
APC ES シリーズ

Certainty in a Connected World

停電が長引いても、重要な電子機器に電力と保護を提供し、インターネット
への接続を維持します。

新しく改良を施されたAPC ES シリーズは、従来モデルよりも多くのランタイ
ムとバッテリーバックアップコンセントを備え、お客様のデータと電子機器を
守ります。

http://catalog.clubapc.jp/
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APC ES シリーズ 特長
APC ES シリーズは、電源保護のもっとも重要な側面に着目した、 

ご家庭やスモールビジネスに最適な無停電電源装置(UPS)です。

※USB急速充電ポートは、BE550M1-JPとBE750M2-JPに対応しています。
　急速充電機能をご利用いただく前に、接続する機器およびケーブルの仕様をご確認ください。

より長いランタイム：

重要な電子機器に対し従来モデルよりも長時間電力を供給し
ます。
パソコンや電力使用量の多い機器を安全にシャットダウンし
た後に、無線ネットワーク機器に対し、約6時間電力の供給
が可能です。

より多くのバッテリーバックアップコンセント：

従来モデルよりもバッテリーバックアップコンセントが増え、停電中
でもより多くの電子機器に電力を供給します。

USB 急速充電ポート (※) ：

急速充電が可能なUSBポートを備えています。停電中であって
もモバイル端末 (スマートフォン、タブレット、ゲーム機器など )

への充電や電力供給が可能です。

小型で軽量：

従来モデルよりもコンパクトに設計されているため、どんなと
ころにも簡単に設置できます。 

重要な電子機器をAPC ESにつないでおけば、電源の問題で
煩わされることはありません。

• メールチェック
• 映画やテレビのストリーミング
• 電話やビデオ会議
• ゲーム機器
• ホームオートメーションやセキュリティシステム

一度により多くの充電と電力供給：

バッテリーバックアップとサージ保護コンセントに加え、USB

急速充電ポート (※ )を備えており、あらゆる機器の非常用電
源としてご使用いただけます。

広間隔に設置されたコンセント：

ACアダプターを使用する場合の他のプラグとの干渉を改善
し、より多くの機器への接続が可能です。 

信頼性が高く安心のサージ保護：

雷サージやスパイクから大切な電子機器を守ります。 

クイックミュート：

ボタンをワンプッシュするだけで、アラームを消音にすること
ができます。

壁面への取り付け：

壁掛け用のキーホールソケットにより、ネットワーククロー
ゼット、デスクの後ろ、地下室などへの設置が可能です。

長寿命バッテリー：

従来モデルから期待寿命 (25℃時 )を改善しました。
BE425M-JP ： 2.5年 から 3～ 5年 へ
BE550M1-JP / BE750M2-JP ： 4年 から 4～ 5年 へ

無償保証期間3年間：

業界で最も信頼されている電源保護メーカーです。
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製品名 APC ES 425VA Battery
Backup and Surge Protector 100V

APC ES 550 9 Outlet
550VA 1 USB 100V

APC ES 750 9 Outlet
750VA 2 USB 100V

製品型番 BE425M-JP BE550M1-JP BE750M2-JP

入力 

運転方式 常時商用
定格入力電圧 AC100V 単相2線アース付き
入力電圧許容範囲 (初期設定 ) 87V ～ 114V 90V ～ 110V

定格入力周波数 (自動検出 ) 50/60Hz

入力プラグの形状 NEMA 5-15 ライトアングルプラグ
入力ケーブル長 1.52m

消費電力 (通常時 / 充電時 ) 4W / 13W 7W / 26W 9W / 26W

定格入力電流 6A 12A

サーキットブレーカー リセット可能な 
サーキットブレーカー (7A)

リセット可能な 
サーキットブレーカー (15A)

出力 

コンセント数 ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ＋ｻｰｼﾞ保護×4個
ｻｰｼﾞ保護のみ×2個

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ＋ｻｰｼﾞ保護×6個
ｻｰｼﾞ保護のみ×3個

ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ＋ｻｰｼﾞ保護×6個
ｻｰｼﾞ保護のみ×3個

サージ・ノイズフィルター あり
出力電力容量 425VA / 255W 550VA / 330W 750VA / 450W

定格出力電圧 (バッテリー運転時 ) 100V +/-8%

定格出力周波数 (バッテリー運転時 ) 50/60Hz +/-1Hz　(自動検出 )

