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・居住地域、住宅の高さ、築年数、屋根の形状などにより設置できない場合があります。

・当社太陽光発電設備の施工には、当社所定の研修を受けた資格取得者による工事が
必要となります。

・積雪の多い地域では、特殊設計の取り付け架台が必要となります。また、太陽電池モ
ジュールに積もった雪は大変滑りやすくなる場合があります。

・太陽電池モジュール等に海水が直接かかるような場所への設置はできません。

・近隣（目安として 100m以内）にアマチュア無線のアンテナがあるところに太陽光
発電システムを設置すると、太陽光発電システムの機器や配線から発生する電気的
雑音（ノイズ）を感度の高いアマチュア無線が受信することで、通信の障害となる場
合がありますので設置はお控え願います。

・ご使用の前には必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

・パワーコンディショナや接続箱の内部は高電圧のため危険です。絶対にカバー
を開けないでください。

・ぬれた手で触れたり、ぬれた布で拭かないでください。感電する恐れがあり
ます。

・太陽光発電設備は電気事業法で定められた電気工作物です。機器の取付けに
は工事が必要です。設置工事はお買い上げの販売店へご依頼ください。

・太陽光発電設備の取外し、移設、廃棄などを行う場合は、専門技術を要するため、
販売店または施工店にご相談ください。

※このカタログの内容は2017年11月現在のものです。 ※本カタログ掲載
の製品は、日本国内専用です。 ※製品・サービスの仕様は予告なく変更す
る場合があります。※当カタログに掲載された商品は品切れになることが
あります。販売店にご相談ください。※商品の色調は、印刷の都合上、現物と
異なる場合があります。



私たちエクソルは2001年1月の創業以来「太陽光発電の総合企業」として、 

再生可能エネルギーの普及促進によるエネルギー自給率の拡大や、地球環

境保全を使命と考え、事業を展開しています。この使命を日々追求し、時代 

をリードする技術力、新たなソリューションをご提供し続けていくことで、 

希望にあふれた幸福な未来社会の実現に向け、全力で邁進してまいります。

すべては家族の幸せのために
エクソルは太陽光発電ひとすじ

製品仕様一覧

家族のこと、毎日の生活のこと、そして環境のことを考えて、

太陽光発電を取り入れる人が増えています。

なにも特別なものじゃなく、テレビのように、お風呂のように

あたり前に家庭にあって、20年、30 年ともに暮らすものだから。

エクソルは、長期間、安心してお使いいただけるよう

高品質な製品やサービスを提供し続けています。

長く安心してお使いいただく太陽光発電
エクソルだけのワンストップソリューションが実現

エクソルは、新製品の開発、システム設計、施工、メンテナンスや保証などのアフ

ターサービスまで、太陽光発電のすべてをワンストップで行う国内唯一の「太陽光

発電の総合企業」です。それぞれの分野で蓄えたノウハウが、長く安心してお使い

いただける太陽光発電を実現させます。
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日本のエネルギー自給率はわずか6％。これは先進国の中で

