
LEDなどの照明器具
約10時間

（25Wの場合）

ラジオ
約25時間

（10Wの場合）

携帯電話/スマートフォン
約50時間分充電可能
（5Wの場合）

液晶テレビ（40V型以下）
約1～2.5時間

（100～200Wの場合）
プラズマテレビ 約0.5～1.5時間
（150～300Wの場合）

ホームエネルギーサーバー
CP-S300シリーズ（屋内用）

電 気 を た め て
便 利 に 使 え る

くり返し
充電可能

2011.10
カタログ記載内容2011年9月現在

My Sony Club 便利に、おトクに。ソニーの会員プログラム
msc.sony.jp/

この商品の売り上げの一部は、“そらべあ基金”を
通じソーラー発電施設の設置によるグリーン
電力創出と環境保全活動に役立てられています。

そらべあ基金　http://www.solarbear.jp/

q設置や移動も困らない、コンパクトでスタイリッシュなデザイン

w簡単操作。前面に使い方を表示

e幅広い家電機器に対応（電池容量300Wh）

r高い安全性を実現したソニー製オリビン型リン酸鉄リチウム
　イオン二次電池を使用

tくり返し長期間＊の使用が可能
＊弊社加速試験の結果、内蔵する電池について10年以上の期待寿命と算出
（室温23℃で1日1回の充電・放電の場合）

ホームエネルギーサーバー 

CP-S300E/S300W
オープン価格

ソニーのホームエネルギーサーバーはこんなに使える！

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

型名 CP-S300E CP-S300W

50Hz出力 60Hz出力

DC19.5V  3.9A

AC100V  300W  50Hz
正弦波

ACコンセント2口

AC100V 300W  60Hz
正弦波

ACコンセント2口

0℃～40℃
残量表示（4LED）、充電中（1LED）、出力中（1LED）

約 6時間
過充電防止機能、保護タイマー、異常温度・異常出力検知機能

min.290Wh  typ.300Wh

幅210×高さ 350×奥行270mm
／約12kg（付属品を含まず）

容量
入力
出力

表示
動作温度

主な仕様

充電時間
安全機能 
寸法／質量

付属品 ACアダプター
（入力：AC100-240V 50Hz/60Hz　出力：DC19.5V 3.9A）

照明器具やテレビから、ラジオ、

携帯電話の充電まで。  

さまざまなシーンで電気が使える

ホームエネルギーサーバー

停電しても、ウチ
はすぐに明かりが
ついたの。

ホームエネルギーサーバー

  CP-S300E/S300W

●本カタログ掲載の価格には、配送・設置調整・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれていません
＊ご使用可能時間はACコンセント1口のみ使用の場合、記載した電力供給時間は、各機器の想定消費電力に基づく算出値です

 ご 使 用 に な れ る主な電 気 製 品と使 用 可 能 時 間＊

カタログ上の注意 ●商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあり
ますので、あらかじめご了承ください ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる
場合があります ●掲載商品のなかには地域により、品薄・品切れになる場合があります。
販売店にお確かめのうえお選びください   商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」
の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、このホームエネルギーサーバー
の補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています ●掲載商品は屋内専用です。
屋外ではご使用になれません ●掲載商品には周波数50ヘルツ地域専用と周波数60
ヘルツ地域専用があります。お住まいの地域の周波数をご確認のうえ、ご購入ください 
●掲載商品は海外ではご使用になれません。AC100Vでご使用ください　●掲載商品を
初めてご使用になるときは、充電してからご使用ください

愛情点検

安全に関する注意
商品を安全に使うため、
使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●本製品を水などで濡らさないでください。濡れた場合はご使用しないでください ●ショート・
分解・改造をしないでください ●付属のACアダプター以外で充電しないでください ●火の中
に投入したり、加熱しないでください ●火のそばや炎天下、ストーブの近く、高湿になった
車の中などで使用しないでください ●水に入れたり、濡らしたり、水に濡れた手で使用しないで
ください ●人命に直接かかわる医療機器・システムなどには使用しないでください ●屋外で
使用しないでください ●不安定な場所に置かないでください ●海外で使用しないでください 
●上にものを載せたり、座ったり、横に寝かせたり、落下させたりしないでください

このような症状は
ありませんか

●煙が出た
●変なにおいがした
●内部に水などが入った
●内部に異物が入った
●本機を落としたり、 破損したとき

使用を中止 コンセントおよび、お使いの機器から電源プラグ
を抜いて、必ず販売店にご相談ください

d

非常時の
予備電源に

計画停電時の
予備電源に

昼間の
電力ピーク時
の節電に



非常時や計画停電時の予備電源として、また昼間の電力ピーク時の節電対策として。さまざまな場面で、
ご家庭の電力供給をサポートする、ホームエネルギーサーバーCP-S300シリーズ。
コンパクトサイズで扱いやすく操作も簡単なので、停電 時に速やかにご家庭の各種電気製品の使用を可能にします。

