
再エネ製品特集
非連系タイプ蓄電式自家消費システム「PV Oasis」の活用例、

本社工場内にて技術実証を開始したソーラーカーポートをご紹介します！

IEC62368-1取得製品特集
EN60950-1認証規格の期限満了に伴い新認証規格に移行した製品をご紹介。
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令和3年1月　酒井 節雄

それではニプロンの今年の一字漢字を決める事に話を移します。「志（ここ

ろざし）」を選びました。「志」の字を分解すると、士（さむらい）の心と解

釈できます。士とは、その道の大専門家という事で、弁護士、会計士、司法

書士、博士、武士（戦の専門家）等々。

私はこの「志」と言う言葉が好きで、この言葉に突き動かされて生きてきたよ

うに思うと同時に、まだこれからも事業の目指す方向、自身の終活の選択も

この言葉に動かされている様に思います。この「志」と言う言葉に魅せられ

たのは、司馬遼太郎の長編歴史小説『坂の上の雲』を読んだ時以来です。

長い徳川幕府の鎖国政策と、厳しい士農工商の身分制度、階級社会の縛

りから明治への大変革が行われ、文明開化の波に乗り、先進する欧米列強

に追いつけ、追い越せと言う時の流れの中で、下級武士、百姓から身分も解

き放たれた未来志向の若者たちが、真っ青な空に浮かぶ白い雲に自身の将

来の夢や思いを重ねた。それぞれの世界に向かって遅れている日本国を一

流国へと国家建設に燃え、そして自身の栄華を夢見る若者が巣立っていく

時代を描いた小説である。医学の道、軍人の道、科学の道、文学・俳句の

道へと進み、それぞれの専門家（士）を目指す若者たちの心に共鳴し、自身

も目覚めた次第である。

「士」と言う字は、上が下より長く、常に明日は、未来は、今日より上に向か

って大きくなるという考え方と姿勢を持った上昇思考の強い人物が士思考

であると解釈しています。即ち、志とは強烈な上昇思考を持った専門分野の

道を究める人物の考え方と私なりに解釈しています。

ニプロンの若い人達に「志」の火を心に灯して欲しいと願うと共に、今年1

年は「志」を強く意識し燃える集団を目指し、厳しいコロナ禍の戦後を強く

勝ち抜いていきたいと思います。

皆様、明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

昨年は、新型コロナウイルス感染症問題で明け暮れた大変な1年でござい

ました。

2021年の干支は、「辛丑（かのとうし）の年」

で痛みを伴う衰退と、新たな息吹が互いに増

強しあう年になりそうとのことで、まさにコロナ

後の新常態への移行が予想されているように

感じる干支です。

波乱の年になりそうですが、コロナ後は世界経済が毀損した戦後経済とみ

る事が出来るのではと思います。およそ1年に亘る経済活動の停滞で多く

の国のGDPが喪失したと考えられる。即ち、世界大戦であらゆるものが破

壊され、戦後の復旧需要が生じ、景気が良くなる現象と同じような現象が

生じる様にも想像します。「世界コロナ大戦後の復旧好景気現象」と、新

常態への痛みを伴う移行が同時に進むのではないか…。

IT化、仮想化の進展で、仕事における多くの移動が不要になる世界が目に

浮かぶ。脱炭素を求める流れもあり、人の移動に多大なエネルギーを消費

し、多くのCO₂を排出する航空機の燃料が脱炭素の標的にされ、航空機関

連事業は元に戻らないのでは無いだろうか…。

Web上でのコミュニケーションで充分に事足りるため、ビジネスにおける海

外出張は敬遠され、国内においても新幹線利用は激減し、リニア中央新幹

線も無用の長物になるかもしれない。航空機を含む交通機関の需要は大き

く減退し、この分野の産業は見直しが生じ、産業界は厳しい不景気が続く

かもしれない。

今から10年以上前に『交通機関はITの発展により、不況業種になる』と言

う論説を見た事を思い出します。時を経てこの問題は、現実の世界になる

かもしれない。高度な航空機は軍事用の戦闘機、宇宙への輸送手段など発

展が見込まれる産業へシフトして行くのではないだろうか…。

あまりにも過激な想像をするのは、新年早々あまり気持ちの良い話では無

いのでこの位に留めます。

「志」
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http://www.nipron.co.jp/非連系タイプ蓄電式自家消費『PV Oasis』は導入メリット多数 http://www.nipron.co.jp/一部屋から始めるゼロ・エネルギー・ルーム
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BCP対策とサステナブルな取り組みを同時に実現

