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マネージメント項目 BMS動作

バッテリ接続確認 未認識の場合は、警告音鳴動後*)、自動シャットダウン

バッテリ電力測定確認 バッテリ電力測定不可時は、警告音鳴動後自動シャットダウン

バッテリ通信タイムアウト 接続確認後、通信ができない場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

バッテリバランス 充電時、満充電付近にて各セルの電圧の均一化を行う

残量計測 充電時・放電時の各電力量を計測し、積算方式にて表示

AC充電器接続確認 未認識の場合は、警告音鳴動後、自動シャットダウン

DC充電器接続確認 未認識の場合は、警告音鳴動後、自動シャットダウン

AC充電動作確認 充電不具合検知時は、充電停止

DC充電動作確認 充電不具合検知時は、充電停止

充電用AC入力電圧の低電圧検知 AC充電電圧が95V以下の場合、LOW VOLTAGEを表示

インバータ出力測定確認 インバータ出力の異常検知時は、警告音鳴動後自動シャットダウン

放電停止電圧到達による放電停止 放電停止電圧に到達した場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

充電停止電圧到達による充電停止 充電停止電圧に到達した場合は、充電停止

総電圧：過放電保護 放電停止電圧以下を検知した場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

総電圧：過充電保護 充電停止電圧以上を検知した場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

セル電圧：過放電保護 放電停止電圧以下を検知した場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

セル電圧：過充電保護 充電停止電圧以上を検知した場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

低残量警告 放電中に放電停止電圧付近に到達した場合は、警告音鳴動

製品内低温異常検知 製品内温度-20℃を検知した場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

製品内高温異常検知-1 製品内温度55℃を検知した場合は、警告音鳴動

製品内高温異常検知-2 製品内温度60℃を検知した場合は、警告音鳴動後自動シャットダウン

* 警告音鳴動時は、液晶パネルにエラーコード及びエラー内容が表示される。

全機種共通仕様

■搭載リチウムイオン電池

発火の恐れのない、リン酸鉄リチウム電池 (LiFePO4)を使用

非金属-非金属の結合

酸素原子は非金属であるリン原子と堅固な結合(共有結合)で結

びついている為、短絡や過熱等でも酸素原子が離脱するのは困難

である。この結合の安定性は危険性を減少させる。

共有結合で結びついているので、過充電や短絡による酸素原子

の離脱が非常に困難。

発火しない！

リン酸鉄リチウム電池の化学式

共有結合

■自社開発のバッテリマネージメントシステム(BMS)



走行(航行）充電機能搭載 アクセサリーキーポジション検知後、走行充電を開始。

オルタネータで発電した電力を、アイドリング時や走行中に効率良く蓄電池に充電が可能。

＜製品特長＞

・UPS(停電時無遮断)機能搭載

・オルタネータで発電した電力を充電可能（走行充電機能搭載）

・商用AC100V優先充電

・100V出力用漏電遮断器内蔵

・商用AC100Vの充電時も、接続負荷に電力供給が可能なACスルー機能搭載

RSV series

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

医療車両 車内ベッド・検査機器 エンジン停止時での活動 発電機の代替品として

小型クルーザー 船内電気製品

検査会社 検査機器 無人継続データ収集

キャンピングカー 車内電気製品

仕様

導入事例

AC100VAC100V 走行充電

車輌・船舶用 (走行・航行充電可能)

