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================================= プ ロ グ ラ ム ============================= 

■講義： ①電気の基本のおさらい  ②PV（太陽電池）モジュールを理解しよう！ 

          ③蓄電池の話   ④パワコン ≒ コントローラ＋インバータ  ⑤電線の選び方 

■実習： ⑥端子の圧着  ⑦発電所の電気接続  ⑧動作確認 

       ※内容は予告なく一部変更することがございますのでご了承ください。 

=============================================================================== 

■資材リスト（ご参考） 

使用機材 参考価格 備考 

単結晶又は多結晶モジュール 50W \10,000 （太陽光発電パネル） 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰ自動車用鉛ﾊﾞｯﾃﾘ- \7,980 約 30Ah クラス（発電した電気を溜める） 

充電コントローラ \1,980 10A クラス以上（電圧制御・直流機器作動用） 

DC/AC インバータ \4,500 280W クラス（矩形波・交流機器用） 

バッテリターミナル \900 エーモン工業 Y134 

PV ケーブル 5m \2,700 4SQ ケーブル、MC4 防水コネクタ付 

コンテナケース \1,280 24L クラス（機器を全て収納する） 

その他資材 \660 束線バンド、テープ他 

合計 \30,000   

持ち帰り用キャリー ￥1,800 40kg 耐重 ご希望の方に準備します。 

※各資材は実物サンプルと異なる同等品の場合もございますので予めご了承ください。 

※初期不良品は交換いたします。1 年以内の不具合は内容により、別途ご相談ください。 

 

■申込 

必要事項を記入し、件名に「Ｍy 発電所ワークショップ」と明記して、FAX または、なるべく E-mail にてお申込みください。   

実習を希望される方は 10 月 23 日（水）までに受付確認返信メールに記載された口座に費用をお振込みください。   

または、ちがさき市民活動サポートセンターまでご持参ください。（材料費が高額のため事前に集金します。） 

見学の場合は、当日お釣りのないようにお支払ください。見学の方の資料はモノクロ印刷となります。 

実習は、家族単位、グループ単位での参加も歓迎します。 

================================【申込必要事項】================================ 

宛先：ちがさき市民活動サポートセンター （締め切り：実習 10 月 20 日／見学 11 月 22 日） 

電話・FAX：０４６７－８８－７５４６  E-mail：s-center@pluto.plala.or.jp 

申込書ﾀｲﾄﾙ 「Ｍy 発電所ワークショップ」 2019 年 11 月 23 日実施 

参加区分 □実習   ，   □見学  （どちらかを選択） 

申込者 
（ふりがな） 

 

住 所 〒 

電 話  

FAX  

E-mail  

家族・グループ 本人 + （    ）名 

＊詳しい内容に関して知りたい場合は、chigasakiren@yahoo.co.jp までお問い合わせください。 


