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法人事業部

SHANIMU #38

企業のさまざまなニーズにお応えいたします！どんなことでもご相談ください！！

お問い合わせ先 　お問い合わせは全国のヤマダ電機各店法人法人窓口、または本社法人事業部まで！
　TEL.027-345-8857（受付：AM10:00 〜 PM6:00）／ FAX.027-345-8824 　【E-mail】 houjin_honbu@yamada-denki.jp

公称最大
出力

「240W
」

モジュール
変換効率

「15.1％
」

信頼と実
績の

「多結晶
セル」

世界が認めた品質

安心の25年間出力保証
学校関係者の皆様へ！

■ システム構成
240W多結晶モジュール
パワーコンディショナー4kW
接続箱
カラーモニター
専用ケーブル
スレート用架台
スレート屋根1面設置標準工事

16枚
1台
1台
1台
1式
1式
1式

ヤマダ電機オリジナルパッケージ　3.84kWシステム
（スレート屋根1面設置・標準工事含む）

1,530,000円
（398,437円／1kW）

1,510,000円
184,320円
（48,000円/1kW×3.84kW）

1,325,680円（税込）

お得なセット価格から、さらに割引！
シャニム読者限定“超”特別価格をご用意!!

接続箱
●屋内または屋外設置
●外形寸法：W220×D115×H290mm

パワーコンディショナー「KP40K」
●4kWタイプ
●屋内設置
●外形寸法：W460×D131×H280mm
●重量：13.5kg

発電モニター「KP-CM2」
●5.7インチ・カラー液晶モニター
●外形寸法：W160×D33×H127mm
●重量：約320g

●公称最大出力：240W●最小出力：232W●最大
逆電流：10A●モジュール変換効率：15.1％●外形
寸法：W1620×D980×H50mm●重量：19kg●
25年間出力保証（10年間は最小出力保証値の
90％、25年間は同80％を保証）

S-ENERGYの太陽電池モジュールは、ドイツに本部を置く第三者認証機関TUV RheinLand社の認証試験に合格して
います。この認証には、IEC61215（太陽電池モジュール各種適合試験）、IEC61730（太陽電池モジュール安全性適
合認定試験）、また本認証機関による生産管理状態の定期的な監査などが含まれます。厳しい試験を通過した当製品
は、お客様に安心と満足をご提供できるものと確信しています。

S-ENERGYではお客様に末永く安心してご利用いただくために、充実し
た長期保証制度をご用意いたしました。
※保証内容の諸規定につきましてはカタログ等でご確認ください。

学校用の「独立型再生可能エネルギー発電システム等導入促進対
策費補助金」に対応した太陽光発電システムにつきましては、現在
パッケージを開発中です。内容が決定次第、別途ご案内をさせてい
ただきます。

※10kWシステム以上は別途ご相談に応じます。
※モジュール枚数・屋根材など設置条件が変わる場合は価格が異なります。

※地域・屋根形状によっては設置できない場合がございます。
※標準工事に足場工事は含まれていません。

高性能＆リーズナブルな太陽光　発電の決定版「　　　　　 」
「39万円台／1kW」を実現した　ヤマダのオリジナルシステム

S-ENERGY「240PA8」

モジ
ュール出力

25年間
保 証

太

陽光
発電システム

10年間
保 証

■一般住宅向けプラン例

シャニム読者限定“超”特別価格

実質ご負担額

国からの補助金

特別セット価格

■ システム構成
240W多結晶モジュール
パワーコンディショナー5.5kW
パワーコンディショナー4kW
接続箱
カラーモニター
専用ケーブル
スレート用架台
スレート屋根1面設置標準工事

40枚
1台
1台
2台
1台
1式
1式
1式

ヤマダ電機オリジナルパッケージ　9.60kW
（スレート屋根1面設置・標準工事含む）

3,800,000円
（395,833円／1kW）

3,750,000円
460,800円
（48,000円/1kW×9.60kW）

3,289,200円（税込）

■アパート向けプラン例

シャニム読者限定“超”特別価格

実質ご負担額

国からの補助金

特別セット価格

さらに2万円引き
!