他にも！

発電した電力を自家消費 太陽光発電で不足した電力を購入

放
電（
夜
間・停
電
時
な
ど
）

充電（余剰電力）

（充放電コンバータ）

（PVの最大出力制御）

蓄電池

太陽電池

PVマキシマイザー
自立インバータ

整流器

負荷

商用AC

ACDC

無停電

PV Oasisシステム概要

最大デマンドを抑制

非常用発電機と併給が可能 キュービクル改造不要

蓄電池などの後付や増設が容易 オフグリッドを実現

交流と直流の併給が可能

純粋なZEBを実現

VPPに対応可能 遠隔で充電・放電制御が可能

逆潮流が発生せずRPR不要

DC

蓄電池

太陽電池
ＰＶマキシマイザー

+

AC

切り替えが不要な
常時自立運転のため

無停電を実現

照明空調

PC

負荷

照明空調

PC

負荷

整流器 商用AC

自立インバータ

変電設備

キュービクル

連系協議が不要で
スムーズな導入を実現

逆潮流一切なし
負荷として接続するのみのため

系統連系型自家消費の場合、自立運転への切り替え時に停電が発生します。
PV Oasisなら常時自立運転なので無停電。

通常の電力会社への申し込みで設備が導入可能

ゼロ・エネルギー・ルーム

新製品(発売予定)

蓄電池

整流器
インバータ

系統切替器

充放電コンバータ

太陽電池

PVマキシマイザー

特定の負荷にのみ供給するので再エネ電気の行先が分かる！

再エネ100％で電気自動車を走らせる！

キュービクルは触らず分電盤のブレーカに繋ぎ込み。もちろん連系協議は不要！

屋上で発電した電力を
１部屋で活用

PV Oasis活用事例

ソーラーカーポート

PVマキシマイザー
降圧

DC-DC

整流器
AC-DC

昇圧
DC-DC

HVDC/直流給電

ソーラーカーポート昇圧
DC-DC

自立運転
PCS

BCP対応
重要負荷

脱炭素の別天地

DC-DC
MPPT制御

Li-ion
Battery

CHAdeMO
急速充電器

太陽電池

CHAdeMO
双方向充電器

電気料金の基準電力

太陽光発電+蓄電池の電力

※イメージ

電力会社からの買電力

翌年以降の
デマンド電力

6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8（月）9
導入

電
力
使
用
量

デマンドを抑制

■ 最大デマンド抑制例

ピーク需要に対しPV Oasisを活用することで電力負荷平準化に貢献します。
ピークが抑えられると最大デマンドが下がりますので、基本料金を下げること
が可能となり電気料金の削減に繋がります。

for

for

※一定の条件が必要となります。

※

詳細は
次ページへ

PV Oasisは、電力系統に依存しない電力自立システムを構築できるパッケージ製品です。系統連系を行わないため連系協議が不要で、スムーズな自家消費シ
ステムの導入を実現します。PV Oasisの蓄電システムは停電時に非常用電源としての活用（BCP対策）も可能です。
また、発電時に炭素（CO2）を排出しないクリーンなエネルギーを利用することで、脱炭素への取り組みを企業価値向上につなげることも可能です。

『太陽光発電の自家消費を考えているけどなるべく費用は抑えたい。』『事務所の防災対策を考えているけど発電機は管理が難しくあきらめた。』こんな悩みを
解決するのがニプロンの「ゼロ・エネルギー・ルーム」です。このシステムは１部屋からでも自家消費システムの導入が可能なため小さく自家消費の導入が始め
られます。また非連系タイプなので系統が停電しても無停電で活用できます。

ソーラーカーポート・蓄電システム・EV充電器を組合せることで、屋根などに太陽光発電を設置出来ない場合でも、駐車場スペースを利用して再エネ自家消費
システムの導入が可能です。再エネ100％ でEV充電が行え、災害時には非常用電源としても活用できます。

