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電気を使う

足りないときは、
電気を購入します。

電気を貯める・使う

太陽光発電システムでつくった電気をiedenchi-NX
に充電して、夜間に使用することができます。
また余った分は売電することもできます。

電気を使う夜間電力を貯める

深夜の割安な電気を貯めて、翌日に備えます。

停電が起こると困ることって…？

電気が使えないと電化製品だけでなく、電気で制御されているお風呂やトイレなど、家の中のあらゆる設備が使用
できなくなってしまいます。

iedenchi-NXと太陽光発電システムで“電気の自給自足”を

太陽光発電システムとiedenchi-NXを組み合わせることで、ご家庭の電気を「つくって・貯めて・使う」生活を実現
できます。iedenchi-NXは太陽光発電システムとの相性が抜群なので、いざというときの頼もしいパートナーになって
くれます。

※運転モードによって、  動作は異なります。

スマホの充電ができない

暗いと夜怖いし危ない

トイレの電源が入らないエアコンが使えない

身体を洗いたい

ペットがいるから
温度調整が必要

個人の部屋も使いたいあたたかい／冷たい
食べ物・飲み物を食べたい

子供やお年寄りがいて
体調面が心配

避難所よりもできれば
家にいたい

太陽光発電システムとiedenchi-NXを導入した住宅図

電力会社へ電力会社へ

分電盤分電盤

太陽電池モジュール
太陽電池モジュールが太陽の光をエネルギーに変えて、
直流電力をつくります。

パワーコンディショナ
発電した電気を家庭内で使うために、パワーコンディショナ
で直流電力を交流電力へ変換します。

iedenchi-NX

つくる

変換する

貯める
発電した電気を蓄え、必要な時に家庭内に送ります。

地震や台風、集中豪雨など、

数々の自然災害に見舞われる日本。

いざというときのために、停電すると何ができないのか、

どのようなことに困るのかをしっかりと把握し

「停電してもそれを感じないような」 備えを

しておくことが必要です。

太陽光発電システムと相性抜群の

iedenchi-NXを導入することで、

日常生活はもちろんのこと、たとえ停電が長引いたとしても

安心して過ごすことができます。
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特定負荷
分電盤

iedenchi-NX=停電保険

停電時にもいつもと変わらず、24時間冷蔵庫を稼働させ、冷暖房やお風呂を問題なく使用するためには

家中すべてのコンセントが使用でき、さらにはたくさんの電力を蓄えられる容量が求められます。

iedenchi-NXはそのすべての機能を兼ね備えています。

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は全負荷型なので、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70Aまでに限ります。

特定負荷型

停電してもお家まるごと電気が使える

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の出力とiedenchi-NX

からの最大3.0kWの合わせて最大9.0kWの電気が使えます。

また、余剰電力がある場合、最大3.0kWまでiedenchi-NXに貯めることができるので、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。
※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。

お家の一部の電気のみが使用できます。
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

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。

停電時もいつもどおり太陽光発電が使用できます。

停電保険とは、iedenchi-NXを購入することで、停電時の安心と安全を確保するという考え方です。

特に小さなお子さまや、高齢者にとって電気が使えないことは生命の危機に直結します。

災害時にも不安なく快適に過ごせるように、停電保険という発想でみなさまの生活を守ります。

停電時にも太陽光発電システムが使える



一日の平均的な消費電力量と同等の大容量に加え、オール電化の住宅でも安心の高出力で、

停電時はもちろん、日常生活も快適にサポートします。

200V機器も使えるハイパワー

9.8kWhの大容量

日本のご家庭の平均的な1日の消費電力量は約10kWh。iedenchi-NXはそれと同等の9.8kWhなので、ご家庭で使用するのに

最適な容量となっています。さらに蓄電システムがほぼ空の状態でも、約3時間で満充電することができます。
※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。

iedenchi-NXに貯めた電気を使い切ることのないよう、残量を可能な範囲（0～90％）で

設定することができます。

つまり停電に備えてあらかじめ確保しておく電気の残量を、自由に決めることができます。

残量設定で使い切りなし

※満充電時の稼働時間になります。

大容量だから停電時でもこれだけ使えます

日本の電化製品は100Vが一般的ですが、IH調理器具やエコキュート、エアコンなどは200Vが必要です。停電時でもこれらの

200V機器を使用するには、蓄電システムも200Vに対応している必要があります。iedenchi-NXは200V機器も使用でき、さらに

3kVAの高出力なので、もしもの時にも普段通りの生活が可能です。またオール電化のご家庭にも最適です。
※機器によっては対応していないものもあります。

EVの200V充電ができる

iedenchi-NXから電気自動車（EV/PHEV）への充電が可能です。太陽光発電の余剰電力で充電し、環境に配慮したクリーンなド

ライブが実現できるだけでなく、安価な夜間電力をiedenchi-NXに充電することで電気料金を抑えることもできます。また、充電

した電力は計測されているので確認することも可能です。
※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。 ※EVコンセントは現地調達品になります。