さらに5万円引き
!
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法人事業部
企業のさまざまなニーズにお応えいたします！どんなことでもご相談ください！！

お問い合わせ先 　掲載商品に関するお問い合わせは、各法人営業所もしくは （株）ヤマダ電機法人事業部まで  TEL.027-345-8857 ／ FAX.027-345-8824 
（受付：AM10:00 〜 PM6:00）

中古PC
導入で
コスト削減

中古PC
導入で
コスト削減

Windows 

Office Personal 2007

WindowsXPインストール済の中古パ
ソコンがお買い得です。新品と比べて
も格段にお安くなっています。中古は
保証が心配というお客様も安心の3ヶ
月保証付です！

Microsoft

マイクロソフトOffice、キングソフト
Office プレインストール可能。いつも
使うソフトがインストール済なのです
ぐにお使いいただけます。

導入のご相談、お見積もり､1台から承ります！導入のご相談、お見積もり､1台から承ります！

■ ■ヤマダ電機がお手伝い致します！！ ヤマダ電機の中古パソコンは安心です
●中古パソコンによる機器導入支援

●機種統一でのお見積

●使わなくなったパソコンの買取・
　回収・処分からデータ消去・解体
　証明書の発行等を承ります。

●全品セキュリティソフトがインストールされて
　いるので安心です。

●全品ウィルススキャンを実施しています。

●マイクロソフト社のOffice2007/2010
　（2年間正規ライセンス版）
　キングソフトOfficeプレインストール可能

※ご購入後セキュリティソフトのアップデートをお勧めします。

※工場出荷時です。

XP

2年間ライセンス版

WindowsXP
再生パソコン

セキュリティソフト
インストール済

ウィルススキャン
実施済み

マイクロソフトOffice
キングソフトOffice
プレインストール可能

お近くのヤマダ電機法人事業部窓口まで

日建学院「学習ショップ」の取扱は、24年3月現在、札幌本店・仙台東店・秋田本店にて実施しております。なお、取扱店は順次拡大予定！左記以外の地域の方もコールセンターまでお問い合わせください。

お問合わせ・資料請求・講座申込

『学習ショップ』OPEN！
映
像
で
マ
ナ
ボ
！

映
像
で
マ
ナ
ボ
！「資格」をとりたい！

「検定」に受かりたい！
「学校の成績」を上げたい！

★テレビでもおなじみの
　那須アルパカ牧場は日建学院グループです。

資格受験者数ランキング
調べ

ケアマネジャー

日商簿記２・３級
宅地建物取引主任者

第二種電気工事士

基本情報技術者対策(ITパスポート対応)講座

上記講座の他、各種資格・検定講座
約５０講座がご利用いただけます。

URL：http://www.yamada-pcschool.com/

まずは

まずはお気軽にお問い合わせ下さい！

　ヤマダ電機グループではジットとの協業により、「使用済みインクカートリ
ッジの回収キャンペーン」を展開中です。回収した使用済みインクカートリッ
ジ1個につき10円をボランティア団体に寄付しています（※1）。
　さらなる支援強化のためには、広く皆様方のご協力が不可欠と考え、弊社
の主旨にご賛同いただける全国の法人様に、回収ボックスの設置協力をお
願いしています。すでにたくさんの法人様に設置協力をいただいており、大き
な実績に結びついていますが、この輪をもっと大きく広げ、子どもたちを支援
する体制をより強固なものにしたいと考えています。
　つきましては、ご賛同いただける法人様に、回収ボックスを無償でお送り
いたします。ボックスには着払い伝票を添付しますので、経済的なご負担をお
願いすることはございません。回収ボックスが一杯になり次第ご返送くださ
るだけで結構です。

　このキャンペーンは「子どもたちの未来」を支援すると同時に、「ゴミの削
減・CO2排出量の抑制」にも寄与します。ぜひとも回収ボックス設置にご協力
をいただきたく、お願いいたします。
　回収ボックスに関するお問い合わせは、お近くのヤマダ電機法人営業所、
または下記までお電話をください。