変電設備

キュービクル

※

特許出願中
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http://www.nipron.co.jp/ニプロンが他にはないエコの新しい形をご提案します http://www.nipron.co.jp/既存駐車場をソーラーカーポートに進化できます

2030年代半ばに新車販売すべて
「電動車」に

日本政府は昨年12月25日、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定しました。
この中で、「遅くとも2030年代半ばまでに、乗用車新車販売で電動車100％を実現できるよう、包括的な措置を
講じる」とし、2050年カーボンニュートラル達成に向けた動きを加速させています。しかし、火力発電が70％
以上を占める日本においてEV・PHVの普及だけでは脱炭素への貢献は限定的です。カーボンニュートラル達
成のためには、電力の低炭素化といったエネルギー政策の大変革を並行して進める必要があり、小泉環境相
は再エネの主力電源化へ2030年度に現行目標の倍となる4割超を目指す方針を示しています。
今回開発したニプロンの自家消費型ソーラーカーポートは付随する蓄電設備から昼夜を問わず再エネ100％
でEV・PHVへ充電が可能で、カーボンニュートラルの早期達成に貢献します。
また、災害発生時には蓄電池やEVから電力を取り出し活用できるため、防災拠点としての運用も可能です。

太陽光発電１００％で電気自動車を走らせる
自家消費型ソーラーカーポート

for
ソーラーカーポート

もしもの時には防災拠点としても

※一定の条件が必要となります。

※
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http://www.nipron.co.jp/脱炭素社会に向けた再エネ製品ぞくぞく登場！ http://www.nipron.co.jp/防災対策にも活用できるソーラーカーポートをご検討ください

晴天時

曇天時

EV 充電器 EV

非常用設備自立インバータ

蓄電池

太陽電池

整流器商用AC

EV 充電器 EV

非常用設備自立インバータ

蓄電池

太陽電池

整流器商用AC

EV 充電器 EV

非常用設備自立インバータ

蓄電池

太陽電池

整流器商用AC

夜間 + 停電時 夜間 + 停電時

EV 充電器 EV

非常用設備自立インバータ

蓄電池

太陽電池

整流器商用AC

EV 充電器 EV

非常用設備自立インバータ

蓄電池

太陽電池

整流器商用AC

夜間・雨天続き

整流器
30kW

太陽電池
32.5kW

CHAdeMO
EV充電器
10kW

充放電コンバータ

蓄電池
126kWh

4台

新型PV
マキシマイザー

1台
Neo eXpander

昇圧 DC-DC 

CHAdeMO
EV充電器
10kW

CHAdeMO
急速EV充電器
50kW

V2Xシステム
5kW

※
CHAdeMO

2020年11月4日より本社・阪神夢工場にてPV Oasis for ソーラーカーポートシステムの技術実証を開始致しました。
PV Oasisは太陽光発電を自立電源として使用する、非連系タイプの太陽光発電自家消費システムです。ソーラーカーポートと併用することで、太陽光パネ
ルを設置するスペースが無い場合でも、駐車場スペースを活用して、再生可能エネルギーの導入が可能です。本技術実証を通じ、直流給電システムに最適な
EV用急速充電器や、EVから電力を供給できるV2Xシステムの製品化を目指します。

太陽光発電で電気自動車・蓄電システムを充電する
ソーラーカーポートシステムを開発

環境に配慮した事業活動と
防災対策の両立に貢献

EVからの電力供給にも対応

2020年11月より技術実証をスタート

ソーラーカーポートシステム概要

■   ソーラーカーポートシステムの構成

6.0m

コンテナ正面

35.1m

2.4m

2.8m

5.4m

太陽光発電出力
蓄電容量
系統受電容量
EV用充電/給電出力

（CHAdeMO方式）

32.5kW
126kWh
30kW

駐車スペース 14 台

50kW×1台、10kW×2台
5kW双方向（V2X）×1台

(下図：PV Oasis for ソーラーカーポート概要)

特許出願中

※V2Xシステムとは、EV・PHVへの充電だけでなく電力を取り出し使用できる仕組みを言います。
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停電バックアップ対応電源や医療規格取得電源を多数ラインアップ 高効率長寿命の単出力電源http://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/
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雑音端子電圧VCCI ClassBをクリア

