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※掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。

GridShareサービスに
関するお問い合わせ

受付時間：全日9時～17時（元日除く）
0120-568-973

0120-338647
グリッドシェアジャパン株式会社  受付窓口

製品に関する
お問い合わせ

営業時間：10時～17時（土・日・祝日を除く）

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社  インフォメーションセンター

〈製造元〉

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6-3-26

iedenchi-NX Premium
特設サイトへ

ネクストエナジー
製品サイトへ
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暮らしを満たす、
プレミアム。 特　長

暮らしを満たす

安心を満たす

優しさを満たす

普段の暮らしの中で

満たされた時間を過ごすために必要なこと

必要な時にいつでも使える電気の存在

それを自動でコントロールしてくれる存在

iedenchi-NX Premium

これから先も、家族の笑顔で満たされたいから

私は、選びます

13.16kWhの大容量
家庭で使用する約1.5日分の電気をまかなえます

5.5kVAの高出力
オール電化住宅も安心の200V機器対応

AIによる充放電制御

停電対応機能
非常時も安心できる機能搭載

電気自動車への充電
お得に電気自動車（EV/PHEV）への充電が可能

グリッドシェアポイント
太陽光発電の自家消費分をポイント化

蓄電システムアプリ
いつでもどこでもエネルギーの見える化

暮らしを満たす・・・・・・P3

安心を満たす・・・・・・P5

優しさを満たす・・・・・P7

その他の特徴・・・・・P9
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ライフスタイルの変化に合わせ
“学習するAI”が自動で最適コントロール

電気を自宅でつくって使う「電気の自家消費」

●13.16kWhの大容量。平均的な家庭の1.5日分の消費電力

●5.5kVAの高出力。エアコン、IH調理機器、EV充電も全部使える200V対応

火力発電の燃料価格高騰、原子力発電所の廃炉費用の負
担などを要因に、2030年には、電気代が今よりさらに37％
上昇すると予想されています※。
一方、自然エネルギーの導入コストは下がり、電力会社から
買う1kWhあたりの単価より、太陽光発電システム1kWhあ
たりの単価が下がる現象が起こっています。
これからは電気は電力会社から買うより、自宅でつくった電
気を使う「電気の自家消費」の時代です。

大容量＆ハイパワー！ iedenchi-NX Premiumなら
普段使いの電気を効率よく使えます

iedenchi-NX Premiumは13.16kWhの大容量。平均的
な家庭の約1.5日分の消費電力をまかなえます。
また、通常時も停電時も最大5.5kVAの高出力なので、
エアコンやIH調理器、エコキュートやエネファーム※1（燃
料電池）などの200V機器にも対応※2、一度に多くの電化
製品を使用できます。さらに、蓄電システムがほぼ空の
状態でも、約3時間※3で満充電にすることができるので
安心です。
オール電化のご家庭も、エネルギーの自家消費を目指す
ご家庭も、目的を叶える使い方ができます。

iedenchi-NX PremiumとAI（人工知能）「GridShare」が
連携して日々の電気の使われ方を学習し、曜日や時間帯ごと
の傾向から翌日に必要な電力量を予測します。
例えば、AIが翌日の気象予報から太陽光発電システムによる
発電量を予測し、翌日の電気使用量予測と照らし合わせて、
電気代の安い深夜電力を、必要な分だけiedenchi-NX 
Premiumに蓄電するなど、昼に多く電気を使う暮らし方へシ
フトしても、効率よく電気を使えるようAIがサポートします。

蓄電システムの充電・放電は
AI（人工知能）「GridShare」にすべてお任せ

※GridShare（AI）による蓄電システム最適制御サービスのご利用に
あたって、蓄電システム設置時に専用アプリからお客様情報をご登録
いただき、グリッドシェアジャパン株式会社とご契約いただきます。

今後上がり続ける電気代も
iedenchi-NX Premiumとなら上手にお付き合い

電気を使う暮らし方が変わったから、

使う電気にこだわりたい。

※電力中央研究所の数値予測参照

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20XX

電力会社から買う1kWhあたりの単価
太陽光発電システム1kWhあたりの単価円

kW

逆転する

無停電電源装置ではありません。※4

※1 「エネファーム」は、JX日鉱日石エネルギー㈱、東京ガス㈱、大阪ガス㈱
の登録商標です。

※2 機器によっては稼動できないものもあります。
※3 使用環境によっては充電に3時間以上かかる場合もあります。
※4 停電時には、一旦電気が切れます。このため家電製品によっては再設定

