
シャープ太陽光発電システムを
設置しているお客さまへのご案内です。

創った電気は蓄える時代へ！

トリプルバージョンアップトリプルバージョンアップ蓄電池で

2

3

1 災害に強い家に

雨の日や夜でも
安心です!

しかも日中に太陽光で再充電が可能です!

安い電気を割高な時間に活用できて平常時は家計を助けます!
●平常時・経済性モードの電力活用

停電時の電源確保割安な深夜電力を蓄電

賢く電気を使う家に
バージョンアップバージョンアップ

一体型パワコンで

太陽光の

オールインワン構造だから
発電した電力のロスなく
効率よく活かします!

無線LAN環境さえあれば、
Webモニタリングにも
無償加入!

太陽光の放電時間に関わらず
新しいパワーコンディショナが
再度10年間保証対象になります!

タッチパネルの液晶モニター

●15年保証は4.2kWh/8.4kwhタイプの場合に選択頂けます。
●蓄電池システム15年保証は、お申し込みが必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

自家
消費

売電

蓄電

0:00 7:00 12:00 19:00 24:00

余って売る電力 太陽が
沈んだ後

発電量が
少ない時

太陽光発電でまかなえる電力
割安の
深夜電力割安の深夜電力

使う電力 つくる電力 ＊地域や条件により異なります。
＊グラフはイメージです。

買電 買電蓄
電
池 蓄電池から供給 割高な電力の購入を減らせます

蓄電池システムは

安心の15年保証
（
有
償
）

10年保証（無償）も選択頂けます。

システム構成機器（モニタ含む）が故障した時に修理。

リチウムイオン蓄電池の充電可能容量値を保証。

機器保証

容量保証 保証値 お引渡し日から15年 充電可能容量の60%

発電中 充電中

発電量も

モニターも

長期保証も
バージョンアップ

発電効率UP 大型カラーモニター 蓄電池も安心の長期保証

● 省エネ・スマートライフは、エネルギーのプロにおまかせください。

余剰電力買取期間終了後は太陽光で
発電した電気を蓄電! さらに省エネに!



生活スタイルに合わせて選べる
クラウド蓄電池システム

太陽が
沈んだ後

発電量が少ない時 ＊地域や条件により異なります。＊グラフはイメージです。

朝 昼 夕方
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11年目以降は売らずに蓄電池にためて
わが家で使うことができます。

これが
自家消費

安心

電気が使える

＊冷蔵庫 24時間/日 定格内容積４００Ｌクラス、インバーター制御冷蔵庫。テレビ 3時間/日。照明5時間/日。スマートフォン充電3台/日 １台あたり約2時間半充電。
太陽光発電（約4.2ｋｗ）とセットで使用した場合のシミュレーションより算出。

3日分の＊停電時
下記の機器が3日間＊使用可能
機器使用時間の1日の使用パターン例（満充電時） 

冷蔵庫 テレビ 照  明 スマートフォン充電

時間/日時間/日
24

時間/日時間/日
3

時間/日時間/日
5

台/日台/日
3

4タイプ

6.5kWhの場合

お使いの太陽光発電システムを長く有効活用しましょう!お使いの太陽光発電システムを長く有効活用しましょう!お使いの太陽光発電システムを長く有効活用しましょう!お使いの太陽光発電システムを長く有効活用しましょう!
国の買取期間は10年で終了しますが

屋外・屋内用

大容量タイプ
JH-WB1821

8.4ｋWh
屋外・屋内用

スタンダードタイプ
JH-WB1621

4.2ｋWh
屋内用

屋内専用タイプ
JH-WB1711

6.5ｋWh
屋外・屋内用

近日発売

6.5ｋWh

2018年。全国で発生した大規模停電。
蓄電池を設置のお客様から喜びの声が続 !々

あってよかった

蓄電池!

10年間の保証切れ
後の故障が心配!

停電が2日間続いたが、自動的に蓄電池の電気で照明が点灯した。それ以降、
停電が復旧する時まで途切れなく電気を使うことができ大変助かった。むしろ近隣の住宅
が真っ暗な状況の為、気をつかってしまった。

中部地区

1つの部屋だけど明かりがあって良かった。家の中
も外も、真っ暗なので明かりがあるだけで安心感がある（暗いと
不安が一杯）懐中電灯を探すにも明かりが有り無しでは大違い。

中国地区 山間の地域で停電。山間部は市街地より
復旧が遅れるので食事にも困っていたが、蓄電池の
おかげで冷蔵庫と炊飯器が使え、温かい食事ができた。

九州地区

高くなる電気代の
値上げが心配!