※EVへの充電は家庭内負荷の１つとなるため、電力契約内容や停電時における家庭内負荷の使用状況によっては、契約電力を超過したり、蓄電システムの能力以上の電力出力となる

ため停電が発生する可能性があります。

5

EV

分電盤
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❷ 放電時間帯はiedenchi-NX
の電気を優先して使用

電池
充電

電池放電

❶ 夜間の割安な電気
をiedenchi-NXへ充電

❸❹ iedenchi-NXの電気が足りなく
なったら電力会社から電気を購入
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専用のモニターで電気の利用状況をリアルタイム

で見ることができます。またお持ちのスマート

フォンやタブレット、パソコンから「マイページ」に

アクセスして充電・放電の状況や電気使用量・

購入量の履歴を確認できます。

エネルギーモニターで電気の利用状況を気軽にチェック！

iedenchi-NXは停電への備えだけでなく、日常生活もお得に賢くサポートします。

生活をもっと豊かにしてくれる便利な機能をご紹介します。

エネファームの発電量を表示します。
※エネファームを設置している場合のみ

太陽光発電の発電量を表示します。
※太陽光発電システムを設置している場合のみ

蓄電池の充放電量を表示します。

電力会社に電気を売っている時は売電量を、
買っている時は買電量を表示します。

※画面はイメージです。

■ 平日で翌日の天気は快晴。家族は昼間仕事、

学校などで不在にしている。

■ 昼の時間帯…太陽光で発電するが、

家族不在のため消費電力量は少なめ。

■ 休日で翌日の天気は雨。

週末家族は自宅で過ごすことが多い。

■ 昼の時間帯…在宅のため電気消費量

は多いが、雨なので太陽光の発電量は

少ない。

電 気 料 金プランを夜 間 電力の安いプランに変 更し、

iedenchi-NXの設置時に充電開始時刻・終了時刻を設定する

ことで、毎日自動的に割安な夜間の電気を充電します。昼間の

時間帯はiedenchi-NXに貯めた電気を優先的に使うため、

ご家庭の電気料金を削減することができます。また、貯めた

電力が足りなくなった場合は昼間の電気を購入し、使用します。

※実際の電気の利用状況・契約プラン等により、電気代を削減できない場合があります。

電気代もお得に！

AI（人工知能）機能が最適なエネルギーライフを実現

AIがあればこんなにラクラク

※GridShareによる蓄電システム最適制御サービスはグリッドジャパン株式会社との契約が必要です。

これらの情報をベースに、

前日の電池残量を適切に設定

し、太陽光で発電した電気を

効率的に充電するなど、AIが

iedenchi-NXの最適制御を行う。

これら情報をベースに、AIが

翌日必要な電気量を計算し、

電気料金が安い夜間の時間帯

に電力会社から電気を購入し、

iedenchi-NXに充電を行う。

天候予測／消費電力量予測／太陽光発電予測
電気料金／カレンダー機能

AIによる最適制御（機械学習）

翌日の天気予報から太陽光発電システムの発電量を予測し、深夜電力の買電量を調整します。

AIが翌日の天気に合わせて最適な充電量を自動的に
決定してくれます。

設定不要で手間いらず

曜日や時間帯ごとの電気の使用パターンを学習し、
それを基に必要な電力量を予測します。

日々の電気の使われ方を学習してくれる

休日／ 雨天候平日／ 快晴天
候

電気代の安い時間帯（深夜電力）に必要な分だけ貯めてくれるから節約にも◎



家族で過ごす休日。床暖房で、足元もぽかぽか。 消費電力の気になる家電も、貯めた電気で気兼ねなく。

家族の体を作る、食事の支度にも。 昼間作った電気で、夜のリラックスタイム。

私たちの生活に電気はなくてはならないもの。

だからこそ、太陽光発電システムと蓄電システムを組み合わせ、

電気をつくり、貯めて、使う。

