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Q.PEAK BLK-G4.1 290-295
290-
295W

公称最大出力

モジュール変換効率　17.4%-17.7%

真性変換効率　　　　19.7%-20.1%

寸法　　　　  1000×1670×32 (mm)

単結晶Q.ANTUMセル搭載
※Q.PEAK BLK-G4.1 290の場合

在庫限り※



Q.ANTUM

Q.ANTUMテクノロジーは、昼間の高い温度や

夏の日においても発電量を保ち、

一般的な太陽電池モジュールと比べ、

ロスを少なくします。

Q.ANTUM

セル技術

16 17

Q.ANTUM

テクノロジーによる発電量の向上



96%の高い変換効率により、太陽電池モジュールの発電電力を効率よく交流電力に

変換。日射量による太陽電池モジュールの発電量の変動に素早く追随し、また発電量が

少ないときでも効率を維持。

95.5%の高い変換効率により、太陽電池モジュールの発電電力を効率よく交流電力に

変換。接続箱機能を内蔵し、施工を簡素化。

業界最高水準の96%の高い変換効率。

寄棟屋根や複雑な屋根形状でもシステム設計の自由度が高く、昇圧ユニットや接続箱

なしですっきり設置。

枚数の異なるモジュールを回路毎に入力設定できるため、昇圧ユニットや接続箱が不要。

モジュールの選定や枚数の組み合わせなどの設計自由度がさらに向上。

屋外での施工性が向上。

接続箱機能内蔵で接続箱の設置が不要。

小型／薄型でコンパクトなデザイン。

室内で使いやすい静音設計。

パワーコンディショナ
HQJP-Aシリーズ

パワーコンディショナ

屋内設置型

KP-HQシリーズ

在庫限り

新発売

※全てのパワーコンディショナはカラーモニターセットを組合わせることで電力会社の出力制御に対応が可能。

※力率1.0の設定も可能

定格出力
(力率1.0時)

定格出力
(力率1.0時)

定格出力
(力率1.0時)

定格出力
(力率1.0時)

定格出力
(力率1.0時)

高い変換効率で実発電量を最大化。

朝夕や曇りなどの低照度時でも高い効率を維持。

定格出力
(力率1.0時)

定格出力
(力率0.95時※)

KPK-A40-HQ

KPK-A55-HQ

4.0kW

5.5kW

96.0%

95.5%

パワーコンディショナ パワーコンディショナ

KPK-A40/A55-HQ
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Qセルズハイブリッド蓄電システム

特定負荷分電盤※

※自動切替タイプの電力切替ユニット(パナソニック製、LJP62322)または手動切替タイプの特定負荷用分電盤(日東工業製、HQJB-S30M-A1)が
　 オプションとしてお選びいただけます。詳細はP33をご参照ください。

Qセルズハイブリッド蓄電システムHQJB-Aシリーズの基本構成 ハイブリッド蓄電システム（オムロン製）の基本構成

電力切替ユニット
（パナソニック製）
-自動切替タイプ

特定負荷用分電盤
（日東工業製）
-手動切替タイプ

ハイブリッド蓄電システムはこんなに便利
太陽光発電で電気を創り、蓄電することで、かしこく電気を使えるハイブリッド蓄電システム。
太陽光発電システムと蓄電システムを連携させて、普段の生活にも、停電時にも無駄なく
電気を供給します。

普段の生活にも、停電時にも賢く電気を供給
一つのパワーコンディショナで、電気を「創る」「蓄える」を両方実現する、太陽光発電用ハイ
ブリッド蓄電システム。
普段の暮らしでも停電時でも、電気を安心供給。しかも月々の電気料金の節約にも貢献。
もしも！に備えた“安心"を”お得"にご利用できます。

