからと言って、価格が高くなるばかりでは社会に受け入れられる筈はない。売電収入に対して、可能な限り早く償却できるように導入
コストを安く押さえるための開発に知恵の限りを尽くさなければならない。

ニプロンは、ユーザーに20年間以上と言う長い間に得ていただく真の利益を考えて、その説明説得を続けていきます。先ず、事故を起
す事無く、雷・台風等の自然災害に良く耐え、発電劣化を補い、故障の早期発見で売電収入が目減りするのを防ぐため、高機能なモニ
タリング機能を付ける事や、経年劣化と共に増える高電圧時の接触不良でのアーク放電による火災事故などを未然に防止する保護シ
ステムを“安全とコストの最適バランス”を図り、良い商品とサービスを提供しようと考え、実行いたします。

250名を超えるニプロン社員が一挙に集結 全社員を前にしてのプレゼンテーション 酒井社長による今後の計画と想い

大いに盛り上がった宴会

ニプロンブースの様子

尼崎市のごみ収集車（上）と掲載された広告（右）

ストリングたじゅぶうコンバーター接続箱

この度、2014年2月26～28日の3日間に渡り開催された国際スマートグリッドEXPOにニプロンも出展致しました。本展示会では、ニプロン
のグリーン電源をより認識して頂き、「こんな電源があるんだ」と来場者の皆様にとって新発見となって欲しいという思いで臨みました。

ニプロンの「100年コンバーター」が兵庫県尼崎市内を走るごみ収集車に掲載
されました。掲載に至る理由として、昨年あまがさきエコプロダクツグランプリで
「100年コンバーター」が準グランプリを受賞したことから、尼崎市よりその特典と
して掲載して頂ける事となりました。

電源は基本的には装置内に組み込まれているため、目立ちにくい製品です。
そのため、一般の方々からすれば、電源がどういう物なのか知っている方は少な
いかと思います。同様に電源メーカーであるニプロンもまた、そういった方々から
の認知度はまだまだ低いといった状況です。

誰もが街で見かけるごみ収集車に掲載されたことで、一般の方々がニプロンを認
知してもらえる絶好の機会になると思います。ぜひともごみ収集だけでなく、注目
も集めてもらえることを期待しております。

会期中、数多くのお客様が弊社ブースにお立ち寄りになりました。ニ
プロンのグリーン電源が広く認知された事と、今後のグリーン産業
への期待が高まります。「護る」という思想を持った電源メーカーとし
て、「環境を護る」ためにも、グリーン産業に貢献できる製品、グリー
ン電源を世に示していきたいと思います。

ブースでは、目玉製品であるストリングたじゅぶうコンバーター接続箱（通称 ストコン接続箱）を最も人目につきやすいブース中央に
展示すると共に、ストコン監視ユニットのデモを行いました。ストコン自体の迫力やインパクトから、ストコンを見て足を止めて下さる
お客様は多く、十分なPRができたのではないかと思います。

そしてブース内ではGPシステムを展示、こちらも今回の目玉にな
ります。納入実績もあるこのGPシステムを用いて、発電エネルギ
ーを活用した停電バックアップやピーク電力カットのデモを行い、
効率の良いエネルギーの活用法を提案しました。

社長が語る！TOPセールスコーナー

第11回　今こそ、ニプロンの事業理念“護る！”を世に示す時だ！

２０１４国際スマートグリッドＥＸＰＯ 出展ご報告

第１７回 組込みシステム開発技術展 出展のご案内

この度、5月14日（水）～16日（金）の3日間、組込みシステム開発に関する展示会「第
17回 組込みシステム開発技術展」に出展いたします。本展示会では、組込みシステ
ム開発に必要なハードウェア・ソフトウェア・コンポーネントから開発環境までが一堂に
出展する専門展です。私たちニプロンは、産業用ATX電源、単出力電源、マルチ出力
電源、そしてグリーンパワー電源など、数多くの製品を展示いたします。
各種デモもご用意しておりますので、是非ご来場ください。