項目 /  製品名 RSV-5012A RSV-5024A

バッテリ容量 5,000Wh

搭載バッテリ リン酸鉄リチウムイオンバッテリ

バッテリセル 200Ah x 8

寿命 2,000回/80DOD％ ・ 3,000回/70DOD% 

出力電圧 AC100V 

出力波形 完全正弦波

定格出力 1,500VA

入力電圧 AC95V～AC265V / DC12V AC95V～AC265V /  DC24V

入力ポート

AC入力端子 x 1

DC入力端子 x 1

ACC接続端子 X 1 

出力ポート 端子台出力 x 1 / ACアウトレトｘ１（漏電遮断器付）

AC充電時間(0-100%) *1 0～100%   約11時間

DC充電時間(0-100%) *2 0～100%   約18時間

LCD表示 電池残量・電池電圧・充電放電状態など

スイッチ メイン電源 / AC強制充電 / DC強制充電 / 設定

使用環境 車内・屋内仕様

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ 600(W) x570(H) x 350(D) mm

質量*3) 約76kg 

*1) 2) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。

*3) Ｌ型取付用板を除く

RSV-5012A



＜製品特長＞

・UPS(停電時無遮断)機能搭載

・10kWhの大容量＆急速充電器内蔵

・オルタネータで発電した電力を充電可能（走行充電機能搭載）

・AC100V及びDC24V出力

・消音・消灯機能付（操作パネル）

・商用AC100V優先充電

・商用AC100Vの充電時も、接続負荷に電力供給が可能なACスルー機能

・低温時対策搭載

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

防衛用通信車 衛星通信機器 エンジン停止時での活動 発電機の代替品として

中継車 放送機器 エンジン停止時での活動 発電機の代替品として

導入事例

RS series特殊車輌用 (衛星通信車 National Security ver.)

AC100VAC100V 走行充電 DC24V

仕様

制御ユニット 5kWhバッテリユニット 5kWhバッテリユニット

制御パネル

項目 /  製品名 RS-1024BP

バッテリ容量 10,000Wh

搭載バッテリ リン酸鉄リチウムイオンバッテリ

バッテリセル 200Ah x 16

寿命 2,000回/80DOD％ ・ 3,000回/70DOD% 

AC出力 AC100V / 1,000VA (完全正弦波）

DC出力 DC24V / 3,000W

入力電圧 AC95V～AC265V / DC24V

入力ポート

AC入力端子 x 1

DC接続端子 x 1

ACC接続端子 X 1 

出力ポート ACアウトレト x 3 / DC出力端子 x 5

AC充電時間(0-100%) *1 0～100%   約11時間 (急速充電器使用：6時間）

DC充電時間(0-100%) *2 0～100%   約18時間

LCD表示 電池残量・電池電圧・充電放電状態など

スイッチ メイン電源 / AC強制充電 / DC強制充電 / 設定 / 消灯

使用環境 車内・屋内仕様

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ

制御ユニット：600(W) x570(H) x 340(D) mm

バッテリパック：500(W) x 400(H) x 430(D)mm

操作パネル：158(W) x 130(H) x 60(D)mm

総質量 約180kg 

*1) 2) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。



VEC series

仕様

導入事例

無電源地域での電力供給

発電機自動制御

太陽光パネルで発電した電力を優先的に接続負荷（電機製品）に供給。

不足電力を蓄電池から供給し、設定残量になった場合には自動的に発電機を駆動し、接続負荷への電力の供給と

蓄電池への充電を行う。太陽光発電量が接続負荷電力より多い場合は、蓄電池に充電。

＜製品特長＞

・UPS(停電時無遮断)機能搭載

・太陽光パネル（充電器搭載済）及び発電機と連携可

・設定した電池残量（設定変更可）による、発電機自動起動

・太陽光で発電した電力を、優先的に接続負荷に供給

・AC100V充電時も、接続負荷に電力供給が可能なACスルー機能搭載

・低温時対策搭載

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

建設機械（機材）

リース会社
工事現場事務所電気機器 無電源地域での電力供給 PV接続（発電電力優先使用）

検査会社 検査機器 無人継続データ収集 PV接続（発電電力優先使用）

太陽光発電・発電機併用可

発電機AC100V PV AC100V

項目 VEC-2015 VEC-5015

バッテリー容量 2,500Wh  5,000Wh

搭載バッテリー リン酸鉄リチウム電池（LiFePO4) 

バッテリセル 100Ah x 8 200Ah x 8

寿命 2,000回/80DOD％ ・ 3,000回/70DOD% 

出力電圧 AC100V 

出力波形 完全正弦波

定格出力 1,500VA

入力電圧 AC95V～AC265V / DC120V-DC350V 

入力ポート
AC入力端子 x 1

DC入力端子 x 1

出力ポート AC100V端子 x 1 / 発電機接続端子 x 1

AC充電時間(0-100%) *1 約3時間 約6時間

DC充電時間(0-100%) *2 約4.5時間 約6.5時間

LCD表示 LED残量表示・総電圧・消費電力量・充電量

スイッチ メイン電源 / 強制充電 / 設定

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ 600(W) x800(H) x 400(D)mm

質量 *3 約75kg 約85kg

*1) 2) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。

*3) Ｌ型取付用板を除く



BP seriesBMS搭載バッテリーパック

安心安全な多目的使用のBMS内蔵

バッテリーパック

走行充電にも対応

項目 BP-2500V BP-5000VH

バッテリー容量 2,500Wh  5,000Wh

搭載バッテリー リン酸鉄リチウム電池（LiFePO4) 

