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	书签73D88A08　　　　　　　　　　MIN 2500TL-X
	书签E0C7F3A5　　　　　　　　　　Datasheet
	书签D5AC8B15　　　　　　　　　　Max. recommended PV power\(for module STC\)
	书签1F81E9DF　　　　　　　　　　3500W
	书签460B8375　　　　　　　　　　Max. DC voltage
	书签FEF74AD9　　　　　　　　　　500V
	书签CC5DD95A　　　　　　　　　　Start voltage
	书签F5D22845　　　　　　　　　　100V
	书签D9CD34D7　　　　　　　　　　MPP work voltage range/ nominal voltage
	书签A2683803　　　　　　　　　　80V-500V /360V
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	书签4DC24ECD　　　　　　　　　　2500VA
	书签AD6D0881　　　　　　　　　　Max. output current
	书签6E335C41　　　　　　　　　　11.3A
	书签302C62A7　　　　　　　　　　AC nominal voltage
	书签51C6464B　　　　　　　　　　230V\(160V-300V\)
	书签5A4B7652　　　　　　　　　　AC grid frequency
	书签B089E4C6　　　　　　　　　　50Hz/60Hz,±5Hz
	书签0AC4C6B1　　　　　　　　　　Adjustable power factor
	书签795221DC　　　　　　　　　　0.8leading…0.8lagging
	书签7840D579　　　　　　　　　　THDi
	书签F9E9A34C　　　　　　　　　　<3%
	书签E72A650E　　　　　　　　　　AC connection
	书签8D57D159　　　　　　　　　　Single phase
	书签B915FB77　　　　　　　　　　98.2%
	书签926621D9　　　　　　　　　　Max.efficiency
	书签5616055E　　　　　　　　　　97.1%
	书签0F7E96D6　　　　　　　　　　Euro weighted efficiency
	书签1F62CAE4　　　　　　　　　　MPPT efficiency
	书签E76E285A　　　　　　　　　　99.9%
	书签E7854AA8　　　　　　　　　　yes
	书签D18F5EF8　　　　　　　　　　DC reverse polarity protection
	书签9A89E4DC　　　　　　　　　　yes
	书签8D258051　　　　　　　　　　DC switch 
	书签86DE5FA4　　　　　　　　　　Type II
	书签12EFA08F　　　　　　　　　　DC surge protection 
	书签42276001　　　　　　　　　　yes
	书签033BE0F6　　　　　　　　　　Output over current protection
	书签BF7558AC　　　　　　　　　　yes
	书签74F1117D　　　　　　　　　　AC surge protection-varistor
	书签2BBA44CF　　　　　　　　　　yes
	书签E3E3C286　　　　　　　　　　Ground fault monitoring
	书签D18A9FF3　　　　　　　　　　yes
	书签19F9E271　　　　　　　　　　Grid monitoring
	书签AEFAE062　　　　　　　　　　yes
	书签2D568001　　　　　　　　　　Integrated all - pole sensitive leakage current monitoring unit
	书签1CA29DE0　　　　　　　　　　Dimensions \(W / H / D\) in mm
	书签B62B3C8B　　　　　　　　　　375/350/160
	书签E9871A3B　　　　　　　　　　Weight
	书签C446287C　　　　　　　　　　10.8KG
	书签1A752BC0　　　　　　　　　　Operating temperature range
	书签2EBA2AB3　　　　　　　　　　–25°C ... +60°C
	书签425F91F1　　　　　　　　　　Noise emission \(typical\)
	书签89700143　　　　　　　　　　≤35 dB\(A\)
	书签75F974A6　　　　　　　　　　Altitude
	书签CBC87ABD　　　　　　　　　　4000m