もかなり低い水準です。電力についても、発電のためのエネ

ルギー源を海外からの化石燃料に依存しており、東日本大

震災以降、その割合は急激に高くなっています。化石燃料は

中東地域に大きく依存しているので、日本のエネルギーは

こうした地域に関わる国際情勢の状態に影響を受けやすい

立場にあり、エネルギー自給率拡大によるエネルギー問題

の改善が課題となっています。そこで注目を集めているの

が、無限に降り注ぐ太陽光を利用する太陽光発電です。太陽

光発電を設置してエネルギーを自給することが、日本のエ

ネルギー問題改善に向けた第一歩となります。

太陽光発電システムでつくった電気を

使うことで電力会社から買う電気を減

らすことができます。夜間や天気の悪い

日は電気を買うことになりますが、天気

が良い日中は発電量が大きくなるので、

必要な電力の大部分をまかなうことも

可能です。また、つくった電力が余って

しまった場合、電力会社が買い取ってく

れる制度があります。※

台風や地震など、突然の災害で停電になっても、日光の

ある時間帯なら太陽光発電を非常用電源として使用で

きます。パワーコンディショナを自立運転機能に切り

替えて、専用コンセントに家電製品のプラグを差し込

めば発電した分だけ電気を使用できます。

太陽光発電は、石油や石炭を

使わないから発電時にCO₂

を排出しません。子供たちの

未来のために、クリーンエネ

ルギーの太陽光発電が活躍

します。

※1 太陽光発電システム6.0kWの年間推定発電量。山梨県甲府市、方位：真南、設置角度30度の場合。
※2 太陽光発電協会表示ガイドライン（平成28年度）に基づき、太陽電池生産時に発生するCO2の発生量(0.0455kg-C02/kWh)を加味し、0.5335 kg-CO,/kWhで試算。
※3 環境省·林野庁「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」より。杉の木1本当たりの二酸化炭素服収量は約14kg(年閻）に相当として試算。

※ P21 再生可能エネルギー固定価格買取制度参照

※ 気象条件や時間帯によっては発電できない場合もあります。
　 また、使用できる最大電力はパワーコンディショナの機種によって異なります。

※ 蓄電池の詳細については販売店にお問い合わせください。
※ 電力料金ブランについては、契約する電力会社にお問い合わせください。

・日中の電気は太陽光発電でまかないながら、
  蓄電池にも充電します。
・蓄えた電気を、夜間などの発電できない時に使います。

・電力会社と深夜帯に電気が安くなるプランを契約し、
  深夜帯の電気を蓄電池に充電します。
・売電している時間帯に放電させないことで、
  売電価格に影響を与えません。

※参考出典：再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック2017年度版（経済産業省）



※1 当社算出システムを用いて求めた見込みの数値です。天候、システムの設置条件や地域によって結果は異なり、数値を保証をするものではありません。
※2 総務省統計局「家計調査」を基に算出。実際に使用する電力は各家庭によって異なります。
※3 消費した電力分、電力会社から買う場合に掛かると想定される金額。
※4 買取価格28円/kWhで算出しています。

※ 当社算出システムを用いて求めた見込みの数値であり、数値を保証をするものではありません。また、設置機器は交換が必要になる場合があります。
※ 数値は、機器の経年劣化により発電量が毎年0.9％低下すると仮定して算出しております。
※ 売電金額は設置から10年目までが28円/kWh、11年目から30年目までを7円/kWhとして算出しております。
※ 11年目以降の売電価格については、契約する電力会社によって異なります。
※ 自家消費量は消費電力量のうち、日中に30％使用するものとして算出しております。

※ 10kW未満の場合

太陽光発電は家とともに家庭の生

活に寄り添い、ご家庭のエネル

ギーを支えます。固定価格買取制

度の適用は10年で終了※しますが、

蓄電池を導入して電気の活用方法

の幅を広げたり、電力会社との合

意により新たな売電価格を決めて、

売電を行うこともできます。
8.67kW

2017年2月

金属瓦棒葺屋根

4人家族

A様邸 設置容量：8.67kW（屋根上5.42kW、カーポート3.25kW）

降雪時期の発電量低下も
年間で考えると気になりませんでした
もともと設置を決める前から、環境貢献ということだけではなく、自分たちが使う
電気を自分たちでつくることができる太陽光発電はとても良いものだと思っていま
した。家を新築するにあたって、設置するかどうか考えていたところで信頼できる
販売店に出会い、また、住宅としての価値も高めたいと思い設置することにしまし
た。さらに私の住む地域は東日本大震災の時に大きな被害を受けた地域で、もしも
の時に備えて夜間でも使用できるように蓄電池も設置しました。

冬は雪の影響で発電量が落ちてしまいますが、その点についても販売店からしっか
りと説明していただき、月ごとの発電量ではなく、年間で考えればそれほど気にな
るものではありませんでした。人生に良い時と悪い時があるように、太陽光発電に
とっても良い時と悪い時があるものだと思います。自然を感じてそれに左右される
生活というのも大歓迎だと考えています。

実際に発電が始まってからは、子どもたちが幼稚園や学校から帰ってくるとモニ
ターを見て「今日はたくさん発電してる」、「今日は思ったより少ないね」と話して
います。発電量を気にする様子は可愛らしいです。また、家族で家の周辺の清掃活
動や裏山の落ち葉掃除など、少しでも環境貢献につながることに、意識して取り組
むようになりました。