安心と快適さを備え、環境を考えたその暮らしは、

これからの未来に向けたネクストスタンダードな暮らしです。

Quality of  LIFE、はじめませんか？

負荷に追従し蓄電池から放電（放電時間設定と組み合わせ）を行います

内　容モード

ピークカット電力の設定値までに余裕がある場合、充電も行います

停電時、自動で自立運転動作します

停電に備え満充電付近で待機（停電時のみ出力）します

ピークシフト

ピークカット

バックアップ

HEMS

停電

HEMSからの指示に従い、充電放電を行います

※ バックアップモード、停電モード設定時にはAIは動作しません。

電気の自家消費に最適

目的ごとのモード設定で電気をもっと有効活用

目的に合わせてモード設定することで電気をさらに有効活用できます。iedenchi-NXには5つのモードがあり、目的に合わせてモニ

ターでカンタンに設定することができます。

2022年度 買取価格・期間

もっと安心
災害警報を自動検知で停電に備える

※電力会社によっては、ご希望の系統接続が承諾されない場合があります。電力会社にご確認のうえ、計画ください。　※参照元：経済産業省HP内「固定価格買取制度」

買取価格（1kWhあたり） 買取期間

10kW未満 17円（税込） 10年

住宅用太陽光発電システム

「気象警報自動探知機能」により、気象庁の発令する災害警報（気象特別警報・気象警報）を

お住まいの地域ごとに蓄電システムが検知すると、災害による停電に備えて蓄電システムを

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時間が経過すると蓄電システムは通常の稼働に戻ります。

※このサービスはグリッドシェアサービスのマイページ上、設定画面の気象警報のボタンを有効に設定する必要があります。

自動で
充電を開始！

太陽光発電電力 放電放電充電

深夜 朝 昼 夕 夜

充電

使用電力

太陽光を使用

余剰分を

売電

昼間に使用する電気は、太陽光発電システムで発電

した電気でまかない、さらに余った電気を蓄電池に

貯めるもしくは、売電することで電気を有効に使いま

す。売電量は減りますが、高い単価で売電が可能な

ため、すでに太陽光発電システムを設置済みの方に

おすすめです。

スマートフォンやタブレット、パソコンなどにより、お使いにな

られているiedenchi-NXの充電・放電の状況や電気使用量・

購入電力量の履歴を「マイページ」で確認することができます。

充電・放電の状況を「マイページ」で確認できます！

■ 気象警報自動探知機能の設定
■ AI機能のON・OFF設定
■ 充放電のデータ閲覧 など

マイページ上で以下の設定・操作が可能

グリッドシェアサービスの特長をこちらのQRコードからWebサイトや映像でご覧いただけます。

機能紹介ページ コンセプト動画



見守りサービスで稼働状況を見てくれるので安心

iedenchi- NXの状況を
確認してサポート

インターネット

iedenchi-NXを監視 「安心見守りサービス」では、
6種類のデータを定期的に取得※3しています。  

※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。  ※3.取得した情報は原則お客さまには提供いたしません。また取得した情報は暗号化され送信されます。尚、お客さまを特定可能な情報は送信しておりません。

❶ 蓄電池の容量値（%）

❸ 燃料電池発電電力（W）

❺ 蓄電システムの状態

❷ 太陽光発電電力（W） 

❹ 蓄電システム出力（W） 

❻系統の電圧や周波数

「iedenchi-NX」は、お客様がご使用されているインターネット接続により「安心見守りサービス」をご利用いただけます。
お使いの「iedenchi-NX」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」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。