が必要になることがありますのでご注意ください。

暮
ら
し
を
満
た
す

EV充電の詳細はP8へ



5 6

普段の暮らしに便利なだけでなく、
停電時にこそ大活躍する安心感

蓄電システムには、特定負荷型と全負荷型の2つがありま
す。特定負荷型はあらかじめ指定した一部の電気のみ使用
でき、全負荷型は家中すべての電気が使用可能です。つま
り、全負荷型であれば、停電時にもそれを感じることなく
いつも通りの生活が送れるのです。
iedenchi-NX Premiumはもちろん全負荷型。停電時で
もエアコンやIH、エコキュートなどの200V機器が使える
のでもしもの時にも不便な思いをすることはありません。
※主幹容量75Aまでに限ります。

災害警報を自動検知し、停電に備える安心感

気象庁からお住まいの地域に災害警報（気象特別警報・気
象警報）が発令されたことを、「気象警報自動検知機能」
によって検知すると、災害による停電に備えて、自動でバッ
クアップモードに切り替えて充電を開始します。警報が解
除されて約24時間が経過すると、iedench i - NX 
Premiumは、通常の稼働に戻ります。

バックアップモード設定
台風や大雪などが予想されるときは、停電に備えて満充電付
近で待機し、停電時のみ出力する「バックアップモード」がお
すすめです。バックアップモードは蓄電システムアプリやエネ
ルギーモニターで簡単に設定できます。

特定負荷型

限定したコンセントのみ お家全体で電気が使用できます。
特別な操作は不要です。

※但し、切り替えのため、数秒程度停電します

停電時に使用可能な電力は、蓄電システムの放電電力と太陽光発電システムで発電した電力の合計になります。蓄電システムは使用電力に応じて最大5.5kVAまで
出力しますが、太陽光発電は天候の影響を受け変動しますので、これらの合計が必要な電力となっていることに注意してご使用ください。

※ご利用にあたって、蓄電システム設置時に専用アプリからグリッドシェアジャパン
株式会社（www.gridshare.co.jp）とご契約いただきます 。

※太陽光発電システムの発電状況、負荷の使用状況、蓄電システムの充電状況によ
り出力は変動します。

自動で
充電を開始！

「操作・設定」画面1 「運転モード設定」画面2

スマートフォンでの設定方法

普段使っている電気は、

災害時に、普段使いできる電気になる。

安
心
を
満
た
す

停電時にも
太陽光発電システムが
使える安心感
一般的な太陽光発電システムは、停電時に系統からの電力
供給が止まると、1.5kWしか出力することができません。
しかし、iedenchi-NX Premiumは独自のシステム制御
技術により、停電時でも太陽光発電システムから最大
6.0kWまで出力が可能です。さらに余剰電力がある場
合、最大5.5kWまでiedenchi-NX Premiumに貯めるこ
とができます。
つまり停電時でも最大11.5kWもの電気を使えるので、停電
時でも安心していつも通りの生活を送ることができます。

系統電力
停電

系統電力
停電

分電盤

特定負荷
分電盤

一般的な蓄電システム

停電時、太陽光発電は
自立運転出力の1.5kWまでしかご使用できません。

パワー
コンディショナ

パワー
コンディショナ

6.0kW＋太陽光発電
システム 5.5kW＝11.5kwiedenchi-NX

Premium

停電時でもいつも通りの生活を送ることができます
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※グリッドシェアポイントをドットマネーにまとめて、現金やギフト券、電子マネーに1マネー＝1円で交換できます。ポイントをまとめる際、マネーを使う際もどちらも交換
手数料無料です。

