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JET認証品

●当カタログに記載の情報は2017年 3月時点のものです。
●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

販売元 お問合せ、お求めのご相談は下記までどうぞ

エネルギー事業室　〒103-8355 東京都中央区日本橋小舟町 5-1

ホームページ：http://www.nagase.co.jp

見つけ、育み、拡げる

　　誠実に正道を歩む、という思いを胸に、
　　私たちはアイデアを掘り起し人 と々つながることで、
　　それを形にします。
　　200年近い間、私たちは誰も気づかない機会に目を向け、
　　技術への好奇心とこだわりをもって
　　お客さまやパートナーとともに産業の発展に貢献してきました。
　　絶え間ない変化の中で、
　　人々が安心して暮らせる社会を実現するために、
　　私たちは歩を緩めることはありません。

Since 1832
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創る

見る 貯める貯める

HEMSとは？

長瀬産業の家庭用コンパクトHEMSセット「eneEase」は、3.3kWの太陽電池モジュールとハイブリッドパワーコン

ディショナーおよびリチウムイオンバッテリーがセットになり、お手頃価格でスマートライフを提供する商品です。

太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次消費エネルギー量（空調・給湯・照明・換気）の収支を

プラスマイナス「ゼロ」に近づけるNearlyZEH（ニアリーゼッチ）に最適なスペックのパッケージ内容になっています。

本システム（ハイブリッドパワーコンディショナーと見える化
ユニットおよびリチウムイオンバッテリー）は、JET（一般財団
法人 電気安全環境研究所）が定める認証を取得しています。

HEMSとは「Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネ

ジメント システム）」の略です。家庭の発電状況や消費電力など、エネルギー

を数値として見えるようにすることで、省エネへの意欲が高まります。

ハイブリッドパワーコンディショナー
ECHONET Lite 対応

遠隔出力制御対応 *2

太陽電池モジュール

見える化ユニット
お手持ちの端末でかんたんに *3

リチウムイオンバッテリー
置き場所に困らない壁掛けタイプ

安心の国内メーカー製リチウムイオンバッテリーを採用

25年
太陽電池モジュール

出力保証

10年
無償保証*1

JET 認証品

長瀬産業の家庭用コンパクトHEMSセット
業界最小・最軽量のコンパクトサイズ・壁面設置可能で基礎工事不要

*2 電力会社からの出力制御要請に対応します。インターネット回線
　 への接続およびソフトウェアのアップデートが必要です。

*3 端末はセットに含まれません。見える化ユニットの機能をご利用い
　 ただくには、お客様にて端末をご用意して頂く必要がございます。

*1 （保証対象機器）ハイブリッドパワーコンディショナーおよびリチウムイ
　 オンバッテリーは、系統連系日から10年間ご使用いただいた場合でも残
　 容量 50%を保証いたします。その他の故障についても当社の保証条件に
　 基づき、10年間無償修理いたします。一部の部品は1年保証になります。
　 詳細は本カタログの4ページをご覧ください。

標準パッケージ内容

ハイブリッドパワーコンディショナー

リチウムイオンバッテリー

太陽電池モジュール (スレート用架台含む )

見える化ユニット 接続箱設置イメージ
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[ 対応事象 ]
対象機器が故障した場合。リチウムイオンバッテリーのバッテリー容量
が、10 年以内に初期の50%未満になった場合。当社保証条件に基づき、
系統連系日から10年間、無償保証致します。

無償保証の内容は原則として、「無償修理」となります。お客様における拡大・間接損害の補償は致しかねます。

出力保証は通常使用による経年劣化に伴う出力低下だけが対象となります。

0403

3つの運転コースで、日々のくらしをしっかりサポート

３つの運転コースの中で、最も電気代がお得になるコース *1

です。
昼間に太陽電池で発電した電力は家庭内の負荷で消費され、
余剰分はすべて電力会社へ売電します。
バッテリーは夜間に系統から充電し、夕方日没後から夜間に
かけて放電します。

停電時は、自動で自立運転に切り替わり、自立コンセントから電
気が使えます。たとえば家庭用電気機器の電源として使えます。

夜間充電コース
特徴・できること

表示画面

太陽電池で発電した電力をバッテリーに充電し、夕夜間に
できるだけ自家消費をするコースです。
昼間に太陽電池で発電した電力は家庭内の負荷で消費さ
れ、余剰分はバッテリーに充電します。充電しきれない場合
は、電力会社に売電します。バッテリーは太陽電池の電力で
充電し、夕方日没後から夜間にかけて放電します。

