
本　　社　〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

● このカタログの用紙には、
　 環境に配慮した植林木を
　 使用しています。

このカタログは大豆油
インキで印刷しています。

このカタログの内容は、2013年7月現在のものです。

今すぐ会員登録
（無料）!

ご愛用家電の登録で、もっと便利に快適に。 携帯からでも
ご利用
いただけますhttp://iclub.sharp.co.jp/c/

太陽光発電システムは全機種
［特定調達物品］に適合しています。

「グリーン購入法」
適合商品について

安全にお使いいただくために ● 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。　● 尚、本商品は電気事業法で定められた一般用電気工作物の中の小出力発電設備用です。パワー
コンディショナの内部には、お手を触れないでください。また、パワーコンディショナ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。

シャープ株式会社もしくはシャープエネルギーソリューション株式会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的と
した法律※の適用を受けます。　※ ●特定商取引法（旧訪問販売法）　●消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。）

10年保証制度及びまるごと15年保証の適用につきましては、10年保証制度／まるごと15年保証発行登録店により所定の手続きを完了していただくことが必要です。また、
電気工事、モジュール設置工事の施工は、当社所定の工事研修修了者（電気工事施工者ID保有者、モジュール設置工事施工者ID保有者）による工事が必要となります。

太陽光発電システムの取外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要
するため、販売・施工店、または製造元（システムメーカー）にご相談ください。

■当カタログの数値は50/60Hzで記載されています。　■当カタログに掲載された製品の中で、品切れになるものもあります。販売店にお確かめのうえ、
お選びください。　■製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますのであらか
じめご了承ください。　■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

LN9CA67I.150

お客様相談センター
TEL：06-6792-5982　FAX：06-6792-5993
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72

0120-48-4649 0570-550-190SUNVISTA ホームページ

一般的なお問い合わせフリーダイヤル。（カタログ請求または、製品仕様、仕組みやメリットなど）最新の情報（Q＆A、製品ラインナップなど）は、ホームページでご覧いただけます。

お問い合わせ先
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http://www.sharp.co.jp/sunvista/index.html ご相談受付時間

（年末年始を除く）

携帯電話からは

■動画サイト視聴についてのご注意　●当サイト及び動画はスマートフォン、タブレット端末のみご利用いただけます。●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高
額になる可能性がございますのでご注意ください。●機種により、事前にQRコード読み取りアプリケーションのインストールが必要です。また、アプリケーションダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものでは
ありません。●通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。●当社は、当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは
株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

NQ-198AC NQ-140AC
JH-40CD3P 6～9枚 8～13枚

JH-45CD3P／45DD3P 6～10枚 8～15枚
JH-40DD2P 6～12枚 8～18枚
JH-48CD2P 6～14枚 8～20枚
JH-S1C2P 6～10枚 8～15枚

JH-M1C2P／G1C3P 6～12枚 8～18枚
JH-G1C4P 6～9枚 8～13枚
JH-M0B2P 6～12枚 8～18枚

JH-S1Z11P
標準回路 6～10枚 8～15枚
低圧回路 3～5枚 4～8枚

JH-L1Z12P
標準回路 6～12枚 8～18枚
低圧回路 3～5枚 4～8枚

カラー電力モニタ

形　名 JH-RWL3
／RWL3A※1

JH-RWL2
／RWL2A※1

タイプ ネットワークタイプ
動作温度 0℃～＋40℃
外形寸法

（幅×奥行×高さ）
175×27

×137㎜※2
128×19.3
×120㎜※2

ケーブル 別売
質　量 0.5㎏※2 0.3㎏※2

定格消費電力※3 5.0W
（無線通信時） 3.1W

太陽電池モジュール 電力モニタ入力対応の詳細

系統連系パワーコンディショナ

※1 多数台連系対応の電力モニタ。多数台連系対応のパワーコンディ
ショナを使用する際には、必ずこれらの電力モニタを組み合わせてくださ
い。　※2 取り付け金具を含みます。　※3 工場出荷時の明るさ設定
で、画面点灯中の値です。パワーコンディショナ動作中は、太陽電池モジ
ュールで発電した電力、停止中は系統の電力を消費します。蓄電池シス
テムを設置されている場合は、蓄電池に蓄えられている電力を消費します。