	书签E4293FF1　　　　　　　　　　Self-Consumption night
	书签23A5E89C　　　　　　　　　　< 1W
	书签7E392F0C　　　　　　　　　　Topology
	书签32212A75　　　　　　　　　　Transformerless
	书签C91F8586　　　　　　　　　　Cooling concept
	书签E90630C1　　　　　　　　　　Nature Convection
	书签45F46923　　　　　　　　　　Environmental Protection Rating
	书签12946752　　　　　　　　　　 IP65
	书签31005806　　　　　　　　　　Relative humidity
	书签4A6E9372　　　　　　　　　　100%
	书签5B311D02　　　　　　　　　　H4/MC4\(opt\)
	书签FBE96135　　　　　　　　　　DC connection
	书签A17EF636　　　　　　　　　　Connector
	书签30FA3DD9　　　　　　　　　　AC connection
	书签EF355D4F　　　　　　　　　　OLED+LED
	书签F43DDEE2　　　　　　　　　　Display
	书签D6187759　　　　　　　　　　yes / yes /opt / opt / opt
	书签4E6B93EC　　　　　　　　　　Interfaces: RS485 / USB / Wi-Fi/ 4G / RF
	书签A136F0B7　　　　　　　　　　Warranty: 5 years / 10 years
	书签D5E6D8EE　　　　　　　　　　yes / opt
	书签B90BF867　　　　　　　　　　Max. short-circuit current
	书签E2DD5833　　　　　　　　　　16A/16A
	书签F84A6A48　　　　　　　　　　Input Data
	书签564B3F13　　　　　　　　　　Output \(AC\)
	书签1A3395C8　　　　　　　　　　Efficiency
	书签6BA3AB85　　　　　　　　　　Protection Devices
	书签997FDB9E　　　　　　　　　　General Data
	书签BA3E9F1D　　　　　　　　　　Features
	书签B1CCD0E6　　　　　　　　　　MIN 3000TL-X
	书签0F57B2B4　　　　　　　　　　4200W
	书签7D08C343　　　　　　　　　　500V
	书签7B3A01CE　　　　　　　　　　100V
	书签D2655CD3　　　　　　　　　　80V-500V /360V
	书签74DB0C18　　　　　　　　　　12.5A/12.5A
	书签59CF0B48　　　　　　　　　　2/1
	书签C1047B52　　　　　　　　　　3000W
	书签14FF8559　　　　　　　　　　3000VA
	书签BB845F14　　　　　　　　　　13.6A
	书签109E6ABF　　　　　　　　　　230V\(160V-300V\)
	书签4232833E　　　　　　　　　　50Hz/60Hz,±5Hz
	书签06A3F92C　　　　　　　　　　0.8leading…0.8lagging
	书签A4B689C7　　　　　　　　　　<3%
	书签1E3A5829　　　　　　　　　　Single phase
	书签3EAF2E78　　　　　　　　　　98.2%
	书签6C066A03　　　　　　　　　　97.1%
	书签2173FC20　　　　　　　　　　99.9%
	书签663DFC10　　　　　　　　　　yes
	书签564D11B2　　　　　　　　　　yes
	书签D7702051　　　　　　　　　　Type II
	书签1860A840　　　　　　　　　　yes
	书签A604590B　　　　　　　　　　yes
	书签E9316067　　　　　　　　　　yes
	书签F9602B2F　　　　　　　　　　yes
	书签707A8E25　　　　　　　　　　yes
	书签9B558AA1　　　　　　　　　　375/350/160
	书签B3C8226E　　　　　　　　　　10.8KG
	书签3072C4C8　　　　　　　　　　–25°C ... +60°C
	书签B20556E0　　　　　　　　　　≤35 dB\(A\)
	书签1E01D904　　　　　　　　　　4000m
	书签39CD6C7F　　　　　　　　　　< 1W
	书签D02B7C19　　　　　　　　　　Transformerless
	书签B93DC811　　　　　　　　　　Nature Convection
	书签D22D63C9　　　　　　　　　　 IP65
	书签7944D40F　　　　　　　　　　100%