※グリッドシェアポイントサービスご利用の際は、専用アプリからグリッドシェアジャパン株式会社(www.gridshare.co.jp)とご契約いただきます 。

現金
ギフト券
電子マネー

ポイントをまとめる マネーをつかう

お得に充電した車で
環境に配慮したクリーンドライブを

自宅でつくったクリーンエネルギーを
電気自動車（EV/PHEV）に充電できる

iedenchi-NX Premiumから電気自動車（EV/PHEV）
への200V充電が可能です。太陽光発電の余剰電力を
充電してクリーンなドライブを実現します。
太陽光発電システムでつくった電気や、安価な夜間電
力を充電し、その電気を電気自動車へ充電することで
経済的にお得になります。

CO²削減に貢献したとして、
クリーンな電気を使った分だけ
ポイントがもらえる

クリーンな電気を使ってポイントGET！
ためたポイントでお買い物ができる

iedenchi-NX Premiumでは、太陽光発電システムで
発電し、計測された電気の自家消費（家庭内消費）分
が「グリッドシェアポイント」として、アプリ“蓄電システ
ムモニター”上に付与されます。
「グリッドシェアポイント」はドットマネーを通じてお好
きなポイントに交換が可能です。

※EV/PHEVに標準付属の車載ケーブルを利用しての充電となります。
※充電電力は家庭内負荷の1つとなるため、電力契約や停電時における
EV/PHEV充電以外の使用状況によっては停電が起こる可能性があります。

子供たちやその孫たちが、
永続できる社会の構築に貢献する

脱炭素社会に向けた、環境と家庭を守る製品

私たちネクストエナジーのミッションです。
環境問題を子供たちの時代に先送りせず、今できるこ
とを今やることが、永続できる社会を創る上でとても重
要になると考えています。
CO²削減の問題解決への糸口。iedench i -NX 
Premiumもその役割を担っています。

※グリッドシェアポイントサービスご利用の際は、専用アプリからグリッドシェ
アジャパン株式会社（www.gridshare.co.jp）とご契約いただきます 。

※イメージ

優
し
さ
を
満
た
す

子供たちの未来に責任を持ちたいから

クリーンな電気を、つくる、つかう。
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アプリ「蓄電システムモニター」で、

いつでもどこでもエネルギー状況の確認や

操作設定ができます

アプリ「蓄電システムモニター」を携帯電話・タブレット等にダウンロードす
ることで、家庭内のエネルギー状況、蓄電システムの残量や各種データを遠
隔で確認できます。また、操作設定も行えます。

操作・設定

その他の特長

各種データ 家庭内の消費量 蓄電システムの残量/
エネルギーフロー概要

蓄電システムの電気を

使い切る心配がないので安心です

iedenchi-NX Premiumは、蓄電システムにためた電気を使い切ることのな
いよう、残量を可能な範囲（0～80%）で設定することができます。蓄電シス
テムにためた電気が少ないときに停電になることが心配な方は多めに残量を
設定することで安心して使用できます。放電停止残量は連系時と停電時で個
別に設定できます。
（停電時の設定は連系時の設定より大きく設定することはできません。）

稼働状況を見てくれる

「安心見守りサービス」

お使いのiedenchi-NX Premiumに不具合が発生し、インフォメーションセンター（フリーダイヤル）にお問い合
わせいただいた場合※1、インターネット回線を通じて、メーカー側でもお使いのiedenchi-NX Premiumの不具
合状況を確認できるので、現地にお伺いして確認することなく、迅速に対応することができます※2。

※ モニターにはシステム維持用の電力を除いた容量を0～100%で表示しています。　
※ 出荷時の連系時放電停止残量設定値は10%です。 
※ 停電時に残量が0％になってしまうと、太陽光発電が発電できる状況でも、太陽光発電を稼働できなくなります。残量が0％にならないようにご注意ください。