連  続：39～60Ｗ
出力電圧：3.3/5/12/15/24V
外形サイズ：55×32×195

OZ-060シリーズ

UZP-150シリーズ

両面スルーホール基板使用
(W×H×D)

連  続：100～120Ｗ
ピーク：200Ｗ
出力電圧：12/24V
外形サイズ：62×27×155

mUZP-120シリーズ
IEC60601-1 Ed.3.1 適合
・入力-出力：2MOOP　・入力-FG：1MOOP

電源単体でもVCCI ClassBをクリア
(W×H×D)

外形サイズ：62×38×155
出力電圧：12/15/24V

連  続： 100～120Ｗ
ピーク： 200Ｗ

高効率94％typ達成

連続の約2.6倍の高ピーク出力対応

(W×H×D)

外形サイズ：75×35×160

連  続： 150Ｗ

出力電圧：12/18/24/48V
ピーク： 400Ｗ

(W×H×D)
外形サイズ：75×35×160

IEC60601-1 Ed.2, Ed.3.1 適合

連  続： 150Ｗ
出力電圧：12/18/24/48V
ピーク： 400Ｗ

(W×H×D)

外形サイズ：75×36×160

連  続： 180～220Ｗ
ピーク： 400Ｗ
出力電圧：12/18/24/48V

停電バックアップ対応
(W×H×D)

医療規格取得

mUZP-150シリーズ
IEC60601-1 Ed.3.1 適合
・入力-出力：2MOOP, 2MOPP
・入力-FG：1MOOP, 1MOPP

医療規格取得

IEC60601-1 Ed.2,Ed.3.1 適合
・入力-出力：2MOOP, 2MOPP
・入力-FG：1MOOP, 1MOPP

医療規格取得

IEC62368-1適合製品
「IEC62368-1」は、人体への傷害を防ぐ「ハザードベース・セーフティ・エンジニアリング」という概念をもとに開発された新安全規格で、旧安全規格
である「IEC60950-1」に置き換わるものとされています。この新規格への適合はCEマーキングの適合宣言を行う場合に必要であり、EUに商品流
通させる場合に必須条件となります。
ここからは、「IEC62368-1(CB 認証)」へ移行を実施した製品・適合製品をご紹介いたします。

mUZPT-120シリーズ

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

単出力電源

単出力電源

単出力電源

単出力電源

低ノイズ＆低漏洩電流

出力電圧可変ボリューム付

高ピーク400W対応

連  続：100～120Ｗ
ピーク：200Ｗ
出力電圧：12/24V
外形サイズ：62×27×155

UZP-120シリーズ

高さ27mmの超薄型
(W×H×D)

単出力電源 低ノイズ＆低漏洩電流

基板底面からの高さは24ｍｍを実現。

連  続：600Ｗ
ピーク：1200Ｗ
出力電圧：24/30/36/48V
外形サイズ：127×44×288.6

UZP-600シリーズ

(W×H×D)

単出力電源 大容量＆超高効率95％typ達成

外部ノイズフィルターが不要で、コストダウンと工数負担削減に貢献。

一定時間(5s)、連続定格出力の2倍の電力を出力できます。バッテリーパック接続で対応可能。
連続定格出力の2倍の高ピークに対応

発熱が低く抑えられ、組み込み装置の小型化に貢献。

10s以内の400W出力が可能。

外部ノイズフィルターが不要で、コストダウンと工数負担削減に貢献。

外形サイズ：95×47×222

連  続：300～350Ｗ
ピーク： 500～600Ｗ
出力電圧：12/15/24/30/36/48V

瞬停バックアップ対応
(W×H×D)

OZP-350シリーズ
単出力電源

mＯＺＰ-350シリーズ

外形サイズ：95×47×222

連  続：300～350Ｗ
ピーク： 500～600Ｗ
出力電圧：12/15/24/30/36/48V

高効率95％typ達成
(W×H×D)