自家消費優先コース

万一の停電時に使用できるように、バッテリーの残量を確保するコースです。
昼間に太陽電池で発電した電力でバッテリーを充電し、余剰が発生した場合は家庭内の負荷で消費します。
家庭内で消費しきれない場合は電力会社に売電します。太陽光の発電量が少ない場合、商用電力系統からも充電します。
バッテリーが満充電の場合、太陽電池からの発電電力がなくなると、製品は待機状態となります。バッテリーの電力は非常時の自立運転時にのみ
放電されます。

備蓄優先コース

10年の長期保証

1年保証

10年の製品保証＋25年の出力保証

機器が異常の時は、
本体表示／見える化画面で
ご確認いただけます。 *1

異常情報は、
メール自動発信機能で
お知らせします。 *2

異常をいち早く察知して、
サービスセンターから
ご連絡します。

停電時自動切替盤（オプション）追加で、停電時に優先負荷回路に自動的に電気を供給します。（普段使いのコンセントがそのまま使えます。 *2）

さらに安心を

万一の停電発生時にも…

現在の発電・売電状況やバッテリーの状況、
今日の発電量、電気料金などを確認できます。

TOP画面
過去の太陽光発電量を月間または年間でグラ
フに表示します。

太陽光発電量グラフ

お手持ちのスマートフォ
ン・タブレットで電力の
見える化ができます。専
用モニターが不要です。

発電・売電状況やバッテ
リーの状況など、リアルタ
イムのエネルギー状況をひ
と目でチェックできます。

過去のデータ（最大過去
5年分）との比較ができ、
省エネ効果が簡単に把
握できます。

ECHONET Lite 通信対
応しています。

インターネットに接続する
ことで、電力積算量や異常
お知らせをメール受信す
ることができます。

専用モニター不要 ひと目でチェック 省エネ効果を
簡単に把握

ECHONET Lite
通信対応

お知らせ
メールが届く

過去の電気消費量を月間または年間でグラフ
に表示します。

電気消費量グラフ

スマートフォン
の充電（5W）

優先負荷回路

分電盤

停電時自動切替盤

通常出力

停電時出力

ラジオ
（20W）

照明
（蛍光灯60W）

冷蔵庫
（150W～600W）

液晶テレビ
（50W～200W）

最大出力は1500W（太陽光発電が無い場合は最大900W）ですが、モーター等起動時に大きな電力を必
要とするものでは使用できない場合があります。

*2 停電時に供給する優先負荷回路は事前に配線が必要です。使える電気容量には制限があります。停電から自動供給開始まで数秒間の無電時間が発生します。

*1 時間帯別電力契約（夜間電力が安くなる契約）が必要となります

お手持ちのスマートフォン・タブレットで、かんたんに見える化

安心の保証

お手持ちのスマートフォン・タブレットと見える化ユニットとのWi-Fi 接続が必要です。

*1 リチウムイオンバッテリー、ハイブリッドパワーコンディショナーが対象です。　*2 インターネットへの接続が必要です。事前にメールアドレスの登録が必要です。

安心の見守り機能

1 2 3 4 5

ハイブリッドパワーコンディショナー リチウムイオンバッテリー 太陽電池モジュール（スレート用架台含む）

見える化ユニット（専用ACアダプター含む） 接続箱

付属のセンサ、ケーブル類 停電時自動切替盤（オプション品）

[10 年の製品保証 ]
材料及び製造の瑕疵により太陽電池モジュールの機能性に影響を
与える場合。製造瑕疵により不具合が生じ、太陽電池モジュールの
外れ・落下等を生じさせた場合。
[25年の出力保証 ]
①最初の1年間で、太陽電池モジュールの実出力が本カタログの
　公称最大出力の公差範囲の最小許容値の97%を下回った場合。
②2年目から 25 年目までの期間で、実出力の年次の低下が 0.7%を
　上回った場合。
③25 年目までに、実出力が本カタログの公称最大出力の公差範囲の
　最小許容値の 80.2%を下回った場合。



安全に関するご注意

*1 　JIS C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。  
*2 　運転音は反響の少ない無響音室で測定した数値です。実際に取り付けた状態では周囲の音や反響を受け、表示の
　　 数値より大きくなることがあります。
*3 　製品上下各20cm以上、左右各12cm以上空けて設置し、床面からは150cm以上の高さに設置してください。
*4 　質量に耐えられる壁であるか確認が必要です。
*5 　実際に使用できる電力は、電力変換損失分だけ少なくなります。
*6 　周辺環境温度によって、充電時間が延びる可能性があります。
*7 　製品上下各20cm 左右 15cm 以上空けて設置し、床面からは20cm以上の高さに設置して下さい。
*8 　突起部を除きます。
*9 　表記の数値（出力、電圧、電流）は、JIS C 8990で規定する基準状態 
　　 （STC: セル温度 25℃/AM1.5/ 日射強度 1000W/ ㎡）における値となります。
*10 「ECHONET Lite」はエコーネットコンソーシアムの商標です。  
*11 天井付近の高さに床面から220ｃｍ以上離して、専用の取付ホルダーを使用して取り付けてください。AC100V
　　 コンセントがある付近に設置します。ハイブリッドパワーコンディショナーとLANケーブルにて接続が必要です。
*12 アンテナ、取付ホルダーを除く製品本体    