「子どもたちの未来のため」「CO2排出量を抑制するため」

皆様の温かいご支援を、心よりお待ちしています！

（*1）募金対象の使用済みカートリッジは、ジット規定リサイクル対象商品となります。
最新状況：第17回募金総額412万9230円（2011年10月21日から2012年1月20日までに回収された41万2923個分）　NGO JANIC 2,752,820円　交通遺児等育成基金 1,376,410円　合計4,129,230円

2007年11月から総額61,272,000円を寄付いたしました

■回収ボックスのサイズ（数字の単位はcm ）
Jタイプ：高さ30×横30×奥行30
Aタイプ：高さ20×横29×奥行40
Pタイプ：高さ60×横35×奥行12
BOX大：高さ130×横50×奥行40

Jタイプ Aタイプ BOX大Pタイプ

「回収ボックス設置」に
ご協力ください！

使用済みインクカートリッジ
ヤマダ電機からご協力のお願い

ヤマダ電機027-345-8857 ジット055-280-8105

主な使用済みインクカートリッジ回収ボックス「設置協力法人様」（順不同、敬称略） 2012年2月末日現在

●企業
アステージ株式会社
コサック建設コンサルタント有限会社
ジーエス・ユアサ新潟販売株式会社
はあとふる薬局女池店
ベルウッドカンパニー
ホクショー㈱　白山工場
沖縄警備保障株式会社
佳秀工業株式会社
夏目光学株式会社
株式会社いちやまマート
株式会社オプテス
株式会社クリエイト
株式会社シャトレーゼ
株式会社スズキ自販湘南
株式会社スモルストン
株式会社ヒロタカデザイン事務所
株式会社稲本製作所
株式会社学力増進ゼミナール
株式会社丸越
株式会社丸富
株式会社元山商会
株式会社古賀坂スキー製作所
株式会社松井製作所冷熱技術部
株式会社正木設計
株式会社中部テクニカル
株式会社長門製作所
株式会社渡辺製作所
㈱ベストシッピング
㈱日本触媒
佐橋工業株式会社

住友信託銀行株式会社新潟支店
小谷産業株式会社
小牧温水プール　㈱愛知スイミング
昭和ケミカル株式会社会津工場
浄土真宗親鸞会
新和石油株式会社
西芝テクノ株式会社
長谷川建設株式会社
藤島建築事務所
独立行政法人産業技術総合研究所

中部センター研究業務推進部
南国運輸株式会社
日世株式会社
日本化学機械製造株式会社
日本電子テクニクス株式会社
富士海運株式会社
兵庫信用金庫
豊栄福交流センター
北海道農業研究センター
北陸通信工業株式会社高岡営業所
北陸通信工業株式会社黒部営業所
北陸通信工業株式会社富山支店
有限会社ファースト事務機器
有限会社染谷商事
有限会社博電社
●教育機関
あかつき保育園
沖縄県立鏡が丘養護学校
学校法人淳心学園
宜野座村立松田小学校
魚津市松倉小学校

魚津市立上中島小学校
魚津市立東部中学校
君津市立清和中学校
行田市立埼玉中学校
高田南城高等学校
黒部市立字奈月小学校
黒部市立前沢保育所
春日部市立江戸川中学校
新潟県立高等養護学校手まりの里分校
新潟大学情報工学科
神戸市立兵庫中学校北分校
聖和学園高等学校三神峰キャンパス
仙台市立福岡小学校
千葉県立袖ヶ浦高等学校
長野県阿南高等学校
長野市立東条小学校
津久井ヶ丘幼稚園 父母の会
帝京大学
藤岡市立小野小学校
読谷村立渡慶次小学校
八戸工業高等専門学校
八重瀬町立具志頭小学校
富山県立魚津工業高等学校
富山県立黒部学園
富山県立新川みどり野高等学校
富士見村立原小学校
富津市立竹岡小学校
福岡県立福岡聾学校
平塚市博物館
平塚市立金目中学校
平塚市立春日野中学校