タイプ 屋根置型
形　名 NQ-198AC NQ-140AC

セル種類 単結晶
公称最大出力 198W 139.5W

公称最大出力動作電圧 22.40V 15.79V
公称最大出力動作電流 8.84A 8.84A

公称開放電圧 27.50V 19.64V
公称短絡電流 9.50A 9.50A

外形寸法（幅×奥行×高さ） 1165×990×46㎜ 990×856×46㎜
質　量 14.5㎏ 11㎏

● 掲載している太陽電池モジュールはすべて、太陽光発電普及拡大センター（J-PEC）の平成25年度住
宅用太陽光発電システム導入支援補助金の対象機種です。● 表記の数値は、JIS C8918で規定する
AM1.5、放射照度1,000W／m2、モジュール温度25℃での値です。● 上記太陽電池モジュールは重塩
害対応です。強風時海水が直接かかる場所を除き設置できます。● 入力対応枚数の範囲内でも実使用
時の太陽電池出力がパワーコンディショナの最大入力電力を超過した場合、超過分は電力変換されませ
ん。最大入力電力の1.25倍程度を目安に枚数を減らすことが、電力超過によるロス軽減に有効です。全
ての入力回路を使用しなければ、定格出力一杯まで出力できません。また、晴天時・気温−10℃を下回る
地域では1回路の最大設置枚数が制限される場合があります。

形　名 JH-40CD3P JH-45CD3P／45DD3P JH-40DD2P JH-48CD2P JH-S1C2P JH-M1C2P JH-G1C3P JH-G1C4P JH-M0B2P JH-S1Z11P JH-L1Z12P

設置場所※1 屋外・屋内兼用 屋外用 屋外・屋内兼用 屋外用
接続箱※2機能 有り

多数台連系対応 − ◯
（JH-45DD3P） ◯ −

入力回路数※3 3回路 2回路 3回路 4回路 2回路 2回路
（低1回路）

3回路
（低2回路）

定格入力電圧 DC 250V DC 280V DC 250V DC 280V DC 250V（低140V）
入力運転電圧範囲※4 DC 80V～420V DC 80V～380V DC 80V～420V DC 80～380V（低40～175V）

最大入力電圧 DC 450V DC 420V DC 450V DC 420V（低190V）

最大入力電力※5 1.6kW 1.8kW 2.1kW 2.5kW 1.8kW 2.1kW 2.1kW 1.6kW 2.1kW 1.8kW
（低1.1kW）

2.1kW
（低1.1kW）

定格出力電圧 連系運転時：AC 202V、自立運転時：AC 101V
定格出力周波数 50/60Hz
定格
出力

連系※6 4.0kW※7 4.5kW※8 4.0kW 4.8kW※9 3.4kW 4.0kW 5.5kW※8 5.5kW※10 4.0kW 2.5kW 3.5kW
自立※11 1.5kW 1.25kW 1.5kW

夜間消費電力 使用する電力モニタの定格消費電力＋0.1W（JH-40CD3P／45CD3P／45DD3P／48CD2P／40DD2Pは＋1.3W、JH-M0B2Pは＋1.1W）
電力変換効率※12 95.0% 94.0% 94.5% 93.5%
出力基本波力率 連系運転時0.95以上 （定格の1/2～定格出力）
出力電流ひずみ率 総合電流ひずみ率5%以下、各次調波3%以下