ハイブリッドパワーコンディショナ 蓄電池ユニット

DC/ DCコンバータ カラーモニターセット 別売品ハイブリッド蓄電用
リモコン

業界最高レベルの 96.5%の
電力変換効率で、
高い実発電量を実現

●屋外設置型
●定格出力 5.5kW
●電力変換効率 96.5%

太陽電池の発電、蓄電池の充放電の
電力を変換してコントロール

●屋外設置型
●定格容量 5.5kW
●電力変換効率 96%

わずかなスペースに設置可能な
軽量コンパクトサイズ

●屋内設置型（壁面固定）
●定格容量 6.5kWh
●質量 約52kg

停電時に炊飯器や
電気ケトルが使用できる
最大2kVAの高出力

●屋内設置型
●容量 5.6kWh

パワーコンディショナと
蓄電地間の電圧調整

パワーコンディショナと
蓄電地間の電圧調整

停電時に自動で
特定負荷に電気を供給

カラーモニター 送信ユニット 専用表示ユニット計測・操作ユニット

DC/DCコンバータ

ハイブリッドパワーコンディショナ 蓄電池ユニット

特定負荷用分電盤ハイブリッド蓄電システム用
モニタリングユニット



290W

9.63A

39.19V

9.07A

31.96V

17.4%

19.7%

¥182,700

Q.PEAK BLK-G4.1 290

295W

9.70A

39.48V

9.17A

32.19V

17.7%

20.1%

¥185,850

Q.PEAK BLK-G4.1 295在庫限り

Q.HOME　システムラインナップ

支給

ご家庭のエネルギーを効率よく使い、快適で無駄のない暮らしを

サポートするHEMS（ホームエネルギーマネジメントシステム）。

パソコンはもちろん、スマートフォン、タブレット端末などの

ネットワーク機器で太陽光発電システムの発電状況や家庭内

の消費電力量を見える化することで、省エネ、節電につなげる

ことができます。

スマートHEMS AiSEG2 (パナソニック製)

主な機能

電気の見える化と効果的な節電をサポート

発電量の自給率・自家消費率がひと目でわかる

オプション※

HQJP-Aシリーズ
（太陽光発電システム）

HQJB-Aシリーズ
（ハイブリッド蓄電システム）

AiSEG2（7型モニター機能付）
MKN713

AiSEG2
MKN704

太陽光発電システムおよびハイブリッド蓄電システムのモニター機能以外の使い方につきましては、下記までお問い合わせください。
パナソニック株式会社エコソリューションズ社　
住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口　0120-081-701　(受付時間 365日/9:00-18:00)

※ご家庭の分電盤の種類や出力制御有無により、必要なオプション製品が異なります。
　 詳細はP35をご参照ください。

モニター機能をスマートフォン、タブレットで代用するMKN704と、モニター機能付のMKN713の2つからお選びいただけます。

エコーネットライト
対応計測ユニット
(計測ユニット増設
 アダプタセット)

MKN73318

太陽光用
ネットアダプタ

MKN7761

蓄電池
ネットアダプタ

HQJB-HNA-A1

／
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パワーコンディショナとHEMSとの連携により、より高精度な太陽光

発電データを用いて家庭内の電力状況がモニタリングできます。

 太陽電池モジュール

KP-HQシリーズ専用

KP-HQシリーズ専用



自立運転時の定格容量

定格出力

Q.HOME　システムラインナップQ.HOME　システムラインナップ
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※2015年1月26日施行、再生可能エネルギー特刷措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示。

　一部の例外があります。詳しくは経済産業省費源エネルギー庁のホームページをご確認ください。http：//www.enecho.ne.meti.go.jp/

※電力会社によって出力制御ルールが異なります。今後の各電力会社の対応は変更される場合があります。詳しくは各電力会社にお問い合わせください。

定格出力

定格力率

自立運転時の定格容量

1.0

-10～+40℃(氷結・結露なきこと)

定格力率

定格出力

入力回路数

定格力率

自立運転時の定格容量

HQJP-M55-A2

DC330V

DC70～450V

4回路(接続箱機能内蔵)

5.5kW

95.5% (JIS C8961に準拠)

1.0

トランスレス方式

単相2線式(単相3線式配電線に接続)

1.5kVA

-20～+50℃(氷結・結露なきこと)

735mm x 431mm x 214mm

約33kg

￥430,000

定格出力

入力回路数

定格力率

自立運転時の定格容量

HQJP-R55-A2

4回路(4MPPT)

