保守に関する注意事項
本装置の保守に関する注意事項を表記します。

警告
・本装置の分解、修理、改造等はしないでください。分解、修理、改造等すると正常に動作しなくなる
ばかりではなく、感電、火災の原因となることがあります。

・本装置の機器の内部に接触することは控えてください。感電することがあります。
・濡れた手で電気回路部分に触れないでください。感電や故障の原因となります。
・本装置の保守、点検、修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

マ

お問い合わせ先
株式会社N･E･I･S
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非常用電源装置 MAGRIN
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お問合せ

株式会社ネイス

0120 -232-944

※本書は本装置の仕様変更により、予告なく変更される場合がございます。

株式会社ネイス
2020.05
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各部名称

はじめに
・本書は非常用電源装置 MAGRIN を対象としています。
・本書の内容は一部または全部を無断転載することは禁止します。
・本書の内容に関しては予告なしに変更することがあります。
・本書は内容について万全を期して作成いたしましが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れ等、
お気づきの点が

外観
6

4

3

ございましたら、弊社までご連絡ください。
・本装置の本取扱説明書と異なる運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましてはいかなる責任も

1

負いかねますので、予めご了承ください。

2
5
9

重要 安全に関する表記について

8

危険

指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定
されることを示します。

警告

指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しま
す。

注意

①

ＯＮスィッチ

起動します

②

ＯＦＦスィッチ

停止します

③

Ｖ表示計

Mg空気電池セルユニットの発電量

④

USB ポート

USB２ポート

⑤

インジケーター

バッテリーの残量を表示します。

⑥

ＡＣ100Vコンセント

ＡＣ１００Ｖ出力コンセント
（２口）

⑦

取手

移動の際の持手(側面左右に各2カ所)

⑧

空気孔

Mg空気電池セルへ空気を取り入れる空気孔

⑨

リン酸鉄リチウム充電コネクタ

リン酸鉄リチウム電池に商用電源から充電す
るためのコネクタ（内部実装）

内観
正面

指示を守らないと、人が死亡または重傷を負う可能性または物的被害が想定され
ることを示します。

背面

⑯

12

⑫

⑭

10

⑩
⑪

14

重要 安全上の注意事項

16

注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事項の内容
誤った取り扱いによって、発煙や発火の可
能性があることを示します。

安全の為に、火気の使用を禁止することを
示します。

誤った取り扱いによって、感電する可能性
が想定されることを示します。

安全の為に、その行為を強制することを示
します。

安全の為に、その行為を禁止することを示
します。

安全の為に、電源ケーブルの入力プラグを
必ず抜くように指示しているものです。

安全の為に、本製品を分解することを禁止
することを示します。

安全の為に、接地 ( アース ) 線を必ず接続
するよう指示するものです。
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⑬

⑰

18

15

⑮

17

⑱

11
13

⑩

Ｍｇ空気電池

Ｍｇ空気電池ユニット

⑪

排水トレー

Ｍｇ空気電池セルユニットの塩水を集めるトレー

⑫

オーバーフロータンク

各Ｍｇ空気電池セル内の水量を一定にするためのセンサー

⑬

排水バルブ

Ｍｇ空気電池セル内の電解水を排出すための弁

⑭

インバーター

ＤＣ➡ＡＣ変換機

⑮

給水ポンプ

Ｍｇ空気電池セル内に給水するためのポンプ

⑯

操作基盤

システムを制御する基盤

⑰

リン酸鉄リチウムユニット

１ｋｗｈのリン酸鉄リチウム電池ユニット

⑱

給水タンク

7０Lの電解水を入れておくタンク
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オプションパーツ

ご使用前の準備 (セッティング)

名称

使用後電解水回収キット
1.

1 セット

① 70ℓの水に7㎏の塩を入れ完全に溶かし電解液を作ります。

MAGRIN 使用後の給水タンクに溜まった電解水（水酸化マグネシ

ウム溶液）
の回収キットです。

名称

交換用セル
2.