IEC60601-1 Ed.2,Ed.3.1 適合
・入力-出力：2MOPP　・入力-FG：1MOPP医療規格取得最大約2倍のピーク出力

コンデンサパック接続で対応可能。 発熱が低く抑えられ、組み込み装置の小型化に貢献。

NEW

連  続：600Ｗ
ピーク：960～1200Ｗ

1200～1440Ｗ
出力電圧：12/24/36/48V
外形サイズ：61×128×240
(W×H×D)

外形サイズ：61×128×240

連  続：900 /1000Ｗ
ピーク：1180/1320/2010Ｗ
出力電圧：24/48V

高効率91％typ実現
(W×H×D)

最大約2.4倍のピーク出力

GPSA-1500シリーズ適合予定

小型・大容量電源
ＧＰＳＡ-600シリーズ
ユニット型

ＧＰＳＡ-1000シリーズ
ユニット型

発熱が低く抑えられ、組み込み装置の小型化に貢献。

※安全規格の移行に伴い、製品の入出力特性への変更はありません。　※2021年1月現在。今後も適合製品を拡大予定。

＊記載している特長は代表的な特長です。その他の特長はホームページをご確認ください。 ＊記載している特長は代表的な特長です。その他の特長はホームページをご確認ください。

※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。※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。

外形サイズ：73×41×222

連  続： 130～200Ｗ
ピーク： 198～400Ｗ
出力電圧：3.3/5/12/15/24/36/48V

(W×H×D)
外形サイズ：73×41×222

連  続：130～200Ｗ
ピーク：198～400Ｗ
出力電圧：3.3/5/12/15/24/36/48V

(W×H×D)

mOZP-200シリーズ
IEC60601-1 Ed.3 適合
・入力-出力：2MOOP　・入力-FG：1MOOP医療規格取得

OZP-200シリーズ
単出力電源 幅広い出力電圧に対応

並列運転ができ、容量アップが可能 電源単体でもVCCI ClassBをクリア
外部ノイズフィルターが不要で、コストダウンと工数負担削減に貢献。

※※

(AC100V時) (AC115V時)

(AC100V時) (AC115V時)

200 / 240Ｗ
400 / 600Ｗ
(AC100V時) (AC200V時)

(AC100V時) (AC200V時)

(AC240V時)(AC100V時)

(AC200V時)

連  続：

ピーク：

出力電圧：24/48V
外形サイズ：73×41×222

OZP-240/600Pシリーズ

(W×H×D)

外形サイズ：95×41×222 (W×H×D)

単出力電源 最大約2.5倍のピーク出力 モーター負荷に最適な高ピーク対応
一定時間(5s)、連続定格出力の2.5倍の電力を出力できます。これにより、
ピーク負荷に合わせた連続定格出力の大きな電源を選定する必要が無く、
電源のサイズダウンが可能になり、装置のファンレス化やユニット型電源から
の置き換えなど、多くのメリットを生
み出します。

NEW

2.5倍

600Wピーク

240W連続

［標準モデル］

［アレスタ搭載モデル］ アレスタ搭載モデル

標準モデル

IEC62368-1

UZP-220シリーズ

IEC62368-1適合



薄型&低発熱で制御盤の省スペース化が可能に GPUサーバーに最適な12V大容量出力

IEC62368-1
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パソコン電源単出力電源

独自の熱解析シミュレーションを活用した部品の最適なレイアウト
設計を行い、定格出力で24時間365日の過酷な長期運用に耐える
高信頼性を実現。

こだわりのレイアウト設計

信頼性と高効率を両立
HPCSA-1500Pは、負荷率50％～100％の高負荷時に高い効率にな
るよう設計されており、ディープラーニングなど常に高負荷で稼働する
GPUサーバーに対して高い信頼性を確保し安定したシステム運用が可能。

※実測の一例

※実測の一例

電源の内部温度が低い時はファンの回転数を低下させ、静音化や省

エネを実現しています。また、内部温度が低い時はファンを完全に停

止させ、内部温度が高くなると回転させるセミファンレスモード、冷

却を重視しファンを常時最

高回転させる強制最高回転

モードなど、使用環境や目

的に合わせて動作設定を行

うことが可能です。

温度可変速ファン採用で静音化

GPUサーバー構成イメージ高効率・長寿命設計
UDPシリーズはソフトスイッチング方式を採用。従来のハードスイッチング
方式に比べ、スイッチング損失による発熱を大幅に抑制することで搭載
部品の小型化が可能となり、電源の小型・高効率化を実現しました。