5.5kW

約31kg

￥474,000

HQJP-R44-A2

3回路(3MPPT)

4.4kW

約30kg

￥381,000

DC330V

DC50～450V

96% (JIS C8961に準拠)

1.0

トランスレス方式

単相2線式(単相3線式配電線に接続)

1.5kVA

-20～+50℃(氷結・結露なきこと)

706mm x 407mm x 214mm

定格出力

入力回路数

定格力率

自立運転時の定格容量

KP55M2-J4-HQ

5.5kW

94.5% (JIS C8961に準拠)

￥560,000

KP44M2-J4-HQ

4.4kW

95% (JIS C8961に準拠)

￥450,000

DC320V

DC60～450V

4回路(接続箱機能内蔵)

1.0

トランスレス方式

単相2線式(単相3線式配電線に接続)

1.5kVA

-20～+45℃(氷結・結露なきこと)

720mm×400mm×220mm

約36kg

型名

表示内容

操作

対応パワーコンディショナ

パワーコンディショナ接続台数

定格入力電圧

寸法

質量

設置方式

メーカー希望小売価格(税抜)

DC8V(パワーコンディショナ本体より供給)

70mm x 120mm x 18mm

約90g

壁固定(屋内のみ)

￥12,000

HQJP-RM-A1

発電電力、運転状況、自立時消費電力

運転切替(系統連系運転 / 自立運転 / 停止)

HQJP-R44-A2、HQJP-R55-A2

5台(設定により最大10台)

KPK-A40-HQ

4.0kW

96% (JIS C8961に準拠)

2.0kVA

460mm×280mm×155mm

約16.0kg

￥330,000

KPK-A55-HQ

5.5kW

95.5% (JIS C8961に準拠)

2.75kVA

550mm×280mm×171mm

約19.6kg

￥480,000

DC250V

DC50～450V

0.95※

トランスレス方式

単相2線式(単相3線式配電線に接続)

-10～+40℃(氷結・結露なきこと)

屋内設置型パワーコンディショナ

※力率1.0の設定も可能です。

屋外設置型マルチストリングスパワーコンディショナ

定格出力

入力回路数

定格力率

自立運転時の定格容量

KP59R-J4-HQ-A

4回路(4MPPT)

5.5kW

￥410,000

KP48R-J3-HQ-A

3回路(3MPPT)

4.8kW

￥390,000

DC250V

DC50～450V

95.5% (JIS C8961に準拠)

1.0

トランスレス方式

単相2線式(単相3線式配電線に接続)

1.5kVA

-20～+45℃(氷結・結露なきこと)

650mm×429mm×210mm

約33kg

屋外設置型マルチストリングスパワーコンディショナ

 パワーコンディショナ HQJP-Aシリーズ  パワーコンディショナ KP-HQシリーズ

KPK-A55-HQ

KPK-A40-HQ

KP30K3-HQ/KP40K3-HQ

KP44M2-J4-HQ/KP55M2-J4-HQ

KP48R-J3-HQ-A/KP59R-J4-HQ-A

自立運転時の定格容量

定格出力

定格力率

KP30K3-HQ

3.0kW

2.0kVA

￥246,000

KP55K3-HQ

5.5kW

550mm×280mm×175mm

約18kg

￥480,000

KP40K3-HQ

DC320V

DC60～450V

4.0kW

95% (JIS C8961に準拠)

1.0

トランスレス方式

単相2線式(単相3線式配電線に接続)

1.5kVA

-10～+40℃(氷結・結露なきこと)

￥330,000

460mm×280mm×145mm

約13.5kg

在庫限り

新発売



オプション

 ハイブリッド蓄電システム HQJB-Aシリーズ  モニターセット　HQJP-Aシリーズ

 モニターセット　KP-HQシリーズ 

 その他構成品

壁固定(屋内のみ)