［ご使用になれない機器］
●薄型テレビ（41V型以上）、冷蔵庫、デスクトップPC、ブラウン管テレビ、空気清浄器、洗濯機、コタツ、炊飯器、電子レンジ、電磁調理器、掃除機、ドライヤー、アイロン、エアコン、電気ポット、ホットプレート、電気ストーブなど消費電力が300Wを超える機器
●人命に直接かかわる医療機器システム、人身の損傷に至る可能性のあるシステム、社会的・公共的に重要なシステム、またこれらに準じる装置・システム

ラジオ
約25時間
（10Wの場合）

LEDなどの照明器具
約10時間
（25Wの場合）

携帯電話/スマートフォン
約50時間分充電可能

（5Wの場合）

ノートPC
約1.5～5時間

（50～150Wの場合）

BD/DVDレコーダー
約5時間

（50Wの場合）

固定電話（親機）
約50時間
（5Wの場合）

扇風機
約5時間

（50Wの場合）

液晶テレビ（40V型以下）
約1～2.5時間

（100～200Wの場合）
プラズマテレビ 約0.5～1.5時間（150～300Wの場合）

●使い方

＊1：本体に充電しながら、機器への電力供給はできません。また、電力供給をしながら、本体へ
の充電はできません  ＊2：充電/出力OFF状態、室温23℃の場合  ＊3：2つの機器を同時に
使用すると、電力供給時間が短くなります  ●電力供給時間は、バッテリー残量や保存状況、
お使いの機器により異なります  ●2口のACコンセントを同時に使用した場合は、電力供給
時間は左記の各時間よりも短くなります（例：同じ機器を2つ使用した場合は約半分になります）  
●バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリー
の容量は少しずつ低下します  ●お使いの機器により、ご使用になれない場合があります

本機に接続したACアダプターをコンセントに差せば、充電開始＊1

使いたい機器を本機につなぎ、出力ボタンを押せば電力供給

残量確認ボタンを押すと、表示ランプが電池残量を表示

同時に2つの機器が使用可能＊3

充電時間は約6時間

充電時期を
ランプが
お知らせ

●ご使用になれるエリア
詳細は各電力会社へ
お問い合わせください

電池残量確認ボタンを押すと残量表示ランプ（緑色）
が点灯し、電池残量を確認できます。

q使いたい機器を、本機のAC出力部
に接続します。w出力ON/OFFボタン
を押し、ボタンをON（緑色に光ります）
にすると、本機からお使いの機器に
電力の供給を開始します。

ご自宅のコンセントから簡単にホームエネ
ルギーサーバーに充電できます。q付属
のACアダプターを接続し、wコンセント
へ差し込み、e本機と接続すると、本機
へ充電を開始します。約6時間で満充電
になります（周囲の温度が10℃～30℃で
充電した場合の目安の時間です）。満充電
から1年後、約90%＊2の容量を維持。

電池残量確認
ボタン

残量表示ランプ（緑色）

60Hz
CP-S300W
本製品は周波数60Hz地域
専用です

50Hz
CP-S300E
本製品は周波数50Hz地域
専用です

●ご使用になれる主な電気製品と使用可能時間　※ご使用可能時間はACコンセント1口のみ使用の場合、記載した電力供給時間は、各機器の想定消費電力 に基づく算出値です

停電中でも、見たい
番 組を録 画して
おけるから、あとで
ゆっくり楽しめるよ。

暑い日の午後、外で
遊んで帰ったら、ママ
が「扇風機使っても
大丈夫よ」だって。

非常時に停電して
も、ラジオやテレビ
の情報が聞ける
から助かるわ。

非常時の
予備電源に

計画停電時の
予備電源に

昼間の
電力ピーク時
の節電に

停電前に充電しておき、

停電中、テレビ、照明器具、

BD/DVDレコーダーなど

に電力供給。

事前に充電しておき、電力

ピーク時にはホームエネ

ルギーサーバーからテレビ、

BD / D V Dレコーダー、

扇風機などに電力供給。

予 備 電 源 とし て、L E D

ライト、ラジオ、テレビ、

ノートパ ソコンなどに電力

供給。また、携帯電話など

の充電に。

家庭用コンセントにつなぐだけ

電気製品をつなぎ、ワンタッチで電力供給

バッテリー残量もひと目でチェック

充電

電力供給

バッテリー残量確認


