
タイプ 屋根置型
形　名 NU-X22AF
セル種類 単結晶

モジュール変換効率 16.6%
公称最大出力 220W

公称最大出力動作電圧 25.83V
公称最大出力動作電流 8.52A
公称開放電圧 30.53V
公称短絡電流 9.02A

外形寸法（長さ×幅×厚み） 1318 × 1004 × 38.5㎜
質　量 15.5㎏

希望小売価格 104,700円＋税

太陽電池モジュール
マルチエネルギーモニタ カラー電力モニタ

形　名 JH-RWL7Y JH-RWL2Y
画面サイズ 7V型 3.5V型

タイプ ネットワークタイプ
（無線LAN／有線LAN対応）

ネットワークタイプ
（有線LAN対応）

出力制御対応 ○＊A
動作温度 0℃ ～ ＋40℃

外形寸法（幅×奥行×高さ） 175 × 27 × 137㎜※1 128 × 19.3 × 120㎜※1
質　量 0.5㎏※1 0.3㎏※1

定格消費電力※2 5.0W（無線通信時） 3.1W
接続システム 蓄電池システム※3※4 ̶
希望小売価格※5 オープン価格 42,400円＋税

電力モニタ
●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。　●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。 ●左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。 
※1 取り付け金具を含みます。 ※2 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。 ※3 ハイブリッドパワーコンディショナを使用する際はJH-RWL7Yを
組み合わせてください。 ※4 1台の電力モニタにハイブリッドパワーコンディショナ（JH-
42HM2P／55HM3P）が2台まで接続できます。 ※5 ケーブルは別売です。＊A：太陽
光発電システムとして出力制御を機能させるためには、電力モニタと出力制御に対応した
パワーコンディショナを組み合わせて設置したうえで、機器設定を行う必要があります。

モジュール公称最大出力（W）×100
モジュール面積（㎡）×1,000W／㎡

クラウド蓄電池システム
蓄電池本体

形　名 JH-WB1621 JH-WB1622 JH-WB1711
公称容量（定格容量※1） 4.2kWh（4.0kWh）※2 8.4kWh（8.0kWh）※2 6.5kWh（6.3kWh）※3

バッテリー リン酸鉄リチウムイオン リチウムイオン
対応蓄電池モジュール JH-AB04 × 2 JH-AB04 × 4 JH-AB05 × 2

設置場所 屋外・屋内※4※5兼用 屋内用※5
動作温度 0℃ ～ ＋40℃ －10℃ ～ ＋40℃

外形寸法※6（幅×奥行×高さ） 500×360×605㎜ 700×360×605㎜ 520×263×500㎜
質　量※7 約77kg 約135kg 約69kg
接続可能な

パワーコンディショナ※8
ハイブリッドパワーコンディショナ
（JH-55HM3P／42HM2P）

必要な蓄電池ケーブル JH-YB101／JH-YB201 JH-YB102／JH-YB202

※1 JIS C8715-1の規定に基づいた値です。 ※2 実際に使用
できる容量は使用する機器や蓄電池の内部温度によって変動し
ます。また、電力変換損失等により少なくなります。※3 実際に
使用できる容量は、放電深度90%をかけた値であり、使用する
機器や蓄電池の内部温度によって変動します。また、電力変換
損失等により少なくなります。 ※4 重塩害地域では屋内に設置
してください。屋内に設置する場合は別途屋内設置用金具（JH-
WBD02）が必要です。※5 横置きはできません。※6 突起部を
含みます。 ※7 設置時の重さ。※8 パワーコンディショナ1台に
つき、1台の蓄電池本体を接続できます。

高効率パワーコンディショナ ハイブリッドパワーコンディショナ
形　名 JH-40FB2 JH-45GB3 JH-55GB3 JH-42HM2P JH-55HM3P

定格
出力

連系※1 4.0kW 4.5kW 5.5kW 4.2kW 
（蓄電池のみ2.0kW）

 5.5kW※2
（蓄電池のみ2.0kW）

自立※3 1.5kW
入力回路数※4 2回路 3回路 2回路（太陽光） 3回路（太陽光）
電力変換効率※5 95.0% 96.5% 93.0%（太陽光）

対応電力モニタ（別売） JH-RWL7Y／JH-RWL2Y／JH-RV11 JH-RWL7Y または JH-RV11
設置場所※6 屋外・屋内兼用（重塩害対応） 屋外用
接続箱※7機能 有り
単独運転検出 受動的方式・新型能動的方式
出力制御対応＊A ○
定格入力電圧 DC 280V DC 320V DC 270V DC 250V