もしもの夜間
停電が心配!

• 発電量が少なくなった
• 勝手にブレーカーが落ちる

WANTED

故障する前に
ご相談ください!
故障する前に
ご相談ください!

10～15年間
今も大切にお使いの
パワーコンディショナ
（2004年～2009年設置）

こんなパワーコンディショナを
探しています!!

こんなパワーコンディショナを
探しています!! 蓄電池でパワコンもリニューアル !蓄電池でパワコンもリニューアル !



シャープWebモニタリングサービスとは…

スマートライフ

シャープだからできる

創
エネルギーを

創る

蓄
エネルギーを
蓄える

『エネルギーコントローラ』で、電気の消費電力の変化をモニタリングし、スマートフォンやタブレット等に
お知らせ※1、外出先でも電気を賢く操作できます。

最新最新新ののののシステムシシステムムででででムムムム 快適快快適適でででで安心安心心ななななスマートライフススマートライフフをををご提案しますご提案しますす!!!!最新のシステムで快適で安心なスマートライフをご提案します!最新のシステムで快適で安心なスマートライフをご提案します!
効果的な節電アドバイス※１、電気使用状況から
最適料金プランを試算できます。

外出先からエアコンや、電動窓シャッター※3等
を遠隔操作できます。

外出先でも、電気の消し忘れ※2等が通知される
ので、お家の状況がわかります。

●『エアコンの設定温度を変えてみてね。』などのアドバイスで、節電目標を達成。 ●帰宅した時には、お部屋が快適。  ●ペットがお留守番でも安心。●お子様の帰宅がわかります。  ●離れた親御さんの見守りに活用。
※1 当社スマートフォンアプリケーション「ココロボ～ド」(無料)のインストール、ブロードバンドルーター、常時接続型のブロードバンド回線、「SHARP i CLUB」への会員登録、別売のタップ(JH-AP01/JH-AP02/JH-AP03)、または、分岐回路計測用のCTセンサーが必要です。 ※2  当社製の一部のエアコンでは、消し忘れの場合でも外出先からオフできます。 ※3 文化シヤッター株式会社製「マドマスター・スマートタイプ」が対象です。
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最
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※4 NQ-256AF。住宅用太陽電池モジュールにおいて
　　（2017年4月5日現在）。シャープ調べ。 

日本製

ルーフィット
設計

重塩害
対応

耐風圧
性能強化

シャープ「BLACKSOLAR」が
2015年度グッドデザイン賞を受賞しました。
●受賞対象：住宅用 高効率太陽光発電システム
　［BLACKSOLAR ＋ ルーフィット設計・屋根全面システム］

※5 太陽電池モジュールの変換効率（％）は　　　　　　　　　　　　　　 　　　の計算式を用いて算出しています。変換効率とは、太陽光エネルギーから電気エネルギーに変換したときの割合を表します。 モジュール公称最大出力（W）×100
モジュール面積（㎡）×1,000W／㎡

屋根をムダなく活用してたっぷり発電!

設置後のサービス&保証も万全!

過酷な環境でもしっかりと安定稼働、積み重ねた実績が、信頼の証!

太陽光発電システムを既に設置しているお客様太陽光発電システムを既に設置しているお客様太陽光発電システムを既に設置しているお客様
保証が切れる その時が、蓄電池導入のお薦め時期です。

モジュール保証

20年間（無償）

周辺システム
機 器 保 証

15年間（無償） 90％
10年

85％
11～15年

80％
16～20年

故障しても安心、助かる保証制度

屋根に美しくフィットする

電気をためる&必要なときに使う!

●Webモニタリングサービスでお客様のシステムを見守ります。●故障も発電量も長期保証で安心です。

ルーフィット設計

設置後の稼働状況を
見守る・診断する・
対応する
安心の無料サービスです。

国内各地の灯台に設置。
雨風にも負けない耐久性。

国内で唯一、JAXA※8に認め
られた太陽電池メーカー。

砂漠などの無電化地域でも
安定稼働。

インターネット経由で
データを受信

シャープソーラーモニタリングセンター

BLACKSOLAR限定

重塩害地域 宇宙 無電化地域

お引渡し日から
■出力保証値

ブラックソーラーなら屋根に
ピッタリフィットして外観も美しい!

