
APC RS シリーズ

Certainty in a Connected World

長時間の停電時においても、お客様の大切な電子機器を守り、ネットワーク
への接続を維持します。APC RS シリーズは、正弦波のバッテリー出力、十
分なコンセント数とランタイムを備え、ビジネスシーンではお客様の生産性を
維持し、プライベートではインターネットを介したエンターテインメントをより
長く楽しむことを可能にします。

http://catalog.clubapc.jp/
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APC RS シリーズ 特長

※BR400S-JP / BR550S-JP は6個、BR1000S-JP / BR1200S-JP は8個

新しいAPC RSシリーズは、仕事上で使用されている電子機器
やご家庭でのゲーム機器やマルチメディアエンターテインメン
ト機器を保護するための重要な機能を提供できるように設計
されています。

正弦波出力 : 

ビジネスにおいて、重要な電子機器やハイエンド家電に電力を供
給します。正弦波のバッテリーバックアップ出力により、APC  RS 

シリーズは、PFC電源を採用した機器に対応し、長時間の停電時
においても、動画や映画などをお楽しみいただけます。

1Gbネットワークサージ保護： 

1Gb（ギガビット）ネットワークサージ保護機能により、電子
機器の故障を引き起こすサージから、オフィスや家庭のネット
ワークを守ることができます。

省エネルギー： 

省エネルギー・低コストで大切な電子機器を保護します。

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。

ACアダプターに対応した広間隔コンセント：

2つの広間隔コンセント（バッテリーバックアップ側に1つ、
サージ保護のみ側に１つ）で、他のコンセントに干渉するこ
となく、ACアダプターを使用する省電力型電子機器を保護
します。

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。

一目でわかるUPSのステータス：

オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、消費電力、
バッテリー交換など、LCD画面でUPSの状態が確認できます。

長寿命バッテリー：

従来モデルから期待寿命 (25℃時 )を4年から4～ 5年に改善
しました。

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製品です。 

長時間の使用に耐える、正弦波出力の電源バックアッ
プ、パソコンを安全にシャットダウンするソフトウェア、
サージやスパイクからの保護機能で、お客様の大切な電
子機器とデータを守ります。  

6個または8個の
コンセント※

LCD画面で
状態表示

1Gbまで対応する
ネットワークの保護

電源管理ソフトウェア
標準添付

正弦波出力 自動電圧調整機能
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製品名 APC RS 400VA Sinewave 
Battery Backup 100V

APC RS 550VA Sinewave 
Battery Backup 100V

APC RS 1000VA Sinewave 
Battery Backup 100V

APC RS 1200VA Sinewave 
Battery Backup 100V

製品型番 BR400S-JP BR550S-JP BR1000S-JP BR1200S-JP

入力
運転方式 ラインインタラクティブ方式
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 ) 82 V ～ 123 V

定格入力周波数 (自動検出 ) 50/60 Hz

入力プラグの形状 NEMA 5-15P

入力ケーブル長 1.8m

消費電力 (通常時 /充電時 ) 5W / 15W 15W / 39W

定格入力電流 8A 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 (10A) 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 バッテリーバックアップ＋サージ保護×3個
サージ保護のみ×3個

バッテリーバックアップ＋サージ保護×4個
サージ保護のみ×4個

サージ・ノイズフィルター あり
出力電力容量 400VA / 240W 550VA / 330W 1000VA / 600W 1200VA / 720W

定格出力電圧 (バッテリー運転時 ) 100 V +/-8%

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

切り替え時間 通常 6 ms / 最大 10 ms

出力波形 (バッテリー出力時 ) 正弦波
ランタイム
インターネットモデム＋ルーター (10 ワット) 2.7 時間 6.3 時間 6.7 時間
ミニパソコン (Mac® mini等 )＋20イン
チLCDモニター＋ネットワーク機器 (40 ワット) 62 分間 139 分間 160 分間

ノートパソコン＋ネットワーク機器 (80 ワット) 30.8 分間 69 分間 82 分間
デスクトップパソコン＋20インチLCD
モニター＋ネットワーク機器 (140 ワット) 15 分間 36 分間 44 分間

デスクトップパソコン＋20インチLCD
モニター＋ネットワーク機器＋NAS

(180 ワット) 10 分間 26 分間 32 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 ) 12 時間 8時間 10時間
期待寿命 (5～ 25℃ ) 4 ～ 5 年
交換用バッテリーキット型番 APCRBC122J APCRBC123J APCRBC124J

回線保護
ネットワーク回線保護 10 / 100 / 1000 Base-T

寸法・質量
寸法 (高さ×幅×奥行 ) 19 cm × 9.1 cm × 31 cm 25 cm × 10 cm × 38.2 cm 

正味質量 6.8 kg 7.0 kg 11.3 kg 11.7 kg

環境
動作温度 0℃ ～ 40℃
保管温度 -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 PowerChute Personal Edition v3.0.2 (対応OS：Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Home Server)

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、ソフトウェアCD、USB通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター
規格 VCCI ClassB、UL1778

※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 RS シリーズ 仕様
Compatibility with a PFC power supply units

• 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
• LCDモニター
• NAS、家庭用ストレージ

• インターネット電話 (VOIP)

• Wi-Fi 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）