入力運転電圧範囲※8 DC 80V～420V DC 30V～450V DC 80V～420V
最大入力電圧 DC 450V
最大入力電力※9 2.1kW 2.5kW 2.3kW 2.1kW
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
夜間消費電力※10 ＋1.3W ＋10W ＋9W
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 トランスレス 高周波絶縁トランス※11
動作温度 －20℃ ～ ＋40℃ －20℃ ～ ＋40℃※2

　 運転音※12 27dB 41（35）dB
外形寸法

（幅×奥行×高さ）※13 600 × 181 × 400㎜ 666 × 201 × 429㎜

　 質　量※13 24㎏ 27㎏ 28㎏ 29㎏
希望小売価格 257,800円＋税 265,400円＋税 389,800円＋税 361,000円＋税 431,000円＋税

＊A：出力制御パワーコンディショナだけでは出力制御できません。対応するには、対応する電力モニタおよびクラウド
連携エネルギーコントローラと組み合わせて設置した上で、機器設定を行う必要があります。※1 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」「温度」「温度範囲外」のアイコンが表示されます。※2 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。※3 力率1.0の場合。
※4 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（JH-45GB3を除く）。※5 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。※6 屋内に設置する場合、別途開閉器JH-AK01が必要で
す。※7 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。※8 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-40FB2は95V以上、JH-
45GB3／55GB3は35V以上）。※9 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。※10 夜間消費電力は使用する電力モニタの定格消費電力を加算
ください。JH-42HM2P/55HM3Pは、発電および蓄電池の充放電を行っていない待機時の消費電力です。
※11 蓄電池入力の絶縁方式はトランスレスです。※12 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。
※13 取り付け金具を含みます。※14 表内の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
（JH-45GB3を除く）。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。詳細は販売店にお問い合わせください。※15 最低入力容量は1.10kWを推奨します。

系統連系パワーコンディショナ

モジュール接続（入力）枚数表 ※14 ※15
JH-40FB2 JH-45GB3 JH-55GB3 JH-42HM2P JH-55HM3P

NU-X22AF 5～11枚 3～13枚 3～13枚 5～12枚 5～11枚

出力制御ルール適用について、電力会社により対応が異なります
（詳細につきましては、各電力会社のホームページをご覧ください）。

電力会社 東京・中部・
関西♯ 北海道 東北 北陸 中国 四国 九州 沖縄

50kW未満 出力制御 
適用外＊ 出力制御適用

♯関西電力管内の淡路島南部地域は除く。　＊従来（出力制御非対応）パワーコンディショナも使用可能。
●資源エネルギー庁「固定価格買取制度の運用見直し等について」（平成27年1月22日）より、当社作成。

■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。

お客様相談室
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/ ご相談受付時間

（年末年始を除く）

携帯電話からは

■太陽光発電システムについて
●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。

■蓄電池について
●専用配線には、直接人命に関わる医療機器、人身の損傷に至る可能性のある装置等を接続しないでください。 ●蓄電池本体および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。また蓄電池本体および
パワーコンディショナを濡れた手や指等で触れないでください。感電する場合があります。 ●本製品の誤動作または不具合による使用機器の機能停止や損傷、データ損失、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。 ●本製品の取り外しやリサイクルの際は販売店またはお客様相談室にご相談ください。

安全に関する

ご注意
●正しく安全にお使いいただく
ため、ご使用の前に必ず「取扱
説明書」および「工事説明書」
をよくお読みください。

＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞　●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。　●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

単結晶太陽電池モジュール
NU-X22AF

http://www.sharp.co.jp/sunvista/

切妻屋根を活かして、たくさん発電。
エコな暮らしを支える、高効率モジュール。

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

＊画像はイメージです。

LN1CB79I.5

本　　社　〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地

●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。

このカタログの内容は、
2017年9月4日現在のものです。

このカタログは環境に配慮した
植物油インキを使用しています。

クラウドHEMS
の仕様はこちら＊

クラウド連携
エネルギーコントローラ
の仕様はこちら＊

＊QRコードは、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
で読みとってください。

太陽光発電システムや蓄電池システムの取り外し、移設処分等を行う場合は、専門技術を要するため、販売・施工業者・建設業者、または製造元（システムメーカー）にご相談ください。業者が処分を行う際には、廃棄物処理法、
建設リサイクル法に沿って、太陽光発電システムを産業廃棄物として適切な方法で処分することが義務付けられています。したがって、システム所有者は、取り外しや処分について、業者との間で適正な契約を事前に交わされる
ことをお勧めします。詳しくは、平成28年4月1日に環境省より公表された「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第一版）」を参照ください。