選べる入出力端子
使用するシーンに合わせて、入出力端子はヨーロピアン端子タイプ、ハーモニ
カ端子タイプをラインアップ。

瞬停・停電バックアップ対応
瞬停バックアップに対応したコンデンサユニット、停電バックアップに対応し
たバッテリユニットをラインアップ。

※対応電源は専用型式となります。詳細はお問い合わせください。

※イメージ ※イメージ

アレスタ雷サージ耐量強化
サージ保護素子としてアレ
スタを搭載し、雷などの外
来入力サージに対する耐量
を強化しています。

コモンモード：
実力±8kV

DS01A-EC400/172F DS02A-L24/2.5L
コンデンサユニット バッテリユニット

リチウムイオン

雑音端子電圧VCCI ClassBをクリア
電源単体で雑音端子
電圧VCCI ClassBを
クリア。外部にノイズ
フィルターを設置する
必要が無く、コストダ
ウンと工数負担削減
に貢献します。
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UDP-240

ＵＤＰ-240シリーズ
DINレール対応

外形サイズ：41×124×117.5
(W×H×D)

連　続：240W
ピーク：400W

NEW ＨＰＣＳＡ-1500P
ＡＴＸ電源

外形サイズ：150×85×200
(W×H×D)

連　続：1200W
ピーク：1500W

NEW

アレスタ

VCCI ClassB

AC100V時

CPU/GPU用 6chの12V出力に対応
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ＵＤＰ-180シリーズ

外形サイズ：35×124×117.5

連  続：180Ｗ
ピーク： 200Ｗ/300Ｗ
出力電圧：24V

(W×H×D)

(AC100V時) (AC200V時)

NEW

ＵＤＰ-120シリーズ

連  続：120Ｗ

出力電圧：24V
外形サイズ：35×124×117.5
(W×H×D)

ピーク： 200Ｗ/300Ｗ
(AC100V時) (AC200V時)

NEW
薄型・高効率設計

薄型・高効率設計

DINレール対応

DINレール対応
※IEC62368-1適合予定

※IEC62368-1適合予定



産業用途に最適なニプロンの高信頼性ATX電源 実績多数！豊富なラインアップからお選びいただけます

IEC62368-1
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ｅＮＳＰ3-450Ｐ

連  続：350Ｗ
ピーク： 450Ｗ
外形サイズ：150×86×140
(W×H×D)

停電バックアップ対応ノンストップ電源

コンデンサパック接続で瞬停対策可能

ｍＮＳＰ3-450Ｐ

連  続：300Ｗ
ピーク： 450Ｗ
外形サイズ：150×86×140
(W×H×D)

ノンストップ電源 医療規格取得
IEC60601-1 Ed.2, Ed.3 適合
・入力-出力：2MOPP　・入力-FG：1MOPP

ＨＰＣＳＡ-1000P

連  続：820Ｗ
ピーク： 1000Ｗ
外形サイズ：150×85×190
(W×H×D)

24時間365日連続運転可能ＡＴＸ電源

80PLUS SILVER取得

温度可変速ファン採用

全出力､最小負荷電流0A仕様

ピーク1000W出力対応

ＨＰＣＳＡ-570P

連  続：400Ｗ
ピーク： 570Ｗ
外形サイズ：150×86×140
(W×H×D)

低待機電力仕様ATX電源ＡＴＸ電源

温度可変速ファン採用

ＨＮＳＰ9-520Ｐ

連  続：400Ｗ
ピーク： 520Ｗ
外形サイズ：150×86×140
(W×H×D)

停電バックアップ対応ノンストップ電源

出力追加ユニットが装着可能

ＨＰＣＳＡ-700P

連  続：600Ｗ
ピーク： 700Ｗ
外形サイズ：150×85×150
(W×H×D)

全出力､最小負荷電流0AＡＴＸ電源

高効率89.1％を実現

ｅPCＳＡ-500P

連  続：350Ｗ
ピーク： 500Ｗ
外形サイズ：150×86×140
(W×H×D)