バッテリセル 100Ah x 8 200Ah x 8

寿命 2,000回/80DOD％ ・ 3,000回/70DOD% 

入力電圧 AC95V～AC265V / DC12V (DC24V対応可）

出力電圧 DC24V 

入力ポート

AC100V入力端子 x 1

DC12V接続端子 x 1

ACC12V接続端子 X 1

出力ポート DC24V出力端子 x 1 

AC充電時間(0-100%) *1 約6時間 約6時間

DC充電時間(0-100%) *2 約9時間 約11時間

LCD表示 LED残量表示・総電圧・消費電力量・充電量

スイッチ メイン電源 / 強制充電 / 設定

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ 753(W) x335(H) x 450(D)mm

質量 *3 約45kg 約68kg

*1) 2) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。

*3) Ｌ型取付用板を除く

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

キャンピングカー 車内電気製品

移動事務所カー 車内電気製品

検査会社 検査機器 無人継続データ収集

AC100V 走行充電 DC24V

走行(航行）充電機能搭載 アクセサリーキーポジション検知後、走行充電を開始。

オルタネータで発電した電力を、アイドリング時や走行中に効率良く蓄電池に充電が可能。

＜製品特長＞

・オルタネータで発電した電力を充電可能（走行充電機能搭載）

・DC24V出力

・商用AC100V優先充電



BP series19inch ラックマウント型

仕様

項目 BP-5000RM

バッテリー容量 5,000Wh

搭載バッテリー リン酸鉄リチウム電池（LiFePO4) 

バッテリセル 200Ah x 8

寿命 2,000回/80DOD％ ・ 3,000回/70DOD% 

入力電圧 AC95V～AC265V / DC12V  (DC24V対応可）

出力電圧 DC24V 

入力ポート

AC100V入力端子 x 1

DC12V接続端子 x 1

ACC12V接続端子 X 1

出力ポート DC24V出力端子 x 1 

AC充電時間(0-100%) *1 約11時間

DC充電時間(0-100%) *2 約17時間

LCD表示 LED残量表示・総電圧・消費電力量・充電量

スイッチ メイン電源 / 強制充電 / 設定

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ 483(W) x355(H) x 510(D)mm

質量 *3 約65kg

*1) 2) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

導入事例

2021 DEBUT!
MAKE A GOOD FIRST IMPRESSION

AC100V 走行充電 DC24V

19”ラックマウント設置に適した蓄電池システム



AC100VAC100V PV

仕様

VE series大容量ベンチ型

導入事例

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

建設機械（機材）

リース会社
工事現場事務所電気機器 無電源地域での電力供給 PV接続（発電電力優先使用）

検査会社 検査機器 無人継続データ収集 PV接続（発電電力優先使用）

項目 VE-10K30/100 VE-10K30/200

バッテリー容量 10,000kWh

搭載バッテリー リン酸鉄リチウム電池（LiFePO4) 

バッテリセル 200Ah x 16

寿命 2,000回/80DOD％ ・ 3,000回/70DOD% 

出力電圧 AC100V AC200V

出力波形 完全正弦波

定格出力 3,000VA

入力電圧 AC95V～AC265V / DC120V-DC350V 

入力ポート
AC100V入力端子 x 1

DC入力端子 x 1

出力ポート 端子台出力 x 1

AC充電時間(0-100%) *1 約13時間

DC充電時間(0-100%) *2 約13時間

LCD表示 LED残量表示・総電圧・消費電力量・充電量

スイッチ メイン電源 / 強制充電 / 設定

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ *3 1,350(W) x335(H) x 450(D)mm