進化し続けるBLACKSOLAR !

●Webモニタリングサービスやプレミアム保証について、詳しくはご販売店にお問い合わせください。
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いっぱい発電いっぱい発電いっぱい発電 たくさん節電たくさん節電たくさん節電 設置後も
ず～っと安心
設置後も
ず～っと安心
設置後も
ず～っと安心

システムの状態を
チェック

いつも見守って
くれるから安心だわ

お客様

雨やくもりの日は
放電時間を遅らせ、
昼に活用できるわ！

さらに節電！
毎日売電しながら

夜も電気が使える！
もしもの停電時には

賢く活用して節約！
さらにHEMSと連携で

蓄電 放電

蓄電池なし 蓄電池あり

シャープ
なら

シャープ
なら

もしもの停電時は
安心の自動切替え。
もしもの停電時は
安心の自動切替え。

お得
蓄電池なし

安心快適

気象警報が
発令された時は、
自動的に充電し、
停電に備えます。

気象警報が
発令された時は、
自動的に充電し、
停電に備えます。

昼の高い電気は買わない、
蓄電池くんの出番だ！

もしも何かの状況で
売電できない時は 電気を逃さず蓄電

テレビで情報を、
冷蔵庫も
使えるわ！

割安な
夜間電力を
利用

天気予報を

使って

住宅用蓄電池って必要なの!?住宅用蓄電池って必要なの!?

●売電期間終了後、自家消費（電気代0円生活）の要!!●売電期間終了後、自家消費（電気代0円生活）の要!!●売電期間終了後、自家消費（電気代0円生活）の要!!●売電期間終了後、自家消費（電気代0円生活）の要!!●売電期間終了後、自家消費（電気代0円生活）の要!!

●太陽光発電システムの  　　 ●太陽光発電システムの  　　 ●太陽光発電システムの  　　 ●太陽光発電システムの  　　 ●太陽光発電システムの  　　 ををををを
できます。できます。できます。できます。できます。

リニューアルリニューアル

●しかも、蓄電池の保証が　 　　    にもついてくるので
　10年無償または15年有償で
●しかも、蓄電池の保証が　 　　    にもついてくるので
　10年無償または15年有償で
●しかも、蓄電池の保証が　 　　    にもついてくるので
　10年無償または15年有償で
●しかも、蓄電池の保証が　 　　    にもついてくるので
　10年無償または15年有償で
●しかも、蓄電池の保証が　 　　    にもついてくるので
　10年無償または15年有償で保証のバージョンアップに!保証のバージョンアップに!

保証が
切れる
保証が
切れる

この際に蓄電池ご導入をご検討お願いします!!この際に蓄電池ご導入をご検討お願いします!!この際に蓄電池ご導入をご検討お願いします!!
シャープの蓄電池ご導入のメリット!シャープの

太陽光発電
シャープの
蓄 電 池もちろん

  パワー
コンディショナ
パワー

コンディショナ

  　　 パワー
コンディショナ
パワー

コンディショナ

蓄電池のことなら
おまかせください!
蓄電池のことなら
おまかせください!

クラウド蓄電池システムなら

便利便利便利でででで 適快適快適快適快適快 ににににににに便利で快適に！便利で快適に！便利で快適に！NQ-103LG

103W

NQ-256AF

256W

NQ-103RG

103W

NQ-225AG

HEMS機能搭載
エネルギーコントローラ

225W

NQ-159AG

159W

発電量が
少ない時

発電量が少ない時 ＊地域や条件により異なります。 ＊グラフはイメージです。
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割高な電気の購入を抑えて割高な電気の購入を抑えて割高な電気の購入を抑えて割高な電気の購入を抑えて割高な電気の購入を抑えて割高な電気の購入を抑えて 節約!

深夜

早朝割安な深夜電力で割安な深夜電力で割安な深夜電力で蓄電蓄電蓄電割安な深夜電力で蓄電

朝・夕の割高な時に朝・夕の割高な時に朝・夕の割高な時に活用活用活用朝・夕の割高な時に活用

太陽光の発電量が少ない朝夕は蓄電池におまかせ!

電気代が
節約できて
とっても
うれしいわ!