新築の家に設置して、2016年5月から発電しています。初めての売電収入が3万円
を超えたので、とても驚きました。今のところ、その月が一番多いのですが、それでも
発電量の多さにはいつも大満足です。

もともと、自宅を新築するのでオール電化にしよう、ということで話を進めていまし
たが、太陽光発電についてはあまり考えていませんでした。けれど、親戚から強く勧
められ、家庭だけでなく環境にも優しい製品だと思ったので、設置しました。

日中は太陽光発電の電気を使っているおかげか、これまでは電気代とガス代を合わ
せて2万5千円くらい掛かっていた光熱費が、電気代だけでその半分ほどになった
のも驚きです。あと売電量を増やすために、節電を頑張るようになったことも大きい
のかもしれませんね。モニターで電気の使用量などが分かるので、出来るだけ節電し
ようという気になりますし、上手くいくと褒められているようで嬉しくなって、つい
力が入ってしまいます。

太陽光発電を始めてまだ１年も経っていませんが、設置して本当によかったです。実
は勧めてくれた親戚は、まだ設置してないんですよ。きっと私たちの様子を見ている
のだと思いますが、あの時、勧めてくれたことに感謝しています。



蓄電ハイブリッドシステムを使用している場合※3

XSOL製の太陽電池モジュールとパワーコンディショナを使用している場合

加入すると、下記の10年の部分が15年に延長できます。

XSOL出力制御補償

XSOLプレミアム保証XSOL保証
加入すると、以下の保証が付帯されます。

システムメーカー唯一！　万が一の出力抑制の売電損失を補償します

XSOL保証なら、屋根の葺き替えなどによるシステムの再設置でも保証を継続※5

XSOL保証対象外の機器

XSOL保証対象機器

2015年1月26日、再生可能エネルギー特別措置法が改正され、「出力抑制ルール」※6の運用が始まりました。
そこでエクソルでは業界初となる、住宅用から産業用まで広範囲を対象とする出力制御補償を開始。
万が一、 電力会社からの要請で出力制御が行われた場合、売電損失を上限なく補償※7するシステムメーカーはエクソルだけです。

エクソルでは太陽光発電システムを長くご使用いただきたいと

いう思いから、屋根の葺き替えに伴うシステムの再設置工事後

もサポート。XSOL保証期間内であれば保証で受けられるサー

ビスが途切れることはありません。

＊ 保証開始の起点日は設置完了日からとなります。 ＊ 設置容量50kW未満の太陽光発電システムが対象となります。
＊ 保証期間終了後のサポートは有償となります。詳しくは販売店、またはエクソルまでこ相談ください。 ＊ 当カタログの記載の保証内容は2017年11月現在のものです。

※1 システム保証は連系から1か月以内に、既定の申請書によるお申込みが必要となります。また保証条件を満たさない場合は、申請いただいても保証書を発行することはできません。
申請については販売店にお問い合わせください。また各保証は、正常な使用状態におけるシステムの不具合を保証するものです。お客様の過失や災害に起因する不具合など、各保証の
免責事項に該当する内容は保証できません。 ※2 保証料は「設置する太陽電池モジュールの総容量(kW)X4,600円」で算出します。別途消費税がかかります。 ※3 製品は14ページをご
覧ください。なお蓄電池はシステム保証に含まれず、田淵電機（株）の製品保証10年となります。 ※4 一部の製品にて、保証の対象外となる場合があります。詳しくは販売店にお問い合
わせください。 ※5 保証の継続には再設置上の条件があります。詳しくはお問い合わせください。※6 出力抑制ルールは、ご契約の電力会社によって異なります。詳しくはご契約の電
力会社にお問い合わせください。 ※7 補償には免責時間があります。 ※8 年間の制御時間が分かる証明書が必要です。 ※9 調達価格とは、お客様が接続契約をした時の1kWhあたり
の売電価格です。 ※10 電力会社がパワーコンディショナに対して制御をかける比率です。 ※11 XSOL出力制御補償は既定の書類によるお申し込みが必要です。