	书签96FC9B4C　　　　　　　　　　H4/MC4\(opt\)
	书签11B3351D　　　　　　　　　　Connector
	书签49D8F287　　　　　　　　　　OLED+LED
	书签B01058DD　　　　　　　　　　yes / yes /opt / opt / opt
	书签4573A255　　　　　　　　　　yes / opt
	书签F5B1795E　　　　　　　　　　16A/16A
	书签3C46A854　　　　　　　　　　MIN 3600TL-X
	书签4C0F4356　　　　　　　　　　5040W
	书签FD788B5B　　　　　　　　　　550V
	书签41B44CF9　　　　　　　　　　100V
	书签E83D15AA　　　　　　　　　　80V-550V /360V
	书签43AE0814　　　　　　　　　　12.5A/12.5A
	书签5BE00925　　　　　　　　　　2/1
	书签C07BEA47　　　　　　　　　　3600W
	书签20D43002　　　　　　　　　　3600VA
	书签48C3CC9E　　　　　　　　　　16A
	书签A9C2885F　　　　　　　　　　230V\(160V-300V\)
	书签180E7E14　　　　　　　　　　50Hz/60Hz,±5Hz
	书签026D0362　　　　　　　　　　0.8leading…0.8lagging
	书签9F9408C9　　　　　　　　　　<3%
	书签25B26D12　　　　　　　　　　Single phase
	书签A86DA32A　　　　　　　　　　98.2%
	书签1E4E7777　　　　　　　　　　97.2%
	书签D6599F8A　　　　　　　　　　99.9%
	书签C581E14E　　　　　　　　　　yes
	书签6E6626E4　　　　　　　　　　yes
	书签AF90D6BD　　　　　　　　　　Type II
	书签1417164B　　　　　　　　　　yes
	书签6C3F90EE　　　　　　　　　　yes
	书签A7729CDE　　　　　　　　　　yes
	书签0AC49D9C　　　　　　　　　　yes
	书签371DCA70　　　　　　　　　　yes
	书签720E7B70　　　　　　　　　　375/350/160
	书签63742E5F　　　　　　　　　　10.8KG
	书签9CD81D2E　　　　　　　　　　–25°C ... +60°C
	书签78BC641A　　　　　　　　　　≤35 dB\(A\)
	书签CBC007CA　　　　　　　　　　4000m
	书签6F602ED1　　　　　　　　　　< 1W
	书签0CCAC478　　　　　　　　　　Transformerless
	书签46AFD1A7　　　　　　　　　　Nature Convection
	书签436B5728　　　　　　　　　　 IP65
	书签77BFE734　　　　　　　　　　100%
	书签F0A6A5B2　　　　　　　　　　H4/MC4\(opt\)
	书签F5F5EC13　　　　　　　　　　Connector
	书签613E419D　　　　　　　　　　OLED+LED
	书签C1D26CB0　　　　　　　　　　yes / yes /opt / opt / opt
	书签7788FC2F　　　　　　　　　　yes / opt
	书签8292DDCE　　　　　　　　　　16A/16A
	书签FA828E8F　　　　　　　　　　MIN 4200TL-X
	书签D97CC3D1　　　　　　　　　　5880W
	书签5DDD8FB1　　　　　　　　　　550V
	书签E40A39CA　　　　　　　　　　100V
	书签089BBADF　　　　　　　　　　80V-550V /360V
	书签8D84A7DB　　　　　　　　　　12.5A/12.5A
	书签71603F6A　　　　　　　　　　2/1
	书签53247FC4　　　　　　　　　　4200W
	书签414E9BE2　　　　　　　　　　4200VA
	书签1DEFA466　　　　　　　　　　19A
	书签BBDCE797　　　　　　　　　　230V\(160V-300V\)
	书签B16A0805　　　　　　　　　　50Hz/60Hz,±5Hz
	书签41F1FDA1　　　　　　　　　　0.8leading…0.8lagging
	书签BF32543B　　　　　　　　　　<3%
	书签B76AAD09　　　　　　　　　　Single phase
	书签114CB6B4　　　　　　　　　　98.4%
	书签70793CD3　　　　　　　　　　97.5%
	书签502AB321　　　　　　　　　　99.9%
	书签C900B67E　　　　　　　　　　yes
	书签8F213918　　　　　　　　　　yes
	书签C464B92E　　　　　　　　　　Type II
	书签19A9A6F0　　　　　　　　　　yes