会期：２０１４年５月１４日（水）～１６日（金）
会場：東京ビックサイト　ブース番号：西１１-５１

※ 展示会の招待状を送付させていただきますのでご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。

 　 株式会社ニプロン　WEBサポート室　（TEL）06-6487-0611 （FAX）06-6487-0523 （E-MAIL）support@nipron.co.jp

展示会のご案内

全社営業第150回大会記念発表会

株式会社ニプロン　代表取締役社長＆営業本部長
酒井　節雄



■東部営業部     TEL：044-752-1106  FAX：044-777-8811
   〒213-0022　神奈川県川崎市高津区千年622番地1
■西部営業部     TEL：06-6487-0605  FAX：06-6487-2185
   〒660-0805　兵庫県尼崎市西長洲町1丁目3番30号　
■名古屋営業所  TEL：052-602-4411  FAX：052-602-4311  
   〒461-0040　愛知県名古屋市東区矢田1丁目9番29号 栄ビル1階C号
■ニプロンWeb直販　E-mail：osaka@nipron.co.jp

http://www.nipron.co.jp人材募集

営業マネージャ
デジタル電源（DSPマイコン）
の技術に興味のある方

弊社人事部までご連絡下さい。
TEL：06-6430-1101

平成26年3月　酒井 節雄

新阪神夢工場
本社建設の賭け

2014年2月6日（木曜日）、この日の朝9時30分頃ですが、大変驚き、びっくりする

ことがありました。・・・と言うのは、この日は毎月参加する「物づくり研究会」の

会合に出席するため、車をJR尼崎駅近くのコインパーキングに止め駅へ向か

おうとした瞬間、目に「100年コンバーター」と言う文字が飛び込んできました。

一瞬、何？・・・これは、ニプロンの意匠である商品名なのに、何故同じ言葉が

他で使われているのかと、目を疑いました。何処の会社が同じ名称の商品を

出しているのかと反射的に感じた。それからその言葉の周辺に目を移すと尼

崎市のごみ収集車（青緑色）のタンクの横腹全面に、株式会社ニプロン、グラ

ンプリ受賞商品とか、100年コンバーターの写真が印刷されているのが判り、

安心感が広がると同時に喜びの気持ちが湧き起こってきました。暫く、その車

の前に立ち尽くして見とれている自分に、ゴミ収集作業員の人達数人が怪訝

そうな顔で私を見る視線に、少し気が引けた。思わず、この広告の会社は私

の会社ですと言おうかと迷ったが、照れくさい感がしたので興奮したまま駅へ

向かった。そして直ちに携帯電話で穴繁監査役に今見た興奮した話を伝え、

また空営業課の西留課長にも話をしたら、これは、この2月から尼崎市長の計

らいで、尼崎市で製造された環境負荷低減、市場性、独創性等が優れたエコ

プロダクツとして入賞した3社のものを、2月から6ヶ月間ほど尼崎市民に宣伝し

て頂く事になった事を、その時に知らされた。私は、報告が遅れたことを怒るよ

り、嬉しさと、2月に入って間もない頃に、誰よりも早く、命名した社長の私が最

初に、この車を見たと言うめぐり合わ

せに何か不思議なものを感じると共

に感激をいたしました。改めて、稲村

尼崎市長に感謝を捧げる次第です。

又、新たに、この「100年コンバーター

」が、この世で大いに環境改善に貢

献する商品に育てるぞ！と言う強い

気持ちが湧いてきました。

更に翌月の3月3日には、東京で経済産業省の茂木 敏允 大臣より日本の中

小企業350万社の中から、特別に優秀な300社（1/10000以下）として表彰され

る栄誉を授かった。これは私どものお世話になる日本政策金融公庫 神戸支

店 野田支店長様の推薦による表彰であり、嬉しいことが続く年となりました。