エクソルが設計し、「XSOL保証」または「XSOLプレミアム保証」の認定を受け、当社指定の太陽電池モジュール
を使用し、電力会社からの遠隔制御が可能な通信機器を有する出力制御システムを完備した太陽光発電システム

カラーモニター ／ 蓄電池など上記以外の製品

10kW以上、50kW未満10kW未満

設置完了日より10年間 設置完了日より20年間

下記の免責時間を超えた出力制御によって生じた、売電収入の損失分を補償
補償額＝調達価格※9×（出力制御時間×制御率※10－免責時間）×パワーコンディショナの定格出力

年間20時間 年間100時間

・故障や不具合、修理、メンテナンス、保全などによる停止　・自然災害や盗難、公害などによる停止
・電力会社の出力制御を除く、所有者および第三者による故意または偶発的な停止
・その他、出力制御以外のさまざまな要因により起きた発電量の低下による損失分

＊P14のEOD-LB40Cは製品保証10年、P15のエコ
ガイドは製品保証1年です。その他の製品について
は販売店にお問い合わせください。



電気をつくって、電気を使って。
より豊かで、地球にも家計にもやさしい暮らしへ。



300Wの太陽電池モジュールのみを
使用した場合

300Wと240Wの太陽電池モジュールを
組み合わせて使用した場合

これまで活用できなかったスペース
300W×16枚＝4.8kW

300W×16枚＋240W×4枚＝5.76kW

搭載容量 20％アップ

XLM60-300X
300 18.44

XLM48-240X
240 18.27

XLM50-250X
250 18.45

＊ 当カタログ記載の保証内容は2017年11月現在
のものです。＊ XLM50-250Xは異なるサイズとの組み合わせに対応していません。

※1 エクソルの太陽電池モジュールが対象です。
※2 保証値を下回った太陽電池モジュールのみ対
象です。判定には、当社での出力測定が必要に
なります。

サイズが異なる太陽電池モジュールを組み合わせることで、限られた屋根のスペースに対して効率的に設置でき、
より多く発電できるようになります。

出力保証

XLKT-270PK
270 16.6

XLKT-215PK

希望小売価格 129,000円（税抜）

215 16.4

確かな技術力により設計・管理された高出力モデル。
長期間にわたり、高出力・高効率な太陽光発電を実現します。

低日照条件（早朝、夕方、曇りの日）でも優れた性能を発揮。
長期間にわたり安定した太陽光発電を実現します。

希望小売価格 198,000円（税抜）
外形寸法：1640×992×40mm

希望小売価格 158,400円（税抜）
外形寸法：1324×992×40mm

希望小売価格 162,000円（税抜）
外形寸法：1640×992×40mm 外形寸法：1324×992×40mm

希望小売価格 165,000円（税抜）
外形寸法：1640×826×40mm
※2018年2月発売予定





さらに

発電した電気を「見える化」し、家のエネルギーをマネージメント。
電力情報を楽しくチェックして、エコ生活を始めましょう。

※1

※2

※1 平成29年度ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業の詳細については、SII（環境共創イニシアチブhttps://sii.or.jp/zeh29/ ）のホームページをご参照ください。グレードやシステ
ム構成によっては、計測機器内蔵型分電盤（河村電器産業株式会社）の使用が必要となる場合があります。 ※2 出力制御機能対応モニターのみでは、出力制御はできません。別途、出力制御対
応パワーコンディショナ、インターネット環境（お客様負担）などを含めた出力制御システム全体の構築が必要です。詳しくはお問い合わせください。 ※3 スマートフォン、タブレットは別売
りです。OSのバージョンは三菱電機株式会社のホームページをご参照ください。スマートフォン、タブレットの対応には専用のアプリケーションのインストールとインターネット環境が必
要です。通信料はお客様のご負担となりますのでご注意ください。 ※4 本製品は計量法の対象商品ではありません。表示される数値は目安であり、電力会社が設置したメーター数値や請求書
などと異なる場合があります。また、表示される数値を取引や証明に使用することはできません。