数量

数量

16個

70ℓの水

7kgの塩

MAGRIN 専用Ｍｇ空気電池セルです。 使用済みのセルと交換可能
です。

詳しくは販売店までお問い合わせください。

② 正面パネル下又は背面パネルを取り外します。
名称

リン酸鉄リチウム充電器
3.

1個

リン酸鉄リチウム電池に商用電源から充電するための充電器です。

名称

キャスター
4.

数量

数量

4個

移動式をご希望の場合はキャスター取付が可能です。

③ 準備①で作った電解液をMAGRINの給水タンクに入れます。
※この作業は初回設置時のみ保守要員が行います。
名称

U P S 用インバータ
5.

数量

1台

瞬断もなくスムーズにバッテリー供給電源に切り替わります。

※ゴム栓を開封して、
給水してください。
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電解水

非常用電源装置MAGRINの使用方法

マグネシウム電池セルの交換
マグネシウム電池セル[参考図]

一連の操作方法
本製品はマグネシウムと電解液（塩水）の化学反応にて
発電する仕組みの為、使用を続けると電池セルは劣化し
ますので、交換が必要となります。

Switch-off

Switch-on

※この作業はメンテナンス時に保守要員が行います。
※Ｍｇ空気電池セルは別売です。

ＯＮスイッチを5 秒ほど
長押し起動

リン酸リチウム電池の
インジケータが点灯する

電力供給可能

ＯＦＦスイッチを
押し停止

重要 安全上の注意事項
本製品を取り扱う上での、安全上の注意事項を表記いたします。

注意
・本製品の最大出力は７００Ｗです。
コンセントに接続する機器は合計１２０Ｗ以下で使用してください。
７００Ｗ以上の電力を使用した場合、自動的に再起動します、 その間にご使用の電力を定格以下に
落としてください。
・再度ご使用する場合は、販売店までお問い合わせ頂き、
Ｍｇ空気電池セルカートリッジ（有償）を交
換した後、再度使用可能となります。
・室内にて本装置を設置し、連続してご使用する際は換気をしてご使用ください。
＊１２０W 以下で使用した場合７２時間以上使用可能となります。

警告
本装置を安全に正しく使用していただくために、本書で説明注意事項を必ずお読みください。注意事
項を無視して取り扱うと、装置が故障するばかりでなく、死亡・ケガ・やけど感電等の人体事故、火
災・周囲の危機の損傷を引き起こす原因となることがあります。

警告
本書を必ずお読みになり、誤った使用をしないようにしてください。
また、
「危ない」
と感じた時は本装 置
の電源を切ってから電源ケーブルの入力プラグをコンセントから抜いてください。

注意
・排水した電解液（水酸化マグネシウム溶液）は容器のキャップを閉めて、産業廃棄物処理として廃棄
してください。有料でメンテナンス会社にて引き取りも行います。

本装置に関する注意事項
警告

メンテナンス
・給水タンク内の電解液（塩水）
は自然蒸発します。
定期的（半年～１年毎）
に水量をチェックし、減っている場合は水道水を加水して規定水量を保ちます。
・リン酸鉄リチウム電池は自然放電します。
定期的（半年～１年毎）
に電圧をチェックし、充電をします。
・使用後は電圧・セルの汚れ等の確認をし、次回使用する際に問題が起きない作業を行います。
※この作業はメンテナンス時に保守要員が行います。
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マグネシウム空気電池は災害時用電源装置として開発されたものです。
したがって以下のような用途
には使用しないでください。
・きわめて高度な信頼性を要求される原子力 / 航空宇宙機器等の制御
・交通機関（電車・自動車等）
の制御や管制
・医療機器等の電源が切れると生命や財産に損害を受けるおそれのある機器

危険
・引火性のあるガスや発火性のある物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合に
これらの物質に引火し、爆発する危険性があります。
・本装置を火の中に入れないでください。爆発したり、破裂したりする危険性があります。
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注意

使用目的と制限事項
１．電波障害について
本装置は、電子機器ですので、
ラジオやテレビ受信機に近づけて使用すると受信障害を引き起こすことがあります。
ラジオやテレビ受信機は本装置からなるべく離してご使用ください。