約1.2kg

150mm×325mm×111mm

5W以下

単相2線 AC100V

有線LAN 

HQJB-HNA-A1

設置方式

質量

寸法（横×高さ×奥行）

消費電力

電源

データ通信方式

型名

HQJB-H55R-A1 HQJB-BU56-A1

HQJB-D20R-A1 SPUR-HB1(DC/DCコンバータに同梱)

蓄電池ネットアダプタ

出力制御対応※1 ECHONET Lite搭載

※ハイブリッド蓄電システムHQJB-AシリーズをAiSEG2と組合わせてご使用いただく場合に必要です。

￥40,000メーカー希望小売価格（税抜）

屋内(壁固定)

442mm×340mm×124mm

約7.5kg

2回路※
30A

単相2線 AC100V

LJP62322

設置場所

寸法（横×高さ×奥行）

重量

出力分岐回路数

定格電流

定格入力電圧

型名

電力切替ユニット（パナソニック製） - 自動切替タイプ

※2回路増設可。増設には増設回路用ブレーカが必要です。
※自立運転出力に接続するために、自立用ブレーカ(漏電ブレーカ)が必要です。

屋内(壁固定)

280mm×320mm×95mm

約2.5kg

2回路※
30A

単相2線 AC100V

HQJB-S30M-A1

設置場所

￥133,000メーカー希望小売価格（税抜） ￥35,000メーカー希望小売価格（税抜）

寸法（横×高さ×奥行）

重量

出力分岐回路数

定格電流

定格入力電圧

型名

特定負荷用分電盤（日東工業製） - 手動切替タイプ

※2回路増設可。増設には増設回路用ブレーカが必要です。

リチウムイオン電池は、長年使用すれば劣化により必要な能力が発揮できなくなります。さらに、環境や使用条件の変化で思わぬ事故に結びつく場合もあります。

ハイブリッド蓄電システムを常に安心してご使用いただくため、一定のご使用年数もしくは蓄電容量が規定値まで減少した場合に、表示パネル等で「点検のお知らせ」が表示されます。

設置より１０年６ヶ月後「点検のお知らせ」が表示されますので、半年以内にご購入いただいた販売店までご連絡ください。１回目の点検で問題がない場合、

点検終了から２年６ヶ月後２回目の「点検のお知らせ」が表示されます。１回目同様販売店までご連絡ください。当社の契約サービス会社が点検(有償)にお伺いします。

※規定の期間内に点検を受けていただけない場合は、安全のため自動的に運転を停止します。

※点検により蓄電池の状態が正常であれば継続してご使用いただけますが、蓄電容量が規定値まで減少している場合は、蓄電池の交換(有償)が必要です。

※点検による使用期間の延長は２回までです。

ハイブリッド蓄電システムHQJB-Aシリーズ「点検のお知らせ」機能

HQJB-HNA-A1

LJP62322

Q.HOME+　システムラインナップ

出力制御対応※1

ECHONET Lite搭載

HQJB-S30M-A1
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ECHONET Lite搭載

Q.HOME　システムラインナップ

-20～+50℃（氷結・結露なきこと）

-20～+50℃（氷結・結露なきこと）

0～+40℃（氷結・結露なきこと）

※メーカー希望小売価格 (税抜 )：￥1,819,000 / 本商品はシステム単位での販売となります。

HQJP-MSET-A2（余剰／全量兼用）

※当商品は HQJP-Aシリーズパワーコンディショナ、ハイブリッド蓄電システム HQJB-Aシリーズに対応します。
※2 全量買取の場合、最大10台まで接続可能。詳細は販売店までお確かめください。

ECHONET Lite搭載

￥104,500

カラーモニター　HQJP-MC-A2 送信ユニット　HQJP-MUK-A2

AC100V（専用ACアダプタ使用）

7W以下

194mm×120mm×31mm

約600g

据え置き、壁面設置（屋内のみ）

6W以下

120mm×270mm×60mm

約700g

壁面設置（屋内のみ）

AC100V（専用ACアダプタ使用）

7W以下

190mm×134mm×24mm

約370g

据え置き、壁面設置（屋内のみ）

6.5W以下

130mm×260mm×60mm

約800g

壁面設置（屋内のみ）

535mm×269mm×160mm

194mm×120mm×31mm 120mm×270mm×60mm

520mm×407mm×214mm

1入出力

706mm×407mm×214mm

480mm×610mm×230mm

148mm×120mm×26.7mm



 ハイブリッド蓄電システム（オムロン製）

Q.HOME+　システムラインナップ
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※KP-HQシリーズパワーコンディショナ専用です。