＊スマートフォン・タブレットは別売りです。

いつでもどこでもかんたんチェック

スマートフォン※3なら、ご自宅の発電量・消費電力・売電量などを外出先からチェックできます。

発電量はもちろん、さまざまな表示機能でより電力情報を楽しくチェック

陸屋根専用置き基礎架台

多積雪対応金具

X-3はフラットルーフ（陸屋根）専用架台の置き基礎タイプ。屋

根に穴をあけることなく太陽電池モジュールを設置すること

ができます。防水層を傷つけないので雨漏りの心配がなく、水

はけを損なうこともありません。

雪の多い地域でも、太陽光発電システムが設置可能。
積雪による太陽電池モジュールの破損を防ぎます。

一般的な積雪地域対応モジュールは、垂直積雪量200cm以下に
対応していますが、エクソルの太陽光発電システムは当社モ
ジュールとラック工法、そして多積雪対応
金具の組み合わせで、垂直積雪量
280cmの地域まで対応可能です。

※設置イメージ

置くだけ設置で屋根を傷つけません。

設置角度 3 度という水平に近い角度のため、地上からは見えにくく、家の外観を損ないません。
また、影ができにくいので太陽電池モジュールの間隔をつめて設置でき、屋根面積あたりの発電量を高めることができます。

3度の低角度設置で建物の外から見えにくく、
太陽電池モジュールを多く載せることができます。

（エックススリー）

■今日の実績

（昨年との比較）

■電気料金※4 ■時間帯別

従来製品

同面積で
発電容量25％UP
＊当社従来製品との比較

＊図はイメージです。

300W×16枚

4.8kW

X-3
300W×20枚

6.0kW

TM

製品保証1年

エコガイド　なら、高精細のカラー液晶画面で発電量や売電／買電の状況などを分りやすく、楽しくチェックできます。



メンテナンス（保守・点検）

家にメンテナンスやリフォ ームが必要なように、 太陽光発電システムも専門家による定期的なメンテナンスが必要です。

目安として４年に１度※1以上の実施をおすすめします。太陽光発電システムを長く安心してご使用いただくため、ぜひご相談ください。

太陽電池モジュールと架台を点検し、発電を阻
害する汚れ（鳥の糞など）や異物（鳥の巣、ごみな
ど）がないか、また破損や変形、ボルトの緩みが
ないかを確認します。

接続箱の錆の有無、防水の状況、固定ボルトや
端子ボルトに緩みがないかを確認します。ま
た、各回路の開放電圧の測定を行います。

錆、異音、異臭、振動がないか、フィルター
やファンに詰まりがないか、表示装置な
どが正常に動作しているかなどを点検し
ます。また、発電量の確認や電圧値の測定
を行い、発電に不具合がないかをチェッ
クします。

太陽光発電システムをより長くお使いいただくために
定期的なメンテナンスをおすすめいたします。

太陽電池モジュール

接続箱

メンテナンスでは次のような点検をします

※1 一般社団法人太陽光発電協会が発行する「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」より。設置後１年目の点検以降、４年ごとの実施を推奨しています。
※2 上記のメンテナンス内容は一例です。メンテナンス内容はご契約の販売店・施工店などによって異なります。

※2

機器をつなぐケーブル

傷、亀裂、断線がないかを確認します。

パワーコンディショナ





＊記載された商品の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。

2018年2月発売予定XLM50-250XXLM48-240XXLM60-300X

18.45%
250W
32.8V
9.82A
27.3V
9.18A

82
6

1640×826×40mm
16kg

165,000 円158,400 円

● 各太陽電池モジュールの表記の数値は、JIS C 8918で規定する AM1.5、放射照度 1000Ｗ／㎡、モジュール温度 25℃での値です。
● モジュール変換効率（％）＝モジュール公称最大出力（W）÷モジュール総面積（㎡）× 放射照度（W/㎡） 
● 太陽電池モジュールの表面の色調が、製造および設置後の経年変化により個々の製品ごとに異なる場合がありますが、発電性能には影響なく、製品異常ではありません。
※1 短期荷重の裏面側の強度については、積雪荷重が加わらないこと。
※2 短期の積雪荷重も含む。