相　数 単相二線（単相三線に接続）
絶縁方式 高周波絶縁トランス

動作温度 −20℃～
＋40℃※7

−20℃～
＋40℃※8

−20℃～
＋40℃

−20℃～
＋40℃※9 −20℃～＋40℃ −20℃～

＋40℃※8
−20℃～

＋40℃※10 −20℃～＋40℃

　 運転音※13 27dB 28dB 35（33）dB 41（38）dB 27dB 35（33）dB 41（38）dB
外形寸法

（幅×奥行×高さ）※14 630×186×325㎜ 666×201×429㎜ 600×180
×400㎜ 666×201×429㎜

　 質　量※14 26㎏ 27㎏（JH-45DD3Pは26㎏） 25kg 27㎏ 22㎏ 25㎏ 27㎏ 22㎏ 25㎏
※1 屋内に設置する場合、別途開閉器JH-AK01が必要です。　※2 太陽電池の複数系統を1つの系統にまとめ、パワーコンディショナに入力させる機器。　※3 全ての入力回路を使用しなければ、定格出力一杯まで出力できません。　※4 パワーコンディショ
ナが起動する際は、いずれかの入力端子に100V以上の入力電圧が必要です（JH-M0B2Pは95V以上）。　※5 パワーコンディショナが電力変換可能な1入力回路当たりの最大電力です。値は小数点第2位以下を切り捨てています。　※6 気象条件・立地条
件・設置条件などの諸条件により、パワーコンディショナの保護機能が働き、出力を一時的に抑制することがあります。出力を抑制した場合、電力モニタに「電圧抑制」「電圧」「温度抑制」「温度」のいずれかが表示されます。　※7 周囲温度が39℃以上の場合、保
護機能によりパワーコンディショナの出力を抑制することがあります。　※8 周囲温度が37℃以上の場合、保護機能によりパワーコンディショナの出力を抑制することがあります。　※9 周囲温度が36℃以上の場合、保護機能によりパワーコンディショナの出力を
抑制することがあります。　※10 周囲温度が35℃以上の場合、保護機能によりパワーコンディショナの出力を抑制することがあります。　※11 力率1.0の場合。　※12 ＪＩＳ Ｃ8961で規定に基づいた値です。また、接続箱機能を含みます。　※13 運転時
にJIS C8980に基づき無響音室で測定した値であり、±3dBの公差が生じます。カッコ内は空冷ファンの低速運転時の値です。また、屋外用機種は屋外・屋内兼用機種より運転音が大きいため、やむをえず屋内に設置する場合は、設置場所について販売店とよく
ご相談ください。　※14 取り付け金具を含みます。

本新製品ニュース掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

高出力モジュールを自在に組み合わせて、最大限の発電量を。

住宅用太陽光発電システム
2013-8

※ 2013年8月現在。NQ-195ＡＡ、NQ-138ＡＡとの比較において。　＊画像はイメージです。

※

高効率単結晶太陽電池モジュール
NQ-198AC/140AC

新製品



形　名 定格出力※5 回　路 変換効率※6 電力モニタ 希望小売価格（税抜価格）※7

屋
外
・
屋
内

設
置
兼
用
※
4

JH-45DD3P 4.5kW 3
95.0%

【 別 売 】
JH-RWL3A
JH-RWL2A

278,670円（265,400円）

JH-40DD2P 4.0kW 2 270,690円（257,800円）

高温時の運転抑制も少なく、1年を通じて安定稼働。高効率化技術のさらなる進化で出力アップ※1。

大きさの異なるモジュールを組み合わせて、
いちばん多く発電する設置レイアウトが選べます。

■全太陽電池モジュール接続可能タイプ※3 ＊本カタログに掲載のモジュールに限ります。

強風や激しい積雪への耐性 機械的荷重試験
長時間使用後の安定度 太陽光照射試験

雹（ひょう）などの落下衝撃への耐性
鋼球落下試験

■多数台連系対応高効率パワーコンディショナ※3

●多数台連系対応のパワーコンディショナ（JH-45DD3P／40DD2P）を使用する際には、必ず多数台連系対応の電力モニタ（JH-RWL2A／RWL3A）を組み合わせてください。