全出力､最小負荷電流0AＡＴＸ電源

ピーク500W出力対応

ｅＮＳＰ4-500Ｐ

外形サイズ：150×86×140

連  続：350Ｗ
ピーク： 500Ｗ
(W×H×D)

瞬停バックアップ対応ノンストップ電源

ピーク500W出力対応

mＰＣＳＡ-500Ｐ

連  続：300Ｗ
ピーク： 500Ｗ
外形サイズ：150×86×140
(W×H×D)

医療規格取得

電源単体でもVCCI ClassBをクリア

IEC60601-1 Ed.2,Ed.3 適合
・入力-出力：2MOPP
・入力-FG：1MOPP

＊記載している特長は代表的な特長です。その他の特長はホームページをご確認ください。 ＊記載している特長は代表的な特長です。その他の特長はホームページをご確認ください。

HＰＣSF-400P

連  続：310Ｗ
ピーク： 400Ｗ
外形サイズ：125×63.5×125
(W×H×D)

SFX電源 待機電力0.5W以下を実現

80PLUS BRONZE取得

HPCFL-400P

連  続：170Ｗ/305W
ピーク： 400Ｗ
外形サイズ：106×37×225
(W×H×D)

ファンレスATX 停電バックアップ対応

全出力最小負荷電流0A対応

(自然空冷時) (強制空冷時)

HＰＣ1U-400P

連  続：305Ｗ
ピーク： 400Ｗ
外形サイズ：100×41×190
(W×H×D)

1Uサイズ電源 待機電力0.5W以下を実現

80PLUS BRONZE取得

PC1U-300P

連  続：250Ｗ
ピーク： 300Ｗ
外形サイズ：106×41×260
(W×H×D)

1Uサイズ電源 高信頼性設計

全出力最小負荷電流0A対応

ＰＣＳＡ-370Ｐ

連  続：280Ｗ
ピーク： 370Ｗ
外形サイズ：150×86×140
(W×H×D)

ＡＴＸ電源 高信頼性設計

ピーク370W出力対応

eNSP-300Pシリーズ

連  続：200Ｗ
ピーク： 300Ｗ

外形サイズ：150×86×120
(W×H×D)

ノンストップ電源 停電バックアップ対応

ユニット装着で停電対策可能

外形サイズ：150×86×120 (W×H×D)

外形サイズ：150×86×155 (W×H×D)
ユニット有り

ユニット無し

HＰＣＦＸ-350Ｐ

連  続：245Ｗ
ピーク： 346Ｗ
外形サイズ：81.5×41×150
(W×H×D)

FlexATX電源 出力ハーネスを変更可能

電源単体でもVCCI Class Bをクリア

ＦＲ１ＵＡ-350Ｐ

連  続：298Ｗ
ピーク： 348Ｗ
外形サイズ：120×41×350（374）
(W×H×D)

1Uリダンダント電源 ホットスワップ対応

各電源ユニットの状態をＬＥＤで表示

ＰＣＳＦ-200Ｐ

連  続：150Ｗ
ピーク： 200Ｗ
外形サイズ：100×63.5×125
(W×H×D)

ＳＦＸ電源 S-ATAコネクタ標準装備

周囲温度60℃での使用が可能

ＰＣＳＦ-350Ｐ

外形サイズ：125×63.5×125

連  続：250Ｗ
ピーク： 350Ｗ
(W×H×D)

ＳＦＸ電源 高信頼性設計

全出力最小負荷電流0A対応

連  続：90Ｗ
ピーク： 180Ｗ
外形サイズ：93×55×160
(W×H×D)

ファンレスATX 停電バックアップ対応

全出力最小負荷電流0A対応

ＰＣＦＬ-180Ｐ

ＰＣＦＸ-220Ｐ

連  続：170Ｗ
ピーク： 220Ｗ
外形サイズ：81.5×41×150
(W×H×D)

FlexATX電源 高信頼性設計

温度検出型可変速ファン搭載

パソコン電源IEC62368-1適合
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多種多様の電源を取り揃えています！まずお電話を 「電源に困った時」ニプロンにご相談下さいhttp://www.nipron.co.jp/ http://www.nipron.co.jp/