スマートHEMS AiSEG2は、太陽光発電システム、またはハイブリッド蓄電システムと組合せてご使用いただく事を目的としております。
それ以外の製品との組合せにおいては別途オプション等が必要となる場合がございますので、詳細は下記までお問合せ下さい。

パナソニック株式会社エコソリューションズ社　
住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口　0120-081-701　(受付時間 365日/9:00-18:00)

HEMS連携モニタリングユニットセット

KP-MU1P-M-SET-HQ型名

計測ユニット
IG1002STC/CM型名

情報収集装置（NEC製）

出力制御対応※1

約580g

220mm×145mm×29.8mm

待機時：2.0W以下　動作時：5.0W以下

AC100V（専用ACアダプタ使用）

有線LAN/無線LAN（特定小電力無線局）

7インチカラー液晶ディスプレイ

MKN713

質量

寸法（横×高さ×奥行）

据え置き（屋内のみ）※設置方式

消費電力

電源

データ通信方式

表示画面

型名

￥80,000メーカー希望小売価格（税抜）

AiSEG2（7型モニター機能付）

※壁掛け設置をご希望の場合は、別途オプションが必要です。詳細は下記の住宅エネルギーマネジメントシステムご相談窓口までお問合せ下さい。

￥40,000メーカー希望小売価格（税抜）

据え置き（屋内のみ）

約220g

57mm×145mm×100mm（取付台含む）

1.5W以下

AC100V（専用ACアダプタ使用）

有線LAN

MKN704

設置方式

質量

寸法（横×高さ×奥行）

消費電力

電源

データ通信方式

型名

AiSEG2

MKN713 MKN704

3

MKN7761型名

￥50,000メーカー希望小売価格（税抜）

1.2kg

150mm×325mm×111mm

5W以下

単相2線 AC100V

有線LAN

質量

寸法（横×高さ×奥行）

壁固定(屋内のみ)設置方式

消費電力

電源

データ通信方式

太陽光用ネットアダプタ

出力制御対応※1

ECHONET Lite搭載

壁固定（屋内のみ）

約1.5kg

設置方式

￥69,800メーカー希望小売価格（税抜）

質量

80mm×325mm×80mm

4W以下

単相3線 AC100V/200V

最大7台(ただし合計定格容量30kWまで)

有線LAN/無線(特定小電力)

標準4回路/最大38回路※1、2

MKN73318

寸法（横×高さ×奥行）

消費電力

電源

パワーコンディショナ接続台数※3
データ通信方式

分岐計測回路

型名

エコーネットライト対応計測ユニット（計測回路増設アダプタセット）

出力制御対応※3

ECHONET Lite搭載

※1 太陽光発電システム用。出力制御対応が求められる電力会社管内で、分電盤が従来のスマートコスモの場合に必要です。

※1 標準で同梱されているCTは4回路分ですので、5回路以上測定する場合は、計測回路数に応じてCT等オプション類が必要です。
※2 本商品の他にMKN73301(標準1回路/最大8回路)もお選びいただけます。
※3 ハイブリッド蓄電システムHQJB-Aシリーズでの接続台数についてはP33のハイブリッド蓄電用リモコン(SPUR-HB1)をご参照下さい。

MKN7761

MKN73318

住宅用遠隔モニター モバイルパックRS（NTTスマイルエナジー製）

スマートHEMS AiSEG2（パナソニック製）

Q.HOME+　システムラインナップ

ECHONET Lite搭載 ECHONET Lite搭載

※メーカー希望小売価格(税抜)：オープン価格

※メーカー希望小売価格(税抜)：オープン価格

※メーカー希望小売価格(税抜)：オープン価格

オプション
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