●蓄電容量が残量設定に達したら蓄電システムは放電を停止します。 
●残量設定を下げると放電が始まり、蓄電システムの電気を利用することができます。

通常時使用容量

非常時確保容量
（放電停止残量設定）

グリッドシェアの代表的な制御例

A B

C

D

E

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 00:00

2,500W

2,000W

1,500W

1,000W

500W

0W

-500W

-1,000W

-1,500W

蓄電池
残量

A B C D E

ご家庭での電気使用量

太陽光発電の発電量

蓄電システムの充電・放電

電気を上手に使える理由

日が落ちて太陽光発電での発電が
見込めないから、蓄電システムにた
めた電気を家庭で使おう。

前日の太陽光発電の電気がまだ蓄
電システムに残っているので、深夜
に家庭で必要な電気をまかなおう。

●

明日の天気予報は晴れなので、日中
の太陽光発電が十分見込める。

●

昼間に太陽光発電の余剰電力を多
くためるために電池残量が10％に
なるまで放電しよう。

早朝はまだ電気代
が安いから、系統か
らの電気を使おう。

蓄電システムが満充電になっ
たので、余剰電力を売電にま
わそう。

予想通り、天気は晴れだから、家庭
で必要な電気は太陽光発電から使
用して、余剰電力は蓄電システムに
ためよう。

つくる

ためる

Reason

使う

電気の自家消費にる
経済メリット

CO²排出量削減

災害時の電力確保

ご家庭の電気の使用状況をグリッドシェアが学習。
天気の推移予測と併せて、自動で充放電を
コントロールします。
自宅で電気をつくり、ためた電気を使う、
「電気の自家消費」生活の実現
電気を極力買わない、
上手な電気との付き合い方を
グリッドシェアがサポートします。

※1.エネルギーモニターにエラーメッセージが出た場合、インフォメーションセンターまでお問い合わせください。
※2.状況により現地にお伺いしないと原因がわからない場合があります。 
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｜  ものづくりへの想い ｜

当社は自然エネルギーを普及させることを目的に、誕生しました。

そこから15年以上、一般家庭用の製品販売をはじめ、メガソーラーと呼ばれる産業用、100%自然エネルギーの電力小売りなど、

さまざまな形で太陽光発電にかかわる事業に取り組み続けています。

iedenchi-NX Premiumはそんな、太陽光発電をずっと考えてきた会社が自信を持ってお届けする蓄電システムです。

安心の品質でお届けするiedenchi-NX Premiumとともに Quality of LIFE、はじめてみてください。

太陽光発電にまっすぐな会社

皆さまの大切な生活を支え、守るものであり続けるために。

国内メーカーだからこそ実現できる最大級の品質をもって、安心をお届けします。

いつか起こるかもしれないもしもの時も、当たり前に電気が使える毎日も、iedenchi-NX Premiumが支え続けます。

品質保証の国際規格であるISO 9001を取得するなど高い品質を誇るとともに、

先端エレクトロニクスから宇宙関連まで手掛ける、

高い技術力を有する国内メーカーにて製造されています。

家族の笑顔を守るために

保証書はアプリ内に
表示されます。

※保証規定については、販売店または当社にお問い合わせください。

■ 取扱説明書、本体添付ラベル等の記載内容に反したご使用や、上記自然災害以外の天災による故障など、保証期間内であっても
保証が適用できない場合がございます。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

■ 保証の適用には、製造元が認定した施工認定者による施工が必須です。

製品に自信があるからこそ、iedenchi-NX Premiumは

充実した保証体制をご用意しています。

品質への想い

自然エネルギーへの想い

｜  充実の保証体制 ｜

補償対象となる事故（以下の事故でシステムに損害が生じた場合に補償されます）

火災 破裂・爆発 落雷 風災 水災 外部からの衝突 ひょう災・雪災 窃盗

① 蓄電池  ② 操作パネル  ③ ①および②の物の付属品または付属配線であって、購入者に対して設置時に供給したもの

自然災害補償対象機

蓄電システムおよび
エネルギーモニター

取扱説明書等の記載内容に沿った正しいご使用の
もとで、保証期間中に蓄電システム本体およびエネ
ルギーモニターに故障が発生した場合、保証書の
記載内容に則って無償で修理・交換を行います。保
証は、商品引き渡し確認日から10年保証です。

10年保証
電池容量

蓄電池の充電可能容量が60%を下回った場合は、
無償修理（商品引渡し確認日から10年保証）します。

10年保証
自然災害補償

iedenchi-NX Premiumを新規にご購入・設置い
ただいたお客さま全てに、自然災害による万が一の
損害の補償をご提供いたします。

10年補償

【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社
〒103-0027  東京都中央区日本橋3-1-6  東京南支店法人営業第一課あいおいニッセイ同和損保八重洲ビル9階
TEL.03-5299-7664