それでは、話を2007年～2008年頃に戻したいと思います。この頃は、毎年のよ

うにATX電源が、凄い勢いで伸び利益も順調に上昇し、永年の開発費負担の

償却が進んでいました。しかし、嶋村副社長がイータ電機に引き抜かれ、この

事でイータ電機の北川社長と対決した事を思い出す。惜しい人材を失うと言う

より、面子の様なもので意地になった事を思い出す。それから少し遅れ、元ネ

ミックラムダ出身の清水元製造本部長も僅か3年位の在籍であったが、何か腹

の立つ書置きの手紙を頂き去って行きました。当時、工場は尼崎西長洲（現、

営業本部＆中央研究所）が本社工場で、プリント基板の機械実装から、基板

ユニットまでを作り、毎日の定期便で松阪夢工場（MDF）で後工程を行い完成

品にするような変則常態であった。この頃は、製造品質はまだまだ課題があり

設計品質ほど高くはなかったが、それでもドイツの世界的ロボットメーカである

KUKA社からコントローラ用の特注ATX電源の注文を頂くようになり、最初の時

には、CEOのグワンデム社長が能力確認のため来られた。この後最大出荷数

は年間15000台ぐらいを記録するが、急激な円高（1ユーロ133円が、100円位）

と、更に30％以下のコストダウン要求には付いていけず、中国製に切り替えら

れてしまった。

この頃、製造工程が分割している事に問題を感じ続けていたが、安く建設でき

る松阪に工場を増設する気には、中々なれなかった。それは、幹部人材として

良い人材を地元で採用できなかったことや、土地柄もあまり良くない等、永年

苦労してきたことが理由でした。

しかし、受注、売上が急増し、2007年には、30億円を越え、2008年の6月決算

では38億円強の史上最大の売上を達成した。この様な状況であったため工場

拡張の必要性が有り、尼崎市に相談した所、現本社工場のある高速道路のイ

ンターチェンジ末広の近辺に、兵庫県が所有する広い工場団地が補助助成政

策があるとして紹介を受ける。ここには、有名なパナソニックの巨大なプラズマ

テレビの工場のあるところで、未だその頃のパナソニックは威勢も良く、市から

パネルベイエリア（大阪湾をパナソニック、シャープ堺の巨大液晶工場、その

先の三洋の電池工場等でなる）構想が説明された記憶が生々しい。

その頃、利益が大きく出始め、私には自信が有ったが財務内容としてはまだま

だの状況であったため大きな決断が必要であった。土地の広さは、最初は

1500坪位のつもりであったが、将来の増設を考え2倍の3000坪にしたくなった。

社内の多くの判断は反対が多く、幹部の清水元製造本部長、今井元営業部長

等は大反対であった。又、家族の反対も激しく、家内は心配症で特に強い反対

であったが、私には、ニプロンが産業用コンピュータ電源で圧倒的シェアーを

獲得する中、顧客の信頼、海外顧客の信頼を得るためには、品質一番を実現

するため、自分で毎日見ることができ、指揮できる地元に工場建設をする必要

を痛感していたので迷いはなかった。これまでも、大苦労の連続、やっと運が

回ってきて、大飛躍が始まりつつあるこの時に躊躇する弱気虫は一切なかっ

た。それで、反対を押し切るのと同時に、銀行融資を成功させる方向で経理部

の飯田元部長と共に動き始めた。

次回は、新本社工場建設とリーマンショックの所から語らせていただきます。

尼崎市のゴミ収集車に掲載された「100年コンバーター」

「がんばる中小企業・小規模事業者 300社」として表彰
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産業用組込み電源特集
パソコン用ＡＴＸ電源や、高機能単出力電源など、
用途に合わせた充実のラインアップ！

[新製品]FR1UA-350P シリーズ
小型・高信頼　サーバーなどに最適な1Ｕリダンダント電源が登場
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