●パワーコンデショナに対して電力モニタとクラウド連携エネルギーコントローラは、どちらか一方のみ接続できます。
電力モニタはクラウドHEMSと組み合わせて設置できます。

屋根になじむ美しい外観で、たっぷり発電。
切妻屋根に最適なスタンダードモデル。

電気代を節約しながら、安心をこれまで以上に。置き場所を選べるコンパクトサイズ。 「使う」「ためる」「買う」を賢く。スマートフォンで留守中の家の見守りも。

専用タップで家電の消費電力を計測。

クラウド蓄電池システム

NU-X22AF単結晶

希望小売価格

モジュール変換効率※1

公称最大出力※2104,700円+税

16.6％

220W

設置枚数

太陽電池
容量

年間推定
発電量※3

NU-X22AF × 44枚

9.68  kW

10,926kWh

■ モジュール設置例

パワーコンディショナ

長期保証制度

電力モニタ

設置枚数

太陽電池
容量

年間推定
発電量※3

NU-X22AF × 28枚

6.16  kW

6,953kWh

JH-45GB3
JH-55GB3

JH-RWL7Y JH-RWL2Y

業界トップクラス＊の
高変換効率
96.5％を実現

つくった電力を高効率で使える電力へ。 家族みんなで確認できる、見やすい大画面。

システム構成機器を保証機器保証

システム機器の故障時に修理を行います。
全てシャープ製だからできる確かな保証です。

システム設置時に、「10年保証」（無償）、または「15年保証」（有償）のどちらかを選ぶことができます。

＊ 対応事象：システム構成機器が故障した場合。太陽電池モジュールの出力が保証値を下回った場合。当社基準に沿った設置工事が原因でシステムが故障した場合。以上の場合に保証書記載の保証条件に従い対応します。お客様の故意または過失による故障は対象外となります。

＊モジュール最大出力の90％を基準とした出力保証値です。　＊太陽電池モジュールの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/m²、モジュール温度25°Cでの値です。

お引渡し日から 90％
10年

85％
11~15年
（15年保証のみ）

JH-WB1621 JH-WB1622
スタンダードタイプ 大容量タイプ

JH-WB1711
屋内専用タイプ

ハイブリッドパワー
コンディショナ1台※9で
ソーラー＋蓄電池を制御。
＊設置画像はイメージです。
  実際は配管等があります。

＊接続できる太陽電池モジュールは
  シャープ製です。

機器連携
コントローラ

計測制御
ユニット

JH-RV11
クラウド連携エネルギーコントローラ

計測制御ユニット

機器連携コントローラ

CTセンサー120A（同梱）

HEMS
コントローラ

タップ
（100V/15A）

タップ
（200V/20A）

※1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。

※2 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/m²、モジュール温度25°Cでの値です。　※3 年間推定発電量は、大阪市（南面設置、傾斜角30°）に設置した場合の一例です。　※4 クラウド連携エネルギーコントローラ（JH-RV11）
の機器連携コントローラ（JH-RVB1）は対象外となります。　※6 蓄電池の横置きはできません。屋内設置時は別途設置用金具（JH-WBD02）が必要です。また、蓄電池の上方約70cmのスペースが必要です。　※7 実際に使用できる容量は、使用する機器や蓄電池
の内部温度により変動します。また、電力変換損失等により少なくなります。　※8 実際に使用できる容量は、放電深度90%をかけた値であり、使用する機器や蓄電池の内部温度によって変動します。また、電力変換損失等により少なくなります。　※9 太陽光発電システム
4.2kW以内かつ2系統以内、または5.5kW以内かつ3系統以内の場合。　※10 保証期間内におけるシステム構成機器の充電可能容量の確認に伴う費用はお客様負担となります。ただし、充電可能容量の確認の結果、お客様がシステム構成機器を弊社が発行する
取扱説明書、システム構成機器本体貼り付けラベルなどの注意書きに従って正常に使用したにもかかわらず、充電可能容量が保証値を下回っていた場合、当該費用は当社が負担いたします。　※12 クラウドHEMSおよびクラウド連携エネルギーコントローラ

モジュール公称最大出力（W）×100
モジュール面積（㎡）×1,000W／㎡

●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。

推定発電量の算出について
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、およ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…3.5％　素子温度上昇による損失  単結晶モジュール：（12～3月）…9％  （4～5月、10～11月）…13.5％  （6～9月）…18％　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。