質量 *4 約130kg

*1) 2) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。

*3) 制御部+バッテリパック (H)車輪含まず

*4) 制御部+バッテリパック

無電源地域での電力供給

太陽光パネルで発電した電力を優先的に接続負荷（電機製品）に供給し、不足電力を蓄電池から電力供給し、

太陽光発電量が接続負荷電力より多い場合は、蓄電池に充電。



VE series大容量可搬型

AC100V AC200V

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

放送機器 カメラ等 無電源地域での電源供給

産業廃棄物処理 破砕機 無電源地域での電源供給

導入事例

仕様

AC100V

項目 VE-10K40/100 VE-10K40/200

バッテリー容量 10,000kWh

搭載バッテリー リン酸鉄リチウム電池（LiFePO4) 

バッテリセル 200Ah x 16

寿命 5,000回/80DOD％ ・ 7,000回/70DOD% 

出力電圧 AC100V/110V/115V/120V (切替) AC200V/220V/230V240V (切替)

出力波形 完全正弦波

定格出力 4,000VA

入力電圧 AC95V～AC265V

入力ポート AC100V インレット x 1

出力ポート 端子台出力 x 1

AC充電時間(0-100%) *1 約11時間

LCD表示 LED残量表示・総電圧・消費電力量・充電量

スイッチ メイン電源 / 強制充電 / 設定

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ *2 823(W) x573(H) x 503(D)mm

質量 *3 約180kg

*1) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。

*2) 車輪及び取手高含まず

*3) 車輪質量含まず

＜発電機の代替として＞

蓄電池容量10kWh・定格出力4,000Whの大出力



VE series三相10kVA出力大容量可搬型

AC200V

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

導入事例

仕様

＜発電機の代替として＞

三相208V/380V出力

項目 VE-20K100/208 VE-20K100/380

バッテリー容量 20,000kWh

搭載バッテリー リン酸鉄リチウム電池（LiFePO4) 

バッテリセル 400Ah x 16

寿命 5,000回/80DOD％ ・ 7,000回/70DOD% 

出力電圧 三相 AC208V 三相AC380V

定格出力 10kVA

入力電圧 AC200V 

入力ポート 入力コネクタ

出力ポート 出力コネクタ

AC充電時間(0-100%) *1 約12時間

LCD表示 LED残量表示・総電圧・消費電力量・充電量

スイッチ メイン電源 / 強制充電 / 設定

使用範囲 使用温度範囲 0℃ ～ 45℃/使用湿度範囲15%～85%

サイズ *2 1,000(W) x800(H) x 750(D)mm

質量 *3 約280kg

*1) 周囲温度０℃～45℃で充電した場合の目安です。

*2) 車輪及び取手高含まず

*3) 車輪質量含まず

AC208V AC380V

2021 DEBUT!
MAKE A GOOD FIRST IMPRESSION



緊急時可搬型
UPS機能・タイムシフト機能搭載

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

病院（クリニック）

電子カルテ 停電時UPS

事務局PC等 停電時UPS

照明器具 停電時UPS

調剤薬局 電子カルテ 停電時UPS

介護施設
食堂及びロビー照明 停電時UPS PV接続（発電電力優先使用）

その他 停電時UPS 緊急時用

大学
事務所PC及び照明 停電時UPS PV接続（発電電力優先使用）

デジタルサイネージ用 停電時UPS PV接続（発電電力優先使用）

ハウスメーカー 特定負荷（リビング）
タイマー設定駆動 太陽光及び風力発電併用

HEMS接続 放電コントロール

国立高等専門学校 研究教材 PV常時接続

建設機械（機材）
リース会社

工事現場事務所電気機器 無電源地域での電力供給
PV接続（発電電力優先使用）

NETIS登録

工事現場監視カメラ タイマー設定駆動

携帯電話販売会社 受付カウンタ端末 停電時UPS

検査会社 検査機器 無人継続データ収集

導入事例

生産終了品

AC100VAC100V PV DC5V

2018年12月 OEM供給終了
2019年12月 サポート契約終了

KULOS-5000

VE-1010

VE-2010

VE-5015

車載用蓄電システム

納入先 接続機器 機能（目的） 説明

キャンピングカー 車内電気製品 エンジン停止後の電力供給

移動販売車 車内冷蔵庫 無店舗地域での販売

防災車 車内電気製品 緊急時の電力供給 PC・情報用TV・移動事務室

移動音響視聴車 オーディオ機器 移動リスニングルーム デモカー

導入事例

AC100VAC100V 走行充電