第11回 国際スマートグリッドEXPOに出展致します。

展示会出展のご案内

三重県多気郡多気町と新工場建設のための立地協定を締結いたしました。

松阪夢工場移転へ

創業50周年記念製品発表大会

内覧会

創業50周年記念製品発表大会＆内覧会

まず始めに、代表取締役社長 酒井より挨拶があり、ニプロン創業に至るまでの
経緯や創業後の失敗談、成功談そしてニプロンの今後のビジョンについて語ら
れました。その後、副社長 松原より挨拶があり、技術部門8チームによる記念製
品発表が始まりました。
金賞は昨年11月より、本社敷地内にて技術実証を開始した、「ソーラーカーポー
ト」のシステム開発について発表を行ったシステム・ソフト開発チーム。銀賞は
Nipron Wave61号でご紹介した、「HNSP5-350P（リチウムイオン電池内蔵
ATX電源）」、「ATX12VO規格準拠電源」の開発について発表を行った東京技
術センターチーム。銅賞は「新型UZPシリーズ」の開発について発表を行った小
型電源開発課チームでした。
他にも「mFZP-075（医療規格対応単出力電源）」、「GP1UT（整流器）」など、
新製品の開発について発表が行われました。

3月3日～5日の3日間、東京ビッグサイトにて開催されます、
「第11回［国際］スマートグリッドEXPO」に出展致します。本展示会は、スマートグリッド・分
散型エネルギーシステム構築に必要な、あらゆる製品・技術が一堂に出展する専門展です。

政策目標として掲げられた2050年、カーボンニュートラル達成に向けて重要な役割を担う
バーチャルパワープラント(VPP)の導入が間近に迫っています。
そこでニプロンのブースでは、VPP市場に向けて、太陽光発電・蓄電システム向け製品「PV
マキシマイザー、Neo eXpander」や、発電・蓄電情報をクラウドサーバで管理・制御を行う
ことが可能な「PVガードミャン」をご提案いたします。また、脱炭素社会の実現や、レジリエ
ンス強化に貢献する非連系タイプ蓄電式PV自家消費システム「PV Oasis」を軸に「ゼロ・
エネルギー・ルーム(1部屋単位で導入可能な再エネ自立電源)」や「ソーラーカーポートシス
テム(駐車場に太陽光発電＆蓄電＆EV充電器)」など、お客様の予算や建物の都合に合わせ
たソリューションをご提案いたします。ご来場頂いた際には、是非ニプロンのブースまでお
越しください。

昨年11月4日、創業50周年を記念した記念製品の社内向け発表大会と内覧会が開催されました。

内覧会では各技術部門が直近開発した製品や開発中製品の展示と説明し、他の技術部門や製造部門、管理・営業部門と情報共有を行い
有意義な時間になりました。

ニプロンは昨年11月30日、三重県多気郡多気町と新工場建設のための立地協定を締
結いたしました。新工場への移転により急成長している医療機器や物流システム用電
源の生産能力増強を図り、従業員数を現在の約50人から倍の100人に増やす予定で
す。今回取得した土地面積は約1万1,700㎡で工場は延床約6,600㎡の鉄筋2階建て
の予定となっており、現在の松阪夢工場(土地面積：3,070㎡、延床面積：3,024㎡)と
比べ倍以上の規模となる予定です。

現在の松阪夢工場は1990年に稼働を開始しましたが、本社・阪神夢工場の稼働開始
に伴い2009年から稼働休止、しかし2015年頃から物流システム用電源需要の急伸
に対応するため、改装工事後に再稼働いたしました。新松阪夢工場は早ければ2022
年6月に着工を開始し、2023年1月に稼働を開始する予定です。

昨年の様子
酒井社長の挨拶

発表大会の様子

内覧会の様子 内覧会の様子

ソーラーカーポートEV充電ステーションのデモの様子

松原副社長の挨拶

昨年の様子

稼働開始当時の松阪夢工場

現在の松阪夢工場弊社副社長 川北(左)と久保町長(右)

金賞 システム・ソフト開発

銀賞 東京技術センター

銅賞 小型電源開発課
金賞 システム・ソフト開発チーム

銀賞 東京技術センターチーム 銅賞 小型電源開発課チーム

※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 空営業部　TEL:06-6430-1106 FAX:06-6430-2019 E-MAIL:support@nipron.co.jp