型式

定格電圧

最大入力電圧

入力回路数

定格入力電流

定格出力電流

設置場所

外形寸法（mm）

重量

BA-S3691-1-C4

DC 300V

DC 450V

2回路

DC　１０A/ 回路

DC　１０A/ 回路

屋外用

W207×H420×D124

約 5.5kg

型式

定格入力電圧

定格電流

回路数＋回路スペース

設置場所

外形寸法（mm）

重量

HCB 13E6-284Z

単相 2線式　AC100V

30A

4＋4

屋内用

W644×H320×D110

約 7kg

型式  

電源電圧  

 

端末接続台数

消費電力

ECHONET Lite (Release G) *10

有線 LAN

無線 LAN

データ蓄積量

使用周囲温度

使用周囲相対湿度

設置場所

外形寸法（mm）

重量

取付方法

MPR0002

ACアダプター　入力：AC100V　50/60Hz

出力 DC5V　2A

5台まで

最大　約2.6W以下

バッテリークラス、住宅用太陽光クラス、必須プロパティ搭載

IEEE802.3　10BASE-T/100BASE-TX　AUTO-MIDIX 対応

IEEE 802.11b/g/n　2.4GHｚ対応

最大　5年分

0℃～ +40℃

20％～ 85％

屋内用 *11

本体　W58×H83×D24.3 *12

本体（アンテナ、取付ホルダー含む）　約130g

専用 ACアダプター　約118g

壁面取付、ネジ止め *4

型式

公称最大出力（Pmax)

公称最大出力動作電圧（Vmp)

公称最大出力動作電流（Imp)

公称開放電圧（Voc)

公称短絡電流（Isc)

モジュール変換効率

外形寸法（mm）

重量

CS6K-280M

280W（許容差0～ +5W） *9

31.5V *9

8.89A *9

38.5V *9

9.43A *9

17.11％

1650×992×40

18.2kg

ハイブリッドパワーコンディショナー
型式

入出力回路数

変換効率

定格周波数

冷却方式

運転音

系統連系保護装置

単独運転検出

太陽光入力部

バッテリー入力部

系統連系出力部

自立出力

使用周囲温度

使用周囲相対湿度

設置場所

外形寸法（mm）

重量

取付方法

定格入力電力

太陽電池最大接続容量

入力運転電圧範囲

定格入力電流

絶縁方式

定格入力容量

入力運転電圧範囲

定格充放電電流

絶縁方式

定格出力電力

定格出力電圧

定格出力電流

出力電気方式

絶縁方式

定格出力電力

定格出力電圧

出力電気方式

MPR01S302MHA

入力：3（太陽電池入力用：2、バッテリー入力用：1）

出力：2（商用電力系統用：1、自立運転用：1）

94%（太陽電池入力～系統連系出力間） *1

91%（バッテリー入力～系統連系出力間） *1

50Hz または 60Hz（自動判別）

自然冷却

40dBtyp *2

交流不足電圧、交流過電圧、

系統周波数低下、系統周波数上昇

受動的方式、新型能動的方式

1.65ｋW×2系統

2.145ｋW×2系統

DC80V～ 380V

6.6A （１系統あたり）

トランスレス方式

900W

DC32V～ 58V

20A

双方向高周波絶縁方式

3.0ｋVA （電池のみ　0.9kVA）

AC202V

15A

単相３線式

トランスレス方式

1.5ｋVA　（電池のみ　0.9kVA）

AC101V

単相２線式

0℃～ +40℃

20％～ 85％（但し、結露なきこと）

屋内用 *3

W525×H351.5×D152（製品本体）

約23kg（取付金具含む）

壁面取付、ネジ止め *4

型式

内蔵電池

バッテリー定格容量

バッテリー容量

電圧範囲

充電時間

使用周囲温度

設置場所

外形寸法（mm）

重量

取付方法

BP-0029_2S2P_6S_DN

リチウムイオンバッテリー

2925Wh

2500Wh *5

DC 39 ～ 50V

約 5時間 *6

-10℃～ +40℃

屋内用 *7

W667×H403×D158 *8

約 40kg

壁面取付、ネジ止め *4

リチウムイオンバッテリー

標準パッケージ内容

見える化ユニット（ハイブリッドパワーコンディショナーの付属品）

接続箱

*13 Wi-Fi ルーター、インターネット接続が無い場合でも、手持ちのスマートフォン・タブレット (無線 LAN対応品 )でモニター可能です。この場合、異常発生時の自動メール発信はされません。
*14 オプションの停電時自動切替盤を取り付けない場合には自立コンセントの設置が必要です。
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製品仕様