製品仕様一覧



＊記載された商品の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。

EHD-S55MP3B（本体）
EOD-LB40C-SY（蓄電池）

EHD-S55MP3B（本体） EOD-LB40C-SY（蓄電池）

※1　本パワーコンディショナはJET認証登録商品です。
※2　周囲温度が約40℃以上の場合、パワーコンディショナの保護機能により出力を抑

制することがあります。
※3　入力電圧がDC60V以上になると運転を開始します。
※4　JIS C 8961「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」による定格負荷

効率です。
※5　商用電源電圧が高い場合は、パワーコンディショナの保護機能により出力を制御す

ることがあります。
※6　JIS C 8980で規定する運転騒音規定値。運転時騒音は、反響の少ない無響室で測

定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると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。

※7　別途、外部に出力制御ユニット、インターネット回線の設置が必要です。また、電
力会社からの出力制御信号により出力を制御することがあります。

※8　海岸から50ｍ以内の地域および50ｍを超えていても海岸より飛散した海水が直接
かかる、重塩害地域には設置できません。

※9　本システムにはパワーコンディショナ、蓄電池の他に以下の製品が含まれていま
す。リモコン：ZREM-35ENB03、専用ケーブルキット：EOD-CBL01

※10 本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHD-S55MP3Bに対応し
た仕様になっています

※11 最大出力可能時間には制限があります
※12 全てのストリングを使用した場合の値
※13 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない

場合があります
※14 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率
※15 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、

JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定
※16 別途、LANケーブルの配線が必要となります
※17 塩害地域に設置する場合は、屋内または屋内相当（周囲温度が上昇しない、屋根が

あり四方を壁で囲まれている空間）の場所に設置してください。

○ ×
3回路

528,000 円450,000 円 478,130 円

×※17

28.7kg（本体のみ）
32.0kg（本体＋取付板）

487

150 17

217
（取付金具含む）

200

壁面

68
1

（
40
）

72
1（
取
付
金
具
含
む
）

90
0

50

476

定格出力電力（連系運転時）
最大出力電力（自立運転時）

単相2線式（単相3線式配電線に接続）

定格出力電力（連系運転時）
最大出力電力（自立運転時）

屋内／屋外（－20～ 45℃）

■蓄電ハイブリッドシステム

入力（DC：太陽電池）
最大入力電力（ストリングあたり）
最大入力電圧
入力運転電圧範囲/定格入力電圧
最小入力電圧/起動電圧
ストリング数（MPPT入力数）
最大入力電流（ストリングあたり）
充電/放電部（DC：蓄電池）
対応蓄電池
蓄電容量
蓄電池入力回路
充電電力
放電電力
変換方式（充電）

外形寸法図

変換方式（放電）

出力（AC：連系運転時）
相数
変換方式
定格出力※12

定格出力電圧
公称出力電圧範囲
定格出力周波数
定格出力電流
定格出力時力率
出力電流ひずみ率

2150W
450V

80-435V/250V
80V/80V
3

12.5A

EOD-LB40C-SY※10

定格 4kWh
1回路
2.0kW※11

2.0kW※11

パッケージ型番 PKG-EHD-S55MP3B

製品型番

希望小売価格（税抜）

単相2線式（単相3線式配電線に接続）
電圧型電流制御方式

5500W
202V

160-238V
50Hz,60Hz
27.5A
0.95以上

総合5％以下、各次3％以下

連系運転時：電力指令追従PWM方式
（定電流・定電圧制御）

自立運転時：バス電圧安定化PWM方式
（定電流・定電圧制御）

連系運転時：電力指令追従PWM方式
自立運転時：バス電圧安定化PWM方式

出力（AC：自立運転時）
電気方式
変換方式
最大出力
出力電圧

単相2線式
電圧型電圧制御方式
最大2.0kVA※13

AC101V±6V
効率（太陽光）
効率※14

最大効率
保護
単独運転検出：受動的方式
単独運転検出：能動的方式
基本データ
本体寸法（W×H×D）
蓄電池寸法（W×H×D）
本体質量
蓄電池質量
設置場所
パワコン使用環境温度範囲
蓄電池使用環境温度範囲
騒音（定格）※15