切り替え時間 通常 4ms / 最大 10ms 通常 6ms / 最大 10ms

出力波形 (バッテリー出力時 ) 矩形波 (※1)

USB 急速充電ポート 

USB 充電出力 - 10.5W / 5V / 2.1A 12W / 5V / 2.4A

USB 充電タイプ - 1-USB A-Type 2-USB A-Type

USB 規格 - USB BC 1.2

ランタイム 

インターネットモデム+ルーター (10 ワット ) 2.3時間 5.1時間 5.9時間
エントリーレベルパソコン (40 ワット ) 48分間 89分間 90分間
ノートパソコン+ネットワーク機器 (80 ワット ) 20分間 40分間 41分間
ミッドレンジパソコン+20インチ
LCDモニター+ノートパソコン+
ネットワーク機器

(180 ワット ) 6分間 12分間 14.8分間

バッテリー
バッテリータイプ 小型シール鉛蓄電池 (長寿命タイプ )

90%までの充電時間 (負荷50%時 ) 8時間 10時間 8時間
期待寿命 (5～ 25℃ ) 3 ～ 5年 4 ～ 5年
交換用バッテリーキット型番 - (※2) APCRBC122J RBC17J

寸法・質量
寸法 (高さ×幅×奥行 ) 14.02cm × 25.35cm × 10.5cm 13.9cm × 32.7cm × 10.5cm 

正味質量 2.95kg 4.3kg 4.6kg

環境
動作温度 0℃ ～ 40℃
保管温度 -20℃ ～ 50℃ -15℃ ～ 45℃
動作時相対湿度 0 ～ 95% (結露なきこと )

動作時の高度 0 ～ 3,000 m

その他
UPS電源管理ソフトウェア - (※2) PowerChute Personal Edition V3.0.2 (※3)

インターフェイスポート - USB

無償保証期間 3年間

付属品 ユーザーズマニュアル、 
入力プラグ変換アダプター ユーザーズマニュアル、USB通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター

規格 IEC62040-1、-2 電気用品安全法 J60950-1、J55022、J30001

※1 PFC(力率改善回路 )電源を使用した機器と本製品を接続すると、本製品または接続機器が故障することがあります。
※2 バッテリー交換ができない構造になっています。バッテリーが寿命となった場合はUPS本体ごと弊社リサイクルセンターにお送りください。(送料元払い )

    Trade-UPSプログラムをご利用いただく場合は送料無料となります。詳細はこちら：http://www.apc.co.jp/tradeups/
    パソコンのシャットダウン機能はございません。
※3  UPS本体には同梱されていません。弊社Webサイト「http://www.apc.co.jp/download/」にアクセスし、ソフトウェア製品メニューからPowerChute Personal Editionをダウンロードし
てください。

※ USB急速充電ポートをご利用いただく前に、接続する機器およびケーブルの仕様をご確認ください。
※ ランタイムの数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。

APC ES シリーズ 仕様
Extended runtime for high and low power devices
• 無線ルーター
• ブロードバンドモデム
• モバイル端末
• デスクトップパソコン

• モニター
• インターネット電話 (VOIP)

• 無線ホームセキュリティカメラ
• テレビ

• セキュリティシステム
• POS端末
• ゲーム機器
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・UPSの海外使用について
　 本カタログ記載の製品は日本国内専用の仕様で製作されております。 
海外ではご使用できません。
　 電源事情等が異なる海外でのご使用は重大な損害の原因になることが
ありますので保証いたしかねます。ご了承ください。
・価格は為替の変動等により予告なしに変更する場合があります。
・予告なしに一部意匠および仕様を変更する場合があります。
・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

http://catalog.clubapc.jp/ http://www.apc.co.jp/tradeups/

カタログダウンロードサイト Trade-UPS プログラムのご案内
カタログ、データブックはシュナイダーエレクトリック製品カタ

ログダウンロードサイトから入手できます。

APC 製UPS をご購入いただいた場合、いままで使用されていた古い

UPS を引取らせていただくプログラムになります。

（引取りUPS のブランドは問いません）


