
バックアップ電源システム 2012-7

JH-AB01
希望小売価格（税込）  719,040円

（沖縄・離島を除く）

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・使用済商品の引取りなどの費用は含まれておりません。

停電時も太陽光発電システム＊から充電

停電時でも太陽光発電システム（自立運転）※3の余剰
電力で蓄電池を充電※4。停電が長期化した際も電力を
有効活用できます。

複数の電気機器を使用できる、
大容量1.4kW出力

オフィスや施設などで、停電時に必要な複数の電気機器
を使用することが可能です。※5

停電発生時、瞬時に電力を供給
停電を感知すると同時に蓄電池から自動で電力を供給。
瞬間的な停電や電圧低下が発生した場合でも、電気機器
を継続して使用できます。※2

太陽光発電システム＊との組み合わせで、
停電時の電力供給に応えるバックアップ電源システム。

バックアップ電源システム

商用電源シャープ太陽光発電システム※1 停電時でも使用したい電気機器

業務用

※2 使用時間には限りがあります。裏面使用例をご参照下さい。　※3 太陽光発電システムを手動で自立運転モードに切り替える必要があります。　※4 太陽光発電システム（自立運転）の発電電力が、蓄電池への充電に必要な電力と電気機器の消費電力
の合計より大きい場合に限ります。　※5 バックアップ電源システムに接続する電気機器の定格消費電力の合計がAC100V 、 1.4kW以内（端子台、サービスコンセント×2含む）。モーター駆動が伴うものや比較的大きなコンデンサが内蔵されている機器は、
起動時に大電流が流れるため使用できない場合があります。バックアップ電源システム設置時に接続する電気機器の動作確認テストの実施を推奨致します。

※1 組み合わせて使用できる当社パワーコンディショナは以下の通りです。当社ホームページにも掲載しております。 http://www.sharp.co.jp/sunvista/product/battery/ をご確認ください。
JH-S1C2、JH-S1C2P、JH-M0B2、JH-M0B2P、JH-M0C2、JH-M0C2P、JH-M1C2P、JH-L1C3、JH-L1C3P、JH-G1C3、JH-G1C3P、JH-G1C4、JH-G1C4P（2012年6月現在）

本製品は停電時の電力供給を目的にしたバックアップ電源システムです。深夜に電力を充電し、日中は放電を繰り返す、というような用途には使用できません。
停電時以外に充電、放電を繰り返すとバッテリーの寿命が著しく短くなることがあります。使用上のご注意

＊ 当社住宅用太陽光発電システム※1

＊ 当社住宅用太陽光発電システム※1



停電時でも
使用したい
電気機器バックアップ電源システム

夜間や雨の日

停電時でも
使用したい
電気機器バックアップ電源システム

昼　間
自立運転で
電力供給

余剰電力
で充電

太陽光発電
システム

蓄電池

発電しない、または発電量が
足りないと蓄電池から電力供給

太陽光発電
システム

蓄電池

停電発生時、瞬時に電力を供給
●あらかじめ、停電時にも必要な電気機器を選定して接続しておきます。
●停電を感知すると同時に自動で電力を供給。突然、機器の電源
が落ちてしまうことなく、使い続けることができます。※4

●瞬間的な停電や電圧低下が発生した場合でも、パソコンやPOS
システムなど、接続した電気機器をバックアップ。継続して使用
できます。※4

複数の電気機器を使用できる、大容量1.4kW出力
●オフィスや施設などで、停電時に必要な複数の電気機器を同時に
使用することができます。※5

●2つのAC100Vサービスコンセントを使用し、携帯電話などのポータ
ブル機器の充電も可能です。※5

このカタログの内容は、2012年6月末現在のものです。

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

LN9CA23

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

I. 3

● 蓄電池は保証対象外です。　※1 太陽光発電システムを手動で自立運転モードに切り替える必要があります。　※2 太陽光発電システム（自立運転）の発電電力が、蓄電池への充電に必要な電力と電気機器の消費電力の合計より大きい場合に限ります。
※3 太陽光発電システム自立運転の最大出力はパワーコンディショナの機種毎に異なります。詳細は当社ホームページ〈http://www.sharp.co.jp〉をご参照ください。　※４ 使用時間には限りがあります。使用例をご参照下さい。　※5 バックアップ電源システムに接続
する電気機器の定格消費電力の合計がAC100V 、 1.4kW以内（端子台、サービスコンセント×2含む）。モーター駆動が伴うものや比較的大きなコンデンサが内蔵されている機器は、起動時に大電流が流れるため使用できない場合があります。バックアップ電源システム
設置時に接続する電気機器の動作確認テストの実施を推奨致します。　※６ 蓄電池には寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれ、蓄電池の容量は少しずつ低下します。