絶縁方式
冷却方法
防水防塵保護等級（JIS）

特徴
太陽電池入力端子/蓄電池入力端子
系統出力端子
専用出力端子
接地端子
本体ディスプレイ
カラー液晶リモコン対応
リモコンケーブル
通信インターフェイス
S-JET認証

95.0%
95.4%（DC250V,75%出力時）

周波数変化率検出方式
ステップ注入付周波数方式フィードバック方式

487×681×200mm（本体）
476×850×305.5mm（本体）

約30kg
約85kg
屋外

ー 20℃～＋40℃
0℃～＋40℃

パワコン：44ｄB以下、バッテリー：22dB以下
トランスレス方式

冷却ファンによる強制空冷
IP55相当

端子台（＋,－）×3/端子台（2極）
端子台（U,O,W）
端子台（U,O）
端子台（E）
なし
必須
必須

RS-485、Ethernet（ECHONET Lite利用時）※16

1677-99003-002

※9

オープン価格

2018年春発売予定XL-PSME45L XL-PSME55L XL-PS55K2

製品仕様一覧



●1時間間単位のデータは直近32日分、1日単位のデータは直近24か月分、1か月単位のデータは直近20年分機器内に保持します。さらにSDカード（お客様手配）を使用すると、SDカードの容
量の範囲で実質無期限で記録できます。●本製品の保証期間はお買上げの日から1年間です。●パワーコンディショナを多数台接続した場合は、表示更新のタイミングが遅れる場合があります
が故障ではありません。●停電時は計測ユニットが動作しないため、発電のみの表示となります。●本製品は計量法の対象商品ではありません。表示される数値は目安であり、電力量計の値や
電力会社からの請求書など、各種数値と異なる場合があります。●本製品を住宅用システム以外には使用しないでください。●電気給湯器（エコキュート含む）・定置型蓄電池の電源を分電盤の
１次側から分岐接続する場合、それらの消費電力が本製品の表示に反映されない場合があります。詳細は販売店、施工店へご相談ください。●情報取集ユニットは、三菱HEMS情報収集ユニッ
トと同等品でHEMS機能を有しています。また、計測ユニットと接続することで、計測ユニット計測したエネルギー消費データをECHONET Lite通信にて収集し、蓄積できます。

※1 出力制御対応パワーコンディショナ本体およびエコガイド®PV-DR006Lシリーズと組み合わせることで出力制御に対応できます。 ※2 日本電気(株)製ESS-003007C1に対応していま
す。一般負荷の充放電を計測することができます。重要負荷の充放電を計測することはできません。 ※3 通信用ケーブルは、市販の通信用PVC線2芯（二重被覆、単線Φ0.65 ～ 1.2mm）をご用
意ください。 ※4 三菱HEMSの情報収集ユニットと接続する場合の通信方法は有線／無線どちらかお選びください。PV-DR006L-IFU-MRC（-Y、-M）には情報収集ユニットは付属しておりま
せん。 ※5 別途、スマートフォン、タブレットが必要です。スマートフォン、タブレットには専用アプリケーションのインストールとインターネット環境が必要です。OSのバージョンは三菱電
機株式会社のホームページに掲載されているバージョンをご使用ください（http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/hems/product/st03/list.html）。

■置き基礎架台 X-3 TM

X-3

海水が直接かかる場所（強風時に海水が直接かかる地域を含む）
地上設置／陸屋根以外の屋根／勾配が2度以上の屋根

1/100（0.573度）以上の不陸がある場所／歩行が禁止されている屋根

116mm

    97mm～ 145mm

13mm

116mm

緩衝材

上部支持金具

下部支持金具

ブチルシート
＊記載された商品の仕様は、改良のために予告なく変更することがあります。

陸屋根

1／ 30（2度未満）以下

3度（固定）

99cm以下

13ｍ（設置基準風速38m/sまで）

設置場所

対応屋根勾配

モジュール設置角

垂直積雪量

設置高

設置不可条件

名称

【キャッチ方式】

※画像はイメージです。上記以外の屋根にも対応しています。また、屋根材によって金具の形状が異なることがあります。詳しくは販売店へお問い合わせください。

製品仕様一覧
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