1500W ACインバーター

1500W AC Inverter

バッテリーの直流電圧（ＤＣ）を家庭用交流電圧（ＡＣ）に変えるＡＣインバーターがあれば、車内で様々な家電製品が使えます。※
幅広いカーライフをサポートするとともに、災害時の非常用電源としても活用いただけます。
The AC Inverter converts DC voltage from the battery to AC voltage for household use, and enables various household appliances to be used inside vehicle, thereby allowing passengers to enjoy a wide
range of on-board activities.* In addition, the AC inverter can be used as an emergency power supply in a time of disaster.
※家電製品の仕様によっては正常に起動しない場合があります。
*Depending on the speciﬁcation of household appliances, they may not operate normally.

大 容 量 ACインバーター
High power AC inverter

ハイブリッド車の大容量バッテリーを利用して、1500Wの最大出力を可能に
します。車室内で電子レンジ ※ など、消費電力の大きな家電製品が使用可能で、
災害時の非常用電源としても役立ちます。
※家電製品の仕様によっては正常に起動しない場合があります。

Enables a maximum output of 1500W by drawing on the hybrid vehicle s large-capacity
battery.Even household appliances with relatively large power consumption, such as
microwave ovens*, can be used inside the cabin, enabling the vehicle to be used as an
emergency power supply in a time of disaster.
*Depending on the speciﬁcation of household appliances, they may not operate normally.

■仕 様 Speciﬁcations
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前モデル

Previous model

災害時の非常用電源としても
注目される大容量ACインバーター
High power AC inverter attracting
attention as an emergency power supply
in a time of disaster

トヨタ 新型プリウス

TOYOTA NEW PRIUS

新モデル

New model

ACインバーター

累計
1500万台突破

AC Inverter

Reached
15 Million-units
Mark

地 域・用 途に合 わ せたラインアップ
Product line-up suitable for every region and application

当社のＡＣインバーターには100W〜1500Wのラインアップがあり、様々な車種に搭載され、世界中で活躍しています。
Our AC inverters oﬀer a wide range of output from 100W to 1500W. They have been installed in a wide variety of vehicle models and are much utilized by people all over the world.

出力電圧
Output Voltage
出力電力
Output Power

日本

北米

Japan
100V

欧州・中国 他

North America
120V

Europe/China and Other Regions
220V

1500W

400W

100W〜150W

1500W

大 High

（100W）

（100W）

小型電気炊飯器

電気ポット

100W

消費電力

Handheld vacuum

Compact refrigerators

電気ドリル

Cordless drill

Power
consumption

ノートパソコン

ビデオカメラ

Laptop computer

0W

Power Consumption of Home Appliances

小型掃除機

小型冷蔵庫

（150W）

家電製品の消費電力

Compact electric rice cooker

Electric kettle

（100W）

（150W）

小 Low

空気清浄機

Digital video camera

スマートフォン
Smart phone

Air puriﬁer

DVDプレイヤー
デジタルカメラ

Digital still camera

DVD player

電気シェーバー
Electric shaver