＊ 屋外設置住宅用パワーコンディショナにおいて。
   シャープ調べ。2017年7月6日現在。

賢くなってコンパクト化。設置工事※14も簡単

消費電力の変化で、家の様子を見守ることができる

天気予報や警報に合わせて蓄電池を自動制御

（JH-RV11）の機器連携コントローラ（JH-RVB1）は対象外となります。　※13 QRコードは、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とってください。 http://www.sharp.co.jp/e_solution/battery/#title02_　※14 設置工事時に設定用端末（パソ
コン、タブレット端末等）が必要です（別売）。　※15 人物の特定はできません。　※16 ECHONETLite通信機能（物理層:LAN/WiFi）を搭載した特定機種に対応します。　※17 インターネットブラウザ搭載の一部機種。対応機種は当社ホームページをご参照ください
（http://www.sharp.co.jp/e_solution/mieruka/products/matching.html）。

大面積単結晶セルの採用で太陽光を
より多く受光。

大型セルに最適な電極パターンの設計で
効率よく発電。

モジュール設計見直しにより
優れたコストパフォーマンスを実現。

全機器シャープ製だから実現できた長期保証。

＊ シャープ製の機器が対象となります。　＊システム構成機器の保証は、正常な発電機能が対象となります（架台につきまし
ては、太陽電池モジュールの正常な設置に必要な強度が保証対象となります）。

●｢10年保証｣｢15年保証｣は、お申し込みが必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。　●クラウドHEMSは対象外となります。
＊ 途中で保証期間の変更はできません。　＊ 両プランの保証内容の違いについての詳細は販売店にお尋ねください。　＊ お引渡し日から1ヶ月以内のお申し込みが必要です。　＊ 保証除外事項がありますので、必ず保証規定をご確認ください。
＊ 「まるごと15年保証」は2012年7月1日以降にお引渡しのシステムが対象となります。

対象機器

モジュール出力値を保証出力保証

設置したシステム容量に応じた出力値を長期にわたり保証します。

●  太陽電池モジュール　●  パワーコンディショナ　●  電力モニタ
●  クラウド連携エネルギーコントローラ※4　●  ケーブル　●  架台
●  電力センサー　●  開閉器　●  ストリングコンバータ　●  接続箱

■ 出力保証値

Webモニタリング
無線LAN
有線LAN

蓄電池システム対応

Webモニタリング
有線LAN

クラウド連携エネルギーコントローラ／クラウドHEMS

電気使用量が標準的なご家庭に 電気使用量の多いご家庭に 屋内の空きスペースを有効活用

屋外・屋内※6設置用

公称容量 4.2kWh※7

屋外・屋内※6設置用

公称容量 8.4kWh※7

屋内設置用

公称容量 6.5kWh※8

■ 蓄電池容量に応じた充電可能容量を保証※11

■ 蓄電池やハイブリッドパワーコンディショナなどの
　 システム構成機器※12の故障時の修理や交換を保証

※11 容量保証値：お引渡し日から10年間は60％、11～15年間（15年保証のみ）は60％（JH-WB1621／WB1622の場合）
または50％（JH-WB1711の場合）保証。定格容量を基準とした保証値です。
●シャープ製機器が対象です。　●蓄電池システム15年保証、10年保証は、お申し込みが必要です。詳しくは販売店にお問い
合わせください。　●お引き渡し日から1ヶ月以内のお申し込みが必要です。　●途中加入はできません。

詳しくは
Webへ※13

蓄電池システム保証は15年（有償）と10年（無償）※10

クラウドHEMS

● 電気料金シミュレーション
● 節電応援アドバイス
● 外出・帰宅時の家電「まとめて操作」※16

表示端末には、スマートフォンやタブレット端末、
液晶テレビ AQUOS※17で確認することが
できます。

お手持ちの端末で確認

画面イメージ

電力モニタ+HEMS+電力センサー（計測用）を集約し、見た目もすっきり。

家電のオンオフを検出し、ご家族の帰宅※15や家電の消し忘れをチェック。

普段の節約も、気象警報時の備えも自動の対応でより安心。

その他
機能例

インターネットを介して専門スタッフがお客様の太陽光発電システム/蓄電池システムを見守ります。
お客様では気付きにくいエラーも、シャープが発見し対応します。

ソーラーWebモニタリングサービス/蓄電池Webモニタリングサービス

Webモニタリングサービス
の紹介動画※5

● 詳しくは当社ホームページをご参照ください。http://www.sharp.co.jp/sunvista/feature/monitoring/
※5 QRコードは、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とってください。 http://www.sharp.co.jp/qr/sol02/

クラウド
蓄電池システム

HEMSコントローラ／
タップ： AC100V/15A×5個

HEMSコントローラ／
タップ： AC100V/15A×4個
　　　 AC200V/20A×1個

JH-RTP4

JH-RTP5