システム構成

太陽電池モジュール（スレート用架台[3段4列、4段3列]もパッケージに含みます）

停電時自動切替盤（オプション）

太陽電池モジュール

見える化ユニット

ハイブリッドパワーコンディショナー
(屋内設置)

自立コンセント *14
(停電時のみ出力)

停電時自動切替盤
(オプション)

お手持ちのスマートフォン、タブレットで
発電・消費状況がモニター出来ます
(端末はセットに含まれません )

Wi-Fiルーター *13
 (セットには含まれません)

分電盤
(セットには含まれません)

一般負荷優先負荷

接続箱

リチウムイオンバッテリー
（屋内設置）

ハイブリッドパワーコンディショナー リチウムイオンバッテリー

見える化ユニット 接続箱太陽電池モジュール（スレート用架台含む）

●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。

●アースが必ず必要です。電気工事のあとにアースが取り付けられていることをご確認ください。

●ハイブリッドパワーコンディショナー、見える化ユニット、リチウムイオンバッテリーは屋内設置モデルです。屋外には設置できません。

●医療機器など生命に関わる機器の電源として使用しないでください。

・製品は絶対に分解したり修理・改造をしないでください。発火、感電したり、異常動作してケガをする恐れがあります。

・製品の修理や撤去などにつきましては危険を伴う作業がありますので、お買い求めの施工店へご相談ください。

・可燃性ガスや引火物を近くに置かないでください。発火や火災になる恐れがあります。

・日本国外で使用しないでください。

・自立運転出力用コンセントや停電時の優先負荷コンセントには、生命に関わる機器や途中で電源が切れると困る電気製品は

　接続しないでください。

・指定機器以外を接続しないでください。発火や爆発する恐れがあります。

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性があります。

・濡れた手で触れたり、濡れたもので拭かないでください。感電の原因となることがあります。

・誤って製品に水をかけたり、異物が入ってしまった場合は、ご使用を中止しお買い求めの施工店へご相談ください。

・製品の上や周りにものを置いたり、人が乗ったりしないでください。倒れたり、落ちたり、壊れたりしてケガをすることがあります。

・製品の通気口をふさがないでください。製品内部の温度が異常に高くなると、誤作動・故障の原因となることがあります。

・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、データ喪失、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。

注意 取り扱いを誤った場合、人が障害を負う可能性及び物的損害が想定されます

ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、大切に保存ください。尚、お買い求めの施工店、系統連系開始年月日の記載のないものは無効となります。

保証書に関するお願い

本製品にはリチウムイオンバッテリーを使用しています。ご使用済みのリチウムイオンバッテリーのリサイクルにご協力をお願
いいたします。リチウムイオンバッテリーのリサイクルおよび破棄に関しては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

ご使用済みのリチウムイオンバッテリーのリサイクルについて         

・エネイースは、海岸より500m以内には設置できません。詳細は、施工店にお問合せください。

・日本国内仕様です。日本国外では使用できません。

・重量に十分耐える堅固な場所に設置してください。設置工事については施工店とよくご相談ください。

・脱衣所、キッチンなど水蒸気の発生する場所、油煙の発生する場所を避けてください。

・エアコン、ファンヒータの排気口、その他、給湯装置や燃料電池装置などの発熱体から離して設置してください。

・年間を通じて使用周囲温度の範囲を超えない場所に設置してください。使用周囲温度外では動作しません。

・屋内用機器に関しては直射日光が当たらない場所に設置してください。

・標高2,000ｍを超えない場所に設置してください。

・お使いのラジオ・TVは製品のケーブルから３ｍ以上離してください。

　又、アマチュア無線のアンテナが近くにある場合は、事前にご相談ください。  

・可燃性、または腐食性の蒸気・液体・ガス、粉じんのない場所に設置してください。

・ハイブリッドパワーコンディショナーおよびリチウムイオンバッテリーは、天地逆方向、横方向、あるいは傾けて設置しないでください。

・ハイブリッドパワーコンディショナーは、冷却確保のために、製品の周囲上方、下方各20cm、左右12cm以内には

　ものを置かないでください。押し入れなど狭く密閉された空間には設置しないでください。

・ハイブリッドパワーコンディショナーは、運転音（40dB）が発生するので設置場所にはご注意ください。

・設置工事を行うには、別途発行される施工IDが必要になります。

設置上のご注意