※6  年間推定発電量は、大阪市（南面、東面、西面設置、傾斜角30°）に設置した場合の一例です。　

※7 2017年3月現在。　※8 宇宙航空研究開発機構　※9 2017年5月現在。
長崎県女島灯台 様
写真提供：海上保安庁

陸域観測技術衛星2号「だいち2号」
写真提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）

モンゴル・ノヨン村 様

太陽電池容量

3.60kW
年間推定発電量※6

3,855kWh

太陽電池容量

4.61kW
年間推定発電量※6

4,923kWh
NQ-103LG NQ-103RG

NQ-159AG NQ-225AG

従来よりも
多く設置できます

NQ-225AG

スペースがムダに…

サイズの異なる太陽電池モジュールの組み合わせで設置容量UP!

設置容量が
ルーフィット設計で

28.0％UP

なんと ルーフィット設計 適用例
NQ-225AG×7枚/NQ-159AG×10枚/

NQ-103LG/RG×14枚
NQ-225AG×16枚

ルーフィット設計 非適用例

11 22 33

国内2,828ヶ所
の灯台に設置

※7 175基以上の
人工衛星に搭載

※9

※5

※4

省
エネルギーを
節約する





電気をつくる電気をつくる 電気をためる電気をためる 電気を賢く使う電気を賢く使う

蓄電池で快適・安心な暮らし蓄電池で快適・安心な暮らし蓄電池で快適・安心な暮らし蓄電池で快適・安心な暮らし太陽光発電と
相性ピッタリ!

生活スタイルに合わせて選べる
クラウド蓄電池システム

太陽が
沈んだ後

発電量が少ない時 ＊地域や条件により異なります。＊グラフはイメージです。

朝 昼 夕方
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電
屋外・屋内用
8.4ｋWh

屋外・屋内用
4.2ｋWh

屋内用
6.5ｋWh

大容量タイプ
JH-WB1821

スタンダードタイプ
JH-WB1621

屋内専用タイプ
JH-WB1711

11年目以降は売らずに蓄電池にためて
わが家で使うことができます。

これが
自家消費

安心

電気が使える

＊冷蔵庫 24時間/日 定格内容積４００Ｌクラス、インバーター制御冷蔵庫。テレビ 3時間/日。照明5時間/日。スマートフォン充電1台/日 １台あたり約2時間半充電。
太陽光発電（約4.2ｋｗ）とセットで使用した場合のシミュレーションより算出。

3日分の＊停電時
下記の機器が3日間＊使用可能
機器使用時間の1日の使用パターン例（満充電時） 

冷蔵庫 テレビ 照  明 スマートフォン充電

時間/日時間/日
24

時間/日時間/日
3

時間/日時間/日
5

台/日台/日
1

3タイプ

4.2kWhの場合

2018年。全国で発生した大規模停電。
蓄電池を設置のお客様から喜びの声が続 !々

あってよかった

蓄電池!

高くなる電気は
できるだけ買いたくない!

安く売るなんて
もったいない!

もしもの停電でも
電気を使いたい!

停電が2日間続いたが、自動的に
蓄電池の電気で照明が点灯した。それ以降、
停電が復旧する時まで途切れなく電気を使う
ことができ大変助かった。むしろ近隣の住宅
が真っ暗な状況の為、気をつかってしまった。

中部地区

1つの部屋だけど明かりがあって良かった。家の中も外も、真っ暗
なので明かりがあるだけで安心感がある（暗いと不安が一杯）

懐中電灯を探すにも明かりが有り無しでは大違い。
中国地区

停電時は自動で切り替わりました。
蓄電池と太陽光のありがたみに感謝しました。

北海道地区

太陽光のみ設置のお隣様が、様子を伺いに来ると…
何と電気が点いている！？ 「あれっ？何で電気が点いているの？」 
「えっ？何の事？」 蓄電池のおかげで停電に気付かなかった。
…改めて蓄電池を設置していて良かった、と感謝しています。

近畿地区

山間の地域で停電。山間部は市街地より
復旧が遅れるので食事にも困っていたが、蓄電池のお
かげで冷蔵庫と炊飯器が使え、温かい食事ができた。

九州地区

17:58に、暴風警報が発令されると、HEMSに
よる制御で蓄電池をフル充電（19:00充電完了）。警報解除
まで待機状態。HEMSがコントロールするから安心でした。

関東地区
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