【取扱代理店】
伊藤忠オリコ保険サービス株式会社
〒107-0061  東京都港区北青山2-5-1
TEL.03-3497-8502

自然災害補償 支払い上限額

太陽光発電システム※：100万円／蓄電池：200万円

iedenchi-NX Premium
（太陽光発電システム※）＋蓄電池iedenchi-NX Premium（蓄電池のみ）

200万円
※蓄電池と同時に設置した太陽光発電システム（太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、接続箱、表示機器、これらの付属品もしくは付属配線(設置時に供給した物））



■ 沿革

■ ネクストエナジーの提携企業

■ 会社概要

社名 ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

創立 2003年12月

資本金 1億2,500万円

代表取締役社長 伊藤  敦

売上高 201億1,362万円（2022年6月期）

従業員数 296人（2022年6月30日現在）

本社/商品技術センター
（長野県駒ヶ根市）

［ネクストエナジー拠点一覧］

NAGANO

TOKYO

NAGOYA
OSAKA

VIETNAM

FUKUOKA

CHINA

販売・施工実績  2 .7GW以上
住宅用からメガソーラーまで国内外問わず多くのお客さまに選ばれています。

※2021年12月時点  重複案件については除く／完工案件／架台工事のみも含む

※

2003年12月 自然エネルギー利用のトータルサポート企業として創立
2005年10月 国内初、中古太陽光発電装置の買取・販売を行う『太陽光発電リサイク

ルセンター』運営開始
2008年  6月 グリーン電力証書専門の販売サイト『グリーン電力証書取引所』運営開始
2009年  6月 独立型太陽光発電装置専門サイト『オフグリッド・ソーラー』運営開始
2010年  3月 『循環型エネルギー・サービス・ネットワーク』発表。『グリーン電力供給

サービス』を本格始動
2012年  2月 太陽光発電システムレンタル専門サイト『レンタソーラー』運営開始
2012年11月 太陽光発電事業の効率的・効果的なメンテナンスを提供する『メンテナ

ンスサービス』開始
2013年10月 ネクストホールディングス新体制への組織改編
2014年  6月 株式会社ヴェリア・ラボラトリーズの全株式を取得し子会社化
2014年  6月 品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9001:2008・JIS 

Q 9001:2008」認証を取得
2015年11月 特定規模電気事業者（PPS）として電力供給開始（電力サービス

ブランド『GREENa』をリリース）
2016年  3月 グループ外企業3社との共同出資により合同会社アールツーソリュー

ションを設立
2017年  8月 中国上海市に奈克偲特（ネクスト）新能源科技（上海）有限公司を設立
2017年12月 経済産業省より長野県の「地域未来牽引企業」に選定

2017年12月 シリコンバレーのテクノロジープロバイダーInfiswiftに出資
2019年  6月 代表取締役・伊藤 敦がJPEA（一般社団法人 太陽光発電協会）の理事

に選出され就任
2019年  6月 東京ガス株式会社と資本提携しIoTプラットフォーム制御システムの共

同開発契約を締結
2019年  7月 中国・CATL（Contemporary Amperex Technology）と蓄電池の開

発・販売に関する業務提携を締結
2019年  7月 四国電力株式会社と資本提携
2019年11月 北陸電力株式会社と資本提携
2019年11月 Sungrow Power Supply Co., Ltd.と産業用蓄電システムの共同開発

に調印
2020年  1月 国際NGOのCDPより再エネプロバイダーとして日本で初めて認定を受

けパートナーシップを締結
2020年  7月 東北電力株式会社と資本提携
 清水建設株式会社と資本提携
2020年  9月 関西電力グループと資本業務提携
2020年12月 ハスクバーナ・ゼノア株式会社とパートナー協定を締結
2021年  7月 ネクストホールディングス株式会社と合併
2021年12月 豊田通商株式会社と資本提携
2023年  1月 林六株式会社と資本提携

（順不同・敬称略）※2022年1月現在

その他付記事項 ●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。　●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
●本カタログに記載の製品は、日本国内専用の為、日本国外では使用できません。　●このカタログに掲載している写真・イラスト・文章に関して無断で流用・転載することは固くお断りします。