蓮田市立平野中学校
和歌山大学システム工学部
●養護施設
介護老人保健施設 つかまの里
介護老人保健施設サンシルバー市川
介護老人保健施設ろうけん
更級福祉園
社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会
社会福祉法人恵生福祉会なぎさの里
社会福祉法人上田明照会
特別養護老人ホーム清寿園
●医療機関
医療法人社団ぼうぜ医院
医療法人崇徳会
医療法人清和会下総中山駅前クリニック
鹿島労災病院
新戸塚病院
中山外科
長野県獣医師会上小支部
長野県立阿南病院
田宮病院
藤井内科クリニック
姫路聖マリア病院コンピュータ室
●官公庁
岩手県盛岡地方振興局土木部
財団法人熊本市駐車場公社
新発田警察署
神奈川県湘南地域県政総合センター農事課
千曲市役所情報統計課
防衛省共済組合島松支部

90 91



Office Solution

法人事業部

SHANIMU #38

揺れる前に分かることで、守れる命がある！

地震計内蔵緊急地震速報受信機

EQガード「EQG-Ⅱ」

※1）各端末（EQガードⅡ）に内蔵された地震計からの情報を、各端末が共有してお知らせする「巨大地震の発生、及び震源域が拡大する様子」は、各地に端末が一定台数設置された
後に、サービスを開始いたします。なお、緊急地震速報、及び内蔵地震計による地震情報は、設置と同時にご利用いただけます。（2012年2月現在）

3種類の地震速報を受信可能
1.気象庁が中心となって提供する
　「緊急地震速報」

2.内蔵地震計が初期微動を
　検出して知らせる「地震情報」

3.巨大地震の発生及び震源域の広がりを
　表示して「リアルタイム」で表示（※1）
その他、ソフトのダウンロードによる
更新機能等大幅にパワーアップ

PC画面で詳細な地震情報を
表示できます！
　構内放送などで音声により注意

を促すと同時に、PC画面へのポッ

プアップにより、視覚的にも地震の

情報をお知らせします。緊急地震速

報だけではなく、巨大地震の発生、

及び震源域が拡大する様子をリア

ルタイムで表示します。（※1）

管理画面から簡単に
防災訓練が行えます！
　地震情報を確認した際には、あわ

てずに身を守るなど適切な行動を

とれるように、日頃から訓練するこ

とが重要です。本システムでは端末

及びPC画面から地震発生を想定し

た避難訓練を、簡単に行うことがで

きます。

全国の学校や自治体、
大手企業等の導入が活発化！
　文部科学省は昨年12月に、

2012年度中に全国の学校約

1000校に、モデル校として緊急地

震速報受信機を整備すると発表。ま

た、東京都立の高校や特別支援学

校は、2008年度中に全校で整備済

みであり、今後、学校や自治体、病院

などでの整備が急速に進むことが

予想されています。

設置にともなう費用構成
　主な費用内訳は、「受信端末代」を

はじめ、「工事費」「配信料」「保守料金

（オプション）」等となっています。ま

た、姉妹機「EQG-G01」もご用意し

ています。詳細につきましては、お近

くのヤマダ電機法人カウンターま

で、お気軽にお問い合わせください。

●色：シルバー、またはブラック●演算方式：端末演算方式
●報知方式：LAN上のPC画面にポップアップ表示、及び音
声報知●音声出力：ライン出力、ヘッドフォン出力、音量調整
機能●ライン出力：RCA 600Ω/0dB不平衡●LANインター
フェイス：RJ-45 100Base-TX●通信方法：IPv4　ソケット
通信●電源：AC100V　50/60Hz●消費電力：2W（最大）
●外形寸法：W188.7×H160×D50.5mm●環境条件：温
度-10℃～+50℃　結露なきこと●設置条件：屋内専用、平
置き・壁掛け、固定

EQガード 「EQG-Ⅱ」
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