●各機器の消費電力を、照明 60W、パソコン 65W、ルーター 20W、POSシステム 200W、液晶テレビ 
130W、携帯電話の充電 5W として計算。　●使用可能時間については目安です。各機器の消費電力
や使用状況などによって異なります。

安全に関する

ご注意
● 設置工事マニュアルに基づき、適切に配線、設置を行ってください。　● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。　● 生命や財産に損害を受ける恐れのある電気機器にはご使用にならないでください。　● バック
アップ電源システムの内部には、お手を触れないでください。また、バックアップ電源システムをぬれた手や布等で触れない
でください。感電する場合があります。　● 本製品の誤作動または不具合による使用機器の機能停止や損傷、データ消
失、周辺機器への影響などが発生しても一切の責任は負えません。

使用済みの蓄電池はそのまま廃棄せず、販売店、またはサービス会社にご連絡ください。このバックアップ電源システムの蓄電池は鉛蓄電池です。
鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源ですので、使用済み蓄電池の廃棄に際しては、鉛蓄電池のリサイクルへご協力ください。

■停電時の動作イメージ

太陽光発電システムとの接続で、電力供給を継続
●停電時は太陽光発電システムの自立運転※1との接続により、電気機器の使用だけで
なく、蓄電池への充電も可能です※2。停電が長期化した際も電力を有効活用できます。

停電時でも太陽光発電システムが発電できる状態であれば、自立運転モードに切り
替えることで最大1.5kW※3（AC100V、最大15A）の電力が使用できます※1。詳細
は当社ホームページ（http://www.sharp.co.jp/sunvista/jiritsu/）をご覧ください。

太陽光発電システムの自立運転〈自立運転モード〉について

蓄電池の交換費用（製品代、交換工賃、運搬費等）はお客様負担となります。
交換に関してはご購入の販売店までお問い合わせください。

■配線図（本製品の設置には配線工事、D種接地工事が必要です。）
JH-AB01
2.7kWh（実効値:約1.4kWh）※6

1.4kW（2.0kVA）
AC100V
50/60Hz
2入力（電力系統・太陽光発電自立）
AC100V
50/60Hz
端子台×1、コンセント×2
小型制御弁式鉛蓄電池
約50時間（90%充電 約28時間）
屋内
0～40℃/20～90%（結露しないこと）
約136㎏
440×706×538 mm

形　　名
蓄電容量
定格出力電力

入　　力

出　　力

蓄電池種類
充電時間
設置場所
動作温度/湿度
質　　量
外形寸法（幅×奥行×高さ）

定格電圧
定格周波数
入力回路数
定格電圧
定格周波数
出力口数

■本体仕様一覧表

通常屋内配線

液晶テレビ

停電時に使用する電気機器（例）
定格合計AC100V-1400W以内

AC100V

AC100V

POS、パソコン

LED照明など

携帯電話サービスコンセント×2

バックアップ
電源システム
（JH-AB01）

太陽電池モジュール

自立運転

パワーコンディショナ

D種接地
ポータブル電気機器等

電力系統

分電盤

ご相談受付時間（年末年始を除く）
月曜日～土曜日／午前9時～午後6時
日曜日・祝日／午前9時～午後5時0120-48-4649

●お客様相談センター

使用済み蓄電池のリサイクルに関するお願い

オフィス
■使用例

消費電力合計約275W／約5時間使用可能
パソコンルーター照明

店　舗

消費電力合計約345W／約4時間使用可能
パソコンPOSシステムルーター照明

公共施設

消費電力合計約200W／約7時間使用可能
液晶テレビ照明

携帯電話
等の充電

本体コンセント
使用可能
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