危険

警告

注意
＜お願い＞　●本システムはご使用いただく前に、設置工事や系統連系接続工事などが必要です。本システムは、可搬式蓄電システムまたはポータブル電源ではありませんので、ご注意ください。設置工事は販売店または当社まで
ご相談ください。●病院・診療所の医療用機器には絶対に使用しないでください。また、家庭用の医療用機器について本システムにより蓄電した電気を、停電等の非常時に使用しないでください。●本システムは無停電電源装置
（UPS）ではありませんので、停電時の無瞬断切り替え機能は搭載していません。データのバックアップが必要な機器についてはUPSをご利用下さい。●専門の技術業者以外は本体扉を開けないでください。点検・緊急時は販売店
またはお客様相談窓口にご連絡ください。

＜本体の設置について＞　●製品の重量に十分耐えられる場所に設置してください。●設置前面10cm×後面10cm×側面左右60cm×上面20cm以内は、物を置かないでください。●使用周囲温度-10～45℃です。●iedenchi-NX 
Premiumの充放電中は最大45dB程度の運転音が発生します。設置環境によっては耳障りに感じる場合がありますので、寝室や隣家に近い場所などや音の反響しやすい環境など、騒音が気になる場所には設置しないでください。●自
宅や近隣のアマチュア無線やラジオなどの受信に影響を与える可能性があります。予めご了承ください●オール電化等の使用電力量が多いご家庭の場合、家まるごとバックアップができない可能性があります。●iedenchi-NX 
Premiumの出力には最大75Aのブレーカを取り付けます。ブレーカ容量を超えないように停電時にバックアップする特定負荷と、一般負荷に分割した工事を行うことがありますので、予め施工店様とご相談ください。

＜本体は、以下の場所に設置しないでください。＞　●浸水のおそれがある場所。●本体周辺温度が45℃以上になる場所。●湿度が高い（85%以上）場所。●ガスなどが漏れるおそれのある場所。●無線機など高周波機器がある場
所。●振動または衝撃を受ける場所。●鉄粉および有機材のシリコンなどを含む粉塵がある場所。●海風が当たる場所。●油煙が多い場所。●水や油の蒸気にさらされる場所。●標高が1,000mを超える高地。●静電気やノイズの多い
場所。●ホコリの多い場所。●温泉など硫化ガスが発生する場所。●可燃性ガスが発生するおそれがある場所。●直射日光があたる場所。●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。

＜リサイクルについて＞　●本システムは、リチウムイオン電池モジュールを内蔵していますが、リチウムイオン電池モジュールには、貴重な金属が使用されています。限りのある資源の有効活用のために、リチウムイオン電池モジュール
の回収・リサイクルにご協力ください。なお、使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

●緊急停止や故障などの場合は販売店または当社に連絡し、必要な指示を受けてください。指示があるまで蓄電システム本体（以下「本体」とします）に近づかないでください。●専門の技術業者以外は本
体扉を開けないでください。●生命に関わる機器（医療機器等）には絶対に接続しないでください。電池残量の不足等により、事故につながるおそれがあります。●本体及びエネルギーモニターを分解、改
造、塗装しないでください。●点検、緊急時は販売店または当社にご連絡ください。●本体の変形・割れ目・異音が発生した場合は販売店または当社にご連絡ください。

●本体及びエネルギーモニターに冷気や蒸気をあてたり、火気を近づけたりしないでください。●ご家庭以外でご使用される場合は、事前に販売店にご相談ください。●ご契約アンペア数[A]または容量
[kW]が変更になった場合は、販売店に設定変更の依頼をしてください。●本体およびエネルギーモニターにスプレー（殺虫剤、整髪料、カセットコンロ用ガス等）をかけないでください。●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、または当社までご相談ください。●蓄電システムは待機状態でも充放電管理やモニター表示用に蓄電システムに蓄えられた電力を消
費します。●出力が系統に逆潮流することを防ぐため、蓄電システムが放電する際に購入電力が100Wとなるよう出力を制御します。