形　名 定格出力※5 回　路 変換効率※6 電力モニタ 希望小売価格（税抜価格）※7

高効率パワーコンディショナ

屋
外
・
屋
内
設
置
兼
用
※
4

JH-40CD3P 4.0kW
3

95.0%

【 別 売 】
JH-RWL3
JH-RWL2

268,380円（255,600円）

JH-45CD3P 4.5kW 276,150円（263,000円）

JH-48CD2P 4.8kW 2 278,880円（265,600円）

JH-M0B2P 4.0kW 2 94.5% オープン価格

屋
外
設
置
用

JH-S1C2P 3.4kW
2

94.0%

240,450円（229,000円）

JH-M1C2P 4.0kW 244,230円（232,600円）

JH-G1C3P 5.5kW 3 372,540円（354,800円）

JH-G1C4P 5.5kW 4 383,040円（364,800円）

屋
外
・
屋
内

設
置
兼
用
※
4

高効率ダブルレンジパワーコンディショナ※8

JH-S1Z11P 2.5kW
標準回路 1

93.5%
【 別 売 】
JH-RWL3
JH-RWL2

オープン価格
低圧回路 1

JH-L1Z12P 3.5kW
標準回路 1
低圧回路 2

●アマチュア無線の運用周波数によって影響が違いますが、見通せる範囲にアンテナがある場合は距離が離れていても影響を与える場合があります。特にHF帯（30MHz以下の周波数）で運用されているアマチュア無線局が
100m以内の距離にある場合は、影響を与える場合が多くなります。販売店を通じて、工事前にシャープまでご相談下さい。（対策工事は有償です。また、対策工事で、完全に影響を除去をできない場合がありますので、予めご了承
ください。）　※1 系統（ストリング）の太陽電池モジュールの枚数が異なっても一定電圧まで自動的に昇圧する機能。　※2 太陽電池の複数系統を1つの系統にまとめパワーコンディショナに入力させる機能。　※3 最低入力
容量は1.10kWを推奨します。　※4 屋内に設置する場合、高温になる場所や閉めきった場所に設置しないでください。また別途開閉器JH-AK01が必要です。詳細は裏表紙の仕様表を参照ください。　※5 気象条件・立地条
件・設置条件などの諸条件により、パワーコンディショナの保護機能が働き、出力を一時的に抑制することがあります。出力を抑制した場合、電力モニタに「電圧抑制」「電圧」「温度抑制」「温度」のいずれかが表示されます。　※6 
パワーコンディショナの電力変換効率はJIS C8961で規定する測定法での測定値です。　※7 本体価格（電力モニタは別途費用がかかります）。　※8 標準回路へ太陽電池モジュールを接続する必要があります。

●太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュール出力の合計値です。実使用時の出力（発電量）は、日射の強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及び温度条件により異なります。発電量は最大でも太
陽電池容量の70～80％程度になります。　●低反射ガラスを使用している太陽電池モジュールは、気象条件、設置条件によってはガラス表面に色のばらつきが見える場合がありますが、モジュールの出力や品質上の問題はありません。　
●太陽電池モジュールに太陽光が当たると、太陽の位置や角度によって、反射光が近隣住宅の窓に差し込む可能性があります。眩しさについては個人差があり、季節毎で見え方も異なりますので予測が難しいですが、近隣住宅への配慮
が必要です。　●実際の設置枚数は設置条件などによって異なります。詳細は販売店にお問い合わせください。　●太陽電池モジュールは、基本的にシステム販売です。　※1 当社NU-200ABとのルーフィット設計時の比較において。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 モジュール公称最大出力（W）×100※2 太陽電池モジュールの変換効率（％）は　　　　　　　　　　　　　　　 の計算式を用いて算出しています。変換効率とは、太陽光エネルギーから電気エネルギーに変換したときの割合を表します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 モジュール面積（㎡）×1,000W／㎡

太陽光発電普及拡大センター（J-PEC）が住宅用太陽光発電システム導入支援補助金に関連して公表している“太陽電池モジュールの変換効率基準”とは異なります。　
※3 公称最大出力の数値は、JIS C8918で規定するAM1.5、放射照度1,000W／㎡、モジュール温度25℃での値です。　※4 IEC（International Electrotechnical Commission）電気機器安全適合性試験制度
のCBスキーム（Certification Body：認証機関）に登録されている試験機関　※5 JIS（Japanese Industrial Standards）日本工業規格　＊●当サイト及び動画はスマートフォン、タブレット端末のみご利用いただ
けます。　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。　●通信状況、機種、QRコード読み取りアプリケーションの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合
があります。　●QRコードが読み取れない場合は、アドレスを直接入力してください。　http://www.sharp.co.jp/products/qr/solar_01/

NEDO全国日射関連データマップの日射量データ（1981～2009年までの平均）を用いて算出しております。気象条件・立地条件・設置条件などの諸条件により、実際の発電量とは異なる場合
があります。太陽電池容量は、JIS規格に基づいて算出された太陽電池モジュール出力の合計値です。実使用時の出力（発電量）は、日射の強さ、設置条件（方位・角度・周辺環境）、地域差、及
び温度条件により異なります。発電量は最大でも次の損失により、太陽電池容量の70～80％程度になります。　●パワーコンディショナ（接続箱機能を含む）による損失…5％　素子温度上昇
による損失　高効率単結晶モジュール（バックコンタクトタイプ）：（12～3月）…8％ （ 4～5月、10～11月）…12％ （ 6～9月）…16％　その他のモジュール：（12～3月）…10％ （ 4～5月、10～
11月）…15％ （ 6～9月）…20％　その他の損失（配線、受光面の汚れによる損失等）…5％を含む数値です。

