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保証期間
EPS PowerStation 保証について 保証書に関して

取扱説明書・仕様書等の注意書に従った使用状況で保証期間内に故障した場合には、無料修理させて頂きます。

保証期間内でも下記の場合には有料とさせて頂きます。

※保証の例外：自然災害・人的災害・仕様以上の点灯時間設定

保証内容

保証の免責事項

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造
2. お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる損傷及び故障
3. 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外の電源などによる故障
4. 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる損傷及び故障
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障
7. 日本国内以外での使用による故障

商品に関して
本カタログに記載の商品は、消費税、運送料、設置工事・調整費は含まれておりません。
商品の、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下さい。
本カタログと、実物では色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
商品の詳細については、販売店、施工業者又は当社にお問い合わせ下さい。

保証期間は、商品お買い上げより 1年間です。 但し、保証開始依頼書に情報を記入して頂いた場合となります。
保証書が必要な場合は、弊社代理店・販売店へお申し付け下さい。

詳細仕様　EPS mobile ALIVE

100W折りたたみｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ

[5.12kwh タイプ ] [5.12kwh タイプ ]

オプション一覧

折りたたみソーラーパネル
ソーラーパネル延長コード

シガーソケットチャージャー
　いずれもDOD20％～ 100％までの目安です。

名称 型式仕様

D/CUBE-CSC-1.0コード長：各２ｍ　充電時間

コード長：10ｍ

100Ｗ出力折畳ソーラーパネル D/OP-PV100-1.0

D/OP-EX-10-1.0

※

折りたたみソーラーパネル シガーソケットチャージャー

オプション一覧

本体外観図
タッチパネル

ソーラーパネル
充電ポート×8

急速充電コード
収納スペース

電源スイッチ

LEDライト
EPS シリーズ
充電コード
収納スペース

AC100V
コンセント ( 白 )

AC100V
コンセント ( 白 )

AC100V 入力ポート
（付属コード接属）

AC100V
コンセント ( 黒 ) AC100V

コンセント ( 黒 )

USB コンセント×3
AC100V コンセント×1
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※12 台で満充電になります



近年、頻繁に起こる災害や事故などの非常時に備えたい
新発想のハイスペック大型蓄電バッテリー‼

「E.P.S mobile ALIVE」をご紹介

EPS mobile CUBE 2 台連結時 ALIVE-5.0 なら、6.2Kwh 以上の大容量！！

普段はバックアップ電源（UPS 機能）として使用することができます

「バッテリー充放電自動管理システム搭載」

シリーズ最大の機能と電池容量

太陽光パネルから充電可能
※2～ 8枚まで偶数枚数ごとに

接続可能

バッテリ 充放電自動管理システム搭載」

太陽光パネルから充電可
※2～ 8枚まで偶数枚数ご

接続可能

EPS CUBE や   その他電源から ALIVE へ急速充電可能
ALIVE は   CUBE12 台でフル充電可能

EPS シリーズ
EPS mobile CUBE へ充電可能

4 時間で満充電

切替速度は　10㎜ sec 以下　電源を落とさず切り替わります
コンピューター機器などのデーター損失やHDDの破損を防ぐことができます

100%

つかう モニター 使い方 設定ＥＰＳ充電

[ タッチパネル ] [ 音声ガイダンス ]

タッチパネルと音声案内機能を搭載！
使用状況・使用方法を確認可能！

使用可能時間を自動で算出します
充電中は満充電までにかかる時間を表示します
機器の状態や電池残量に応じて
各種情報・操作手順を音声で案内します

出力 1500w完全正弦波出力
瞬間 3000ｗ　　FCC class A

停電発生時には 両側面の LED
が自動点灯して機器周囲を明るく
照らしてくれます
同時に音声でも知らせてくれます

停電時には「停電が発生しました」　
側面非常用照明で周りを照射！

■商用電源優先モード ■出力の制限を掛ける事ができます。

■バッテリー優先モード

UPS モード

UPS

100%UPS モードで設定

バッテリーモード

▼押して下さい▼

電力会社から供給される電力を優先して使用します
同時にバッテリーに充電を行います

バッテリーを優先して使用します　容量が少なくなると
電力会社から供給される電力に切り替わり　充電を行います

黒ポート（黒色のコンセント） 白ポート（白色のコンセント）
黒ポートを　〇〇％使用すると  出力が自動でカット出来ます
重要な電気機器と  最低限のバックアップを設定して
効率良く電池を使用する事が可能となります

＜通常運転向け＞

＜太陽光パネル接続時向け＞

100%SSD モードになりまし

黒ポート

白ポート

1234  W  12%  123.4 h 使用可能

1234  W  12%  123.4 h 使用可能

その他設定により、2つのモードを搭載！
ＳＳＤモード優先モード切替

PC

テレビ

セキュリティー

冷蔵庫

ets...

普段 UPSとして使用
正弦波出力　1500Ｗ
切替時間　　10mms（0.01 秒）

太陽光パネルで充電

ALIVE へ急速充電

EPS シリーズへ充電

Storage Smart Divide

普段は商用電源で充電
充電時＝120Ｗ～ 180Ｗ
コンセントスイッチOFF 時＝8W以下
コンセントスイッチON時＝20Ｗ～ 35Ｗ

※バッテリー容量を 0～ 100％まで使用した場合の参考計算です

●携　　　　　　帯
●エ　ア　コ　ン
●パ　ソ　コ　ン
●冷　  　蔵 　 　庫
●電   子   レ   ン   ジ

／電池容量 3000ｍAh 約  400 台以上充電可能
／ 450Ｗ（6畳用）                   約 10 時間使用可能
／ 100Ｗパソコン　10台   約   5  時間使用可能
／ 400Ｗ（470ℓ）　　　　  約   8  時間使用可能
／ 600Ｗ（1回 10 分）　　   約 50 回使用可能

※使用時間及び回数は本製品単体での目安時間であり　使用環境で異なる場合があります

使用可能時間の目安 通常時はUPS 利用や　電力消費削減

型番：D/ALIVE-5.0

※モード設定は　パスワード入力が必要です　ご購入先へお問い合わせください。