●本体に水をかけたり、上に乗ったり、物を置いたり、部品を取り外したりしないでください。 ●本体の吸気口や排気口、配線口、エネルギーモニターの通気口をふさいだり、触ったり、手や物を入れたりし
ないでください。●災害発生時や雷鳴時には本体・ケーブル・エネルギーモニターに触れないでください。●ケーブル類が破損するような状況で使用しないでください。破損したまま使用した場合、感電•
ショート•火災の原因となります。●子供を本体の周囲で遊ばせたり、エネルギーモニターを子供に触らせたり操作させたりしないでください。●本体およびエネルギーモニター付近で薬剤の散布はしないで
ください。●本体に接続されているアース線は外さないでください。●人為的に本体を蹴ったり物をぶつけたり強い衝撃を与えないでください。●無線機など高周波機器に近づけないでください。

安全に関する注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご利用ください。

※奥行：17.5mm

128mm

122mm

1,181mm

1,008mm

392mm

1,008mm

本体/正面 本体/側面 エネルギーモニター/正面

希望小売価格 （工事費別） 4,103,000円（税抜価格 3,730,000円）

iedenchi-NX Premiumの表示内容

放電量/充電量
蓄電池残量
充電開始時刻/充電終了時刻
放電開始時刻/放電終了時刻
エラー発生時のエラー表示およびブザー鳴動
太陽光発電電力
電気自動車への充電電力
年月日現在時刻
購入電力量/売電量
家庭内使用電力
停電発生時の停電表示

その他

その他システムの表示内容

エネルギーモニター仕様

出 力
通常時
非常時（停電）

蓄電システム
種 類
定格容量
実効容量
定格電圧
定格出力
力 率
定格電圧
定格出力
出力電流

本体仕様のモデル（型名） NX5130HNS/6（60Hz地域用）

PCS自立運転出力

系統連系出力
パワー
コンディショナ

本体仕様

ECHONET Lite 対応
使用周囲温度
使用周囲湿度
期待寿命
サイズ
質　量
設置方法
設置場所

NX5130HNS/5（50Hz地域用）
リチウムイオン蓄電システム
13.16kWh
11.84kWh
単相2線式AC202 V（単相3線式AC202 Vに接続）
5.5kVA
95% 以上
単相2線式AC202 V（オートトランスにて単相3線式AC202 V / AC101 V）
5.5kVA
最大 27.5A
連係作動（太陽光発電は6kVA以内）
15kVA（負荷電流75Aまで）
最大11.5kVA（太陽光発電システム容量や使用環境により異なります）
○
-10℃～45℃（温度によっては、充放電電流の制限が発生します）
20～85％（結露なきこと）
15年
（幅）1,181mm × （高さ）1,008mm × （奥行）392mm
（約）265kg（脚部含む）
定置型
屋外

太陽光発電との連係

13 14
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〈             〉

〈                  〉

世界最大手の
電池メーカー

世界最大手の
パワーコンディショナ

メーカー

米国シリコンバレーの
IT会社



 

NX5130HNS/5〈50Hz地域用〉 NX5130HNS/6〈60Hz地域用〉

〈販売元〉

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

　
Next Energy Vietnam CO., LTD Unit 503B, Citilight Tower, 45 Vo Thi Sau, Da Kao ward, District 1,

Ho Chi Minh City, Vietnam

〒399-4117
〒160-0023
〒532-0011
〒452-0005
〒812-0011　 　

長野県駒ヶ根市赤穂11465-6
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト14階
大阪府大阪市淀川区西中島3-10-13 物産ビル9階
愛知県清須市西枇杷島町恵比須20-1丸中ビル201
福岡市博多区博多駅前1-5-20 NMF博多駅前ビル2階

2023年2月版

■ お買い上げ・お見積もりはこちらまで

本 社
東 京 本 社
大阪営業所
名古屋営業所
福 岡 営 業 所

※エネファームは東京ガス（株）・大阪ガス（株）・JXTGエネルギー（株）の登録商標です。
※掲載内容は製品の仕様変更などで予告なく変更になる場合があります。

GridShareサービスに
関するお問い合わせ

受付時間：全日9時～17時（元日除く）
0120-568-973

0120-338647
グリッドシェアジャパン株式会社  受付窓口

製品に関する
お問い合わせ

営業時間：10時～17時（土・日・祝日を除く）

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社  インフォメーションセンター

〈製造元〉

〒223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東6-3-26

iedenchi-NX Premium
特設サイトへ

ネクストエナジー
製品サイトへ