推定発電量の
算出について

 高効率パワーコンディショナ 昇圧装置や接続箱機能を内蔵していないパワーコンディショナ

出力

変換 変換変換

発電（使える電力へ） 発電（使える電力へ）

出力

出力 出力

変換

出力

出力

屋根面ごとに
最大電力を
取り込める

接続するのは、
パワーコンディ
ショナ本体のみ

異なる
電力量を

まとめて変換する
ので電力ロス
が発生

パワーコンディショナ
（屋外設置）

カラー
電力モニタ
（屋内設置）

パワー
コンディショナ
（屋内設置）

電力モニタ
（屋内設置）

（屋外設置）

追加設備

接続箱

昇圧
装置

昇圧
装置

追加設備
による

電力ロスが発生

（ 　 ）当社従来品
2008年製
JH-M801本体内蔵の冷却ファンや、アルミニウムを多用した

筐体などで高い放熱性を実現。さらに風通しのよい
屋外へ設置する事で、温度上昇による運転抑制を
軽減し、暑い夏場でも効率よく運転＊します。
＊周囲温度が35℃～40℃まで

昇圧装置※1や接続箱※2の機能を内蔵しているの
でこれらの追加設備は不要。電力が追加設備を経
由する際の電力ロス＊は発生しません。
＊昇圧装置：2～3%、接続箱：0.5％

日の当たり方で各屋根面での発電量は異なります。
シャープのパワーコンディショナは屋根面ごとに最
大電力を取り込んで変換するので、つくった電力を
有効に使えます。

真夏の高温時でも安定稼働

電力ロスが少ないオールインワン構造

各屋根面の最大電力を取り込み変換

NEW

NEW

パ

カ

単 高機能高効率 ワ

ラ

結 ー

ー

晶 コ

電

モ ン

力

ジ デ

モ

ュ ィ

ニ

ー シ

タ

ル ョ ナ

単結晶 単結晶
NEW

モジュール変換効率※2 モジュール変換効率※2

公称最大出力※3 公称最大出力※3

17.2 % 16.5 %
198 W 139.5 W

NQ-198AC NQ-140AC
希望小売価格117,180円
（税抜価格111,600円）

希望小売価格89,460円
（税抜価格85,200円）

高効率化技術

表面の電極をなくし、太陽光をより多く
受光できるようになりました。

銀電極と銅配線が面接続で直接つながり、
さらに線幅が太いため、電流の損失が小さくなります。

正孔が表面にとどまらないので再結合が起こりにくく、
発電ロスを低減します。

受光量をアップ バックコンタクト構造 送電ロスを低減 配線シート方式 発電ロスを低減 再結合防止膜形成技術

屋根に美しくフィットする

ルーフィット設計

NQ-198AC NQ-140AC

設置容量

アップ
約36.7%

4.52kW
太陽電池容量

5,110kWh
年間推定発電量

NQ-198AC×20枚
NQ-140AC×4枚

ルーフィット設計
適用例

3.30kW
太陽電池容量

ND-165AA×20枚

3,601kWh
年間推定発電量

ルーフィット設計
非適用例

屋根横幅
横置き設置の場合

NQ-140ACNQ-198ACND-165AA

あと1列が設置できない 従来よりも多く設置できる

●画面はハメコミ合成です。　●電力モニタは屋内設置用です。屋外に設置
する場合は、販売店にご相談ください。　●電力モニタは、計量法の対象製品
ではありません。積算発電量、積算消費量、積算売電量／買電量、発電量、
売電量／買電量、消費量で表示される数値は目安ですので、電力量計の値
や電力会社からの請求書の値と異なる場合があります。電力モニタに売買電
量・消費量を表示するためには、電力センサーが別途必要です。　※9 多数
台連系対応のパワーコンディショナ（JH-45DD3P／40DD2P）を使用する
際には、必ず多数台連系対応の電力モニタと組み合わせてください。

ネットワークタイプ
JH-RWL3
JH-RWL3A※9（多数台連系対応）7V型

希望小売価格 89,460円（税抜価格 85,200円）

Web
モニタリング

有線LAN
無線LAN

タッチパネル

JH-RWL2／
RWL2A※9
（3.5V型）も
ご用意して
います。

IEC※4規格やJIS※5規格よりも厳しい基準でさまざまな
品質検査を実施。梅雨や夏の高温多湿、台風、積雪など
の過酷な状況を経ても長い年月使い続けられる品質を確
保しています。

当社独自の厳しい基準で長期耐久性を確保。

左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末
のバーコードリーダーで読み取ってください。

鋼球落下試験／
機械的荷重試験 紹介動画＊

屋根をムダなく活用するルーフィット設計だから
高出力モジュールをたくさん置けて、発電量が大幅アップ ※ 1。