太陽電池モジュール

電気の自給自足

単結晶 屋内用集中型NER108M410B-MD
公称最大出力

410W
モジュール変換効率

20.9%
電力変換効率

96.5%※

●11本のバスバー
●ハーフカットセル

太陽光発電システムで電気をつくり、蓄電システムに貯めて使う。電気の地産地消の暮らしを叶えるために、これ

まで当社が培ってきた太陽光発電に関する知識と実績をもとに、ご家庭のそれぞれの条件に合わせて、お客さま

に快適で長期的な太陽光ライフをコーディネートいたします。

それぞれの
ご家庭の条件

ネクストエナジー
ならではの強み

●つみあげた経験と実績
●安心の国内メーカー品質
●確かな技術力
●充実のサポート体制

貯める 制御する

使う

つくる

太陽電池モジュール

nergy conomy cology -Quality

停電を感じない
コーディネート

おサイフにうれしい
コーディネート

環境にやさしい
コーディネート

「匠」が見守る
暮らし

ネクストエナジーの

AIによる最適制御
（機械学習）

SPUS-30D-NX／SPUS-40D-NX／SPUS-55D-NX

●高い品質と安心の国内製
●低日射時も高い効率で変換可能
●標準15年製品保証・充実のアフターサービス

PERCモジュール：暑さに強いから夏もしっかり発電！

※.JIS C 8961に基づく効率測定方法
による定格負荷効率を示します。ネクス
トエナジー製屋内用集中型、屋外用マ
ルチストリング型のみ。 

3.0kW 4.0kW 5.5kW 

自然災害補償

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）

蓄電システム

電池容量

保証書は必ずお受け取りになり、

大切に保管してください。
※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
ム本来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基
づいて無償で修理・交換を行います。保証期間は、商品引き渡し確認日から蓄電シ
ステムは15年、エネルギーモニターは10年です。

蓄電システムの充電可能容量が50％を下回った場合は、無償修理（商品引き渡
し確認日から15年保証）します。

iedenchi-NX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。

■ 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。

15年保証
15年保証
10年補償

iedenchi-NXとともに、快適な太陽光との暮らしを長く続けていただくために。

お客さまに最上級の安心をお届けします。

充実の保証体制 製品に自信があるからこそ、iedenchi-NXは充実した保証体制をご用意しています。

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器

【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

火災 破裂・爆発 落雷 風災 水災 外部からの
衝突

雹災・雪災 窃盗

自然災害補償 支払い上限額

iedenchi-NX（蓄電池のみ）

180万円



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
エネファーム発電電力
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

放電開始時刻/放電終了時刻

NX3098-HNS/Y
リチウムイオン蓄電池
9.8kWh
8.8kWh
単相3線 AC202V 50/60Hz
3kVA
95％以上
単相2線 AC101V または 単相3線AC202V 50/60Hz
3kVA
最大 15A
連系作動（太陽光発電は6kVA以内）
余剰電力を売電（充電も可能）
14kVA（負荷電流70Aまで）
最大9kVA（太陽光発電システム容量や電力の使用環境により異なる）

-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）
6,000サイクル 

本体仕様のモデル（型名）
種 類
定格容量蓄電池

システム

表示仕様

実効容量
定格電圧パ

ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ

定格出力系統連系
出力

自立運転
出力

力 率
定格電圧
定格出力
出力電流
太陽光発電と燃料電池との連係
太陽光発電の売電

通 常
出力

非常時（停電）
○

（幅）762mm×（高さ）×1,145mm×(奥行）440mmサイズ

使用周囲温度
ECHONET Lite対応

使用周囲湿度
期待寿命

本体仕様

希望小売価格エネルギーモニター仕様

定置型
屋外

放電量/充電量
蓄電池残量
充電開始時刻/充電終了時刻iedenchi-NXの

表示内容

その他システムの
表示内容

その他

設置方法
（約）180kg（脚部含む）質 量

設置場所

※奥行‥34mm

155mm

3,630,000円（税込・工事費別）

エネルギーモニター／正面

150mm

本体／正面

762mm 440mm

本体／側面

1,145mm 1,145mm

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。

＜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、可搬式蓄電池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。点検・緊急時は販売店または当社にご連絡ください。 ●停電時に本システムの蓄電容量が
0%になると復電(停電から復旧)するまで稼働しません。停電時は蓄電容量が0%にならないようにご利用ください。

＜本体の設置場所について＞ ●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の充放電中は最大49db
程度の運転音が発生します。環境によっては耳障りに感じるばあがありますので、寝室や隣家に近い場所などや反響のしやすい環境など、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が多いご家庭の場合、家まるごとバックアップできない可能性があります。 ●iedenchi-NXの出力には最大75Aのブレーカーを取り付けます。ブレーカー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1,000 m 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。 ●iedenchi-NXの充放電中は最大で52db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、寝室や隣家の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。
＜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。

警告
●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。

注意 ●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、販売店または当社設定変更を依頼してください。●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。 ●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。

●製品の仕様及びデザインは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・転載することを固くお断りします。

危険 ●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。

その他付記事項



2022年10月版

検索iedenchi

iedenchiの詳細や
紹介動画を公開中!

　
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
福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-20 NMF博多駅前ビル2階

本 社
東 京 本 社
大阪営業所
名古屋営業所
福 岡 営 業 所

NX3098-HNS/Y

住宅用リチウムイオン蓄電システム

定格容量

kWh9.8


