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太陽追尾型／地上設置型用フレーム モジュール用 
パネル固定＆接地用金具

メリット
)))   信頼性

認定試験所によるテスト済、大手モジュールメーカーが評価(1)。
盗難防止 

)))   迅速 
 パネル固定と接地がワンアクションで可能
設置の所要時間は１モジュールにつき30 秒以内(2)

)))   シンプル 
取付けに工具不要
モジュールに登らずパネルをアレイの下から挿入
トルク調節が不要なため、メンテナンスの必要なし
手で簡単に取付けが可能なため、トレーニングを最低限に抑えることが可能
レールのホール位置を合わせる必要なし

)))   コスト削減 
モジュールの設置コスト全体を削減
メンテナンス費削減：ネジやトルク調整不要
クリップの持つ伸縮性がPV モジュールのホットスポットのリスクを軽減(2)

迅速でシンプルなアセンブリを実現した、工具不要のファスニングソョリューションです。 
再生可能エネルギーの全体的なコストを削減できます。

PowAR Cinch™

統合型太陽電池モジュール
ファスニング & 架台 クリップ�

(1) ご要望があればレポートを提供します
(2) ご要望があれば実地試験に基づいた結果を提供します
(3) 機械的衝撃や日々の熱サイクルによって、セル内に引き起こされるマイクロクラックがホットスポットおよび電力の低下に繋がることがあります

用途 モジュール

太陽追尾装置 地上設置 フレーム付き 縦設置
横設置



PowAR Cinch™: パネル固定＆接地用金具 

太陽電池モジュール設置構成およびレール＋モジュール フレームのリップの全体厚に応じて PowAR CINCH™ を選択します。

太陽光発電システム設置構成

使用範囲

POWAR�CINCH™�の選択方法について�

モジュール構成

レール構成 縦設置 横設置

横方向レール

共有レール 非対応 PowAR Cinch™ 
ロックタイプ

非共有レール PowAR CINCH™ 非対応

縦方向レール

共有レール

固定型向け: 
PowAR CINCH™

太陽追尾装置向け: 
PowAR CINCH™ ロッ
クタイプ

PowAR CINCH™

非共有レール 非対応 PowAR Cinch™ 
ロックタイプ

 共有レール
 非共有レール 縦向き 横向き

2.3 3

3.3 3.8

2.7 3.55

3.3 4.15

3.8 4.65

A = レール + モジュール フレームのリップの厚み
A 最小 (mm) A 最大 (mm)
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PowAR Cinch™: パネル固定＆接地用金具   

PowAR CINCH™

PowAR CINCH™ ロックタイプ

レール仕様の例 



PowAR Cinch™: パネル固定＆接地用金具 

*ARaymond Energies SAS（RCS Grenoble 798 705 604) - ZI Technisud 123 rue Hilaire de Chardonnet - 38100 Grenoble - FRANCE がこのデータ
シートをデザインしました。 
**「ARaymond Network」とは、ARAYMOND™ の使用許諾を受けた会社のネットワークを意味します。このデータシートは、情報提供目的に限定して
提供されたものであり、申入れや合意を形成するものではありません。ARaymond Energies は、当該情報に含まれる情報の正確性、信頼性、新奇性、完
全性、特定目的に対する適合性、商品性を含め、明示・暗示を問わず、如何なる保証や表明も行いません。  詳細については、ARaymond Energies にお
問合せください。 

EE_2018-1007-JP - ©Raygroup Communication.写真提供者：©ARaymond Network、©Ronan Kerloch、©Fotolia。 

www.araymond-energies.com

製品仕様

POWAR CINCH™ ナロー版 (S) POWAR CINCH™ ワイド版 (L)

製
品

の
詳

細

商品番号 240865 243648

材質 鋼材 1.1231- DIN EN 10132:2000 (SAE 1070 鋼材- ASTM AISI)

表面仕上げ* 亜鉛アルミニウム・フレーク被膜

寸法 （MM） 27 x 19.5 x 20

重量（グラム） 13

性
能

機械�
抵抗 負荷 +5400/-2400 Pa、IEC 61215-10.16:2005 準拠 

耐腐食性 EN 60068-2-11:1999 に基づいた720時間の塩水噴霧後に赤錆発生なし

架台�
耐久性 EN 60068-2-11:1999 に基づいた240時間の塩水噴霧後に IEC 604391:2014 8.2.4.1 に準拠

環
境

PV モジュール��
仕様 16 mm の最低リップ長 B のモジュール (ページ 2)

レール 仕様 図面  ①、②、③、④およびページ 3 を参照

POWAR CINCH™ ロックタイプ 
ナロー版 (S)

POWAR CINCH™ ロックタイプ 
ワイド版 (L)

POWAR CINCH™ ロックタイプ 
エクストラワイド版 (XL)

製
品

の
詳

細

商品番号 247433 250381 248217

材質 鋼材 1.1231- DIN EN 10132:2000 (SAE 1070 鋼材- ASTM AISI)

表面仕上げ* 亜鉛アルミニウム・フレーク被膜

寸法 （MM） 27 x 19.5 x 20

重量（グラム） 13

性
能

機械 抵抗 負荷 +5400/-2400 Pa、IEC 61215-10.16:2005 準拠

耐腐 食性 EN 60068-2-11:1999 に基づいた720時間の塩水噴霧後に赤錆発生なし

架台耐久性 EN 60068-2-11:1999 に基づいた240時間の塩水噴霧後に IEC 604391:2014 8.2.4.1 に準拠

環
境

PV モジュール 仕様 16 mm の最低リップ長 B のモジュール (ページ 2)

レール 仕様 図面 ⑤、⑥、⑦、⑧およびページ 3 を参照

*その他の表面加工も要望に応じてご利用いただけます。
「データシート」に含まれている製品情報は事前の通知なしに変更される場合があります。

2,3 mm <= ) <= 3 mm( レール + モジュール フレームの厚み 3 mm <=
 ( )レール + モジュール フレームの厚み <= 3,8 mm

2,7 mm <=( )<= 3,55 mm
レール厚さ

+ モジュールのフ
レーム

3,3 mm <=( )<= 4,15 mm
レール厚さ

+ モジュールのフ
レーム

3,8 mm <=( )<= 4,65 mm
レール厚さ

+ モジュールのフ
レーム