２．輸出 / 海外での使用について
本装置は、
日本国内仕様です。
したがって製品を輸出した場合、弊社では一切の責任を負いかねます。

・本装置の上には乗らないでください。倒れたり、落ちたり、壊れたりしてケガをすることがあります。
・本装置を不安定な場所に設置しないでください。本装置が倒れ、
ケガをすることがあります。
※設置場所は１０°未満の傾斜としてください。
・常時振動する場合や、衝撃の発生する場所には設置しないでください。故障の原因となります。

配線に関する注意事項

また弊社は本装置に対する海外での保守サービス及び技術サービス等は行っておりません。

運搬、設置、配線における注意事項
運搬に関する注意事項

注意
・持ち運びの際は本取扱説明書に従って適切な人数（3 ～ 4人）
にて運んでください。
・MAGRIN を持ち上げるときはしっかり持って運んでください。無理に持ち上げると腰等を痛めたり、
落としてケガをすることがあります。

設置に関する注意事項

警告
・発火または関電の危険性をなくすために、本装置は温度、湿度管理された（0～40度 2 0 ～ 8 5 ％）、
清潔で誘電性の汚染物のない屋内に設置してください。水の近く又は極度に湿度が高いところは使用
しないでください。
・本装置内部に異物を入れないでください。貴金属類や燃えやすいもの等の遺物が入ると内部の部品
がショートして感電や火災の原因となります。万一、異物が入った場合は、ご使用の機器をコンセン
トより取り外し、電解液を排出し弊社までご連絡ください。
・本装置内部に指定されたもの以外は入れないでください。感電や火災の原因となります。万一、異物
が入った場合は、
ご使用の機器をコンセントより取り外し、電解液を排出し弊社までご連絡ください。
・本装置をほこりの多い所に設置しないでください。
ほこりがたまり、内部の部品がショートして感電
や火災の原因となります。
・腐食性のガスの発生する場所では使用しないでください。
・本装置の吸気口及び排気口をふさがないでください。本装置は空気電池の為、発電力が低下します。
また本装置内の温度が異常に高くなると、誤動作・故障の原因となるばかりか、火災の原因になり
ます。
・本装置を熱器具の熱が当たるような場所に設置しないでください。熱により火災の原因となります。
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注意
・ＡＣ１００Ｖ
（５０/６０Ｈｚ）の電源電圧用の機器にてご使用ください。規定以外のＡＣ電源にて使
用すると故障し、火災、感電等の原因となります。
・本製品を設置する前に、電源ケーブル類は曲げて束ねたり、物を載せたり、はさみ込んだりしない
でください。
ケーブルが破損し、感電や火災の原因となります。
・ケーブル類の接続が不完全のまま使用しないでください。
ショートや発熱により感電や火災の原
因になります。
・コンセント、
ケーブル等は水等で濡らさないでください。
感電や火災の原因になりたい。
・電源ケーブルの抜差しは、入力プラグ部分を持って行ってください。電源ケーブルの破損により感
電や火災の原因となります。
・電源ケーブルを足で引っかかるような場所には配線しないでください。
つまづいてケガをすること
があります。
・マグネシウム空気電池に電源ケーブルを接続するコンセントの接地線を他の機器の接地線（特に
大電力を消費する機器等）
と共有しないでください。誤動作や故障の原因となります。

使用上の注意事項
本装置を安全に使用するための注意事項を表記します。

危険
・Ｍｇ空気電池を停止する前に、接続機器を停止させること（停止方法は接続機器の取扱説明書
参照）。接続機器を停止させずにＭｇ空気電池を停止させると、処理中のデータを破壊する原因
となります。
・本装置の使用中に異音発生や異常が生じた時は、直ちに本装置の使用を停止し、販売店または
弊社までご連絡ください。

・絶縁耐圧試験、絶縁抵抗試験を行わないでください。発煙、火災、故障の原因となります。
・強い衝撃を与えないでください。本製品が破損したり、故障の原因となることがあります。
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