	书签D20F546A　　　　　　　　　　yes
	书签9E836569　　　　　　　　　　yes
	书签D634BC1B　　　　　　　　　　yes
	书签592CE953　　　　　　　　　　yes
	书签B4D02144　　　　　　　　　　375/350/160
	书签43CCAB41　　　　　　　　　　10.8KG
	书签8D4D1A5F　　　　　　　　　　–25°C ... +60°C
	书签99C1F3A2　　　　　　　　　　≤35 dB\(A\)
	书签D0745889　　　　　　　　　　4000m
	书签F9B108C7　　　　　　　　　　< 1W
	书签34395BA8　　　　　　　　　　Transformerless
	书签375D0F3C　　　　　　　　　　Nature Convection
	书签22AC6871　　　　　　　　　　 IP65
	书签83722C9C　　　　　　　　　　100%
	书签F8B75B9E　　　　　　　　　　H4/MC4\(opt\)
	书签54BC8F07　　　　　　　　　　Connector
	书签29FE838F　　　　　　　　　　OLED+LED
	书签A87A675C　　　　　　　　　　yes / yes /opt / opt / opt
	书签35EF6778　　　　　　　　　　yes / opt
	书签932F534D　　　　　　　　　　16A/16A
	书签E439D647　　　　　　　　　　MIN 5000TL-X
	书签F9BA09D3　　　　　　　　　　7000W
	书签C7178A5C　　　　　　　　　　550V
	书签5C429F22　　　　　　　　　　100V
	书签F3587BC9　　　　　　　　　　80V-550V /360V
	书签8252E293　　　　　　　　　　12.5A/12.5A
	书签9D85A3F6　　　　　　　　　　2/1
	书签7E1C966D　　　　　　　　　　5000W
	书签FD901373　　　　　　　　　　5000VA
	书签7728D70A　　　　　　　　　　22.7A
	书签D0748321　　　　　　　　　　230V\(160V-300V\)
	书签061E8E90　　　　　　　　　　50Hz/60Hz,±5Hz
	书签CD7C834F　　　　　　　　　　0.8leading…0.8lagging
	书签DF3138A3　　　　　　　　　　<3%
	书签B22010B7　　　　　　　　　　Single phase
	书签F973D821　　　　　　　　　　98.4%
	书签A7CC6259　　　　　　　　　　97.5%
	书签4B511934　　　　　　　　　　99.9%
	书签FF1E3351　　　　　　　　　　yes
	书签EDE6A3EA　　　　　　　　　　yes
	书签C49A85D6　　　　　　　　　　Type II
	书签165302B4　　　　　　　　　　yes
	书签A56906F3　　　　　　　　　　yes
	书签54958200　　　　　　　　　　yes
	书签953509DD　　　　　　　　　　yes
	书签EA17E014　　　　　　　　　　yes
	书签6F754A0B　　　　　　　　　　375/350/160
	书签5B3E945D　　　　　　　　　　10.8KG
	书签4D4631A4　　　　　　　　　　–25°C ... +60°C
	书签5A8746D2　　　　　　　　　　≤35 dB\(A\)
	书签86127F6D　　　　　　　　　　4000m
	书签CDDC06C6　　　　　　　　　　< 1W
	书签B1C75E40　　　　　　　　　　Transformerless
	书签32256A3B　　　　　　　　　　Nature Convection
	书签55965BEC　　　　　　　　　　 IP65
	书签94B9A56C　　　　　　　　　　100%
	书签556CEC46　　　　　　　　　　H4/MC4\(opt\)
	书签29372239　　　　　　　　　　Connector
	书签47C2F901　　　　　　　　　　OLED+LED
	书签149E0915　　　　　　　　　　yes / yes /opt / opt / opt
	书签3E98BD69　　　　　　　　　　yes / opt
	书签2419A0DE　　　　　　　　　　16A/16A
	书签60139526　　　　　　　　　　MIN 6000TL-X
	书签B3175A9A　　　　　　　　　　8100W
	书签F8191068　　　　　　　　　　550V
	书签2C0548C2　　　　　　　　　　100V
	书签1C8BA110　　　　　　　　　　80V-550V /360V
	书签FDB57E62　　　　　　　　　　12.5A/12.5A
	书签B82F879C　　　　　　　　　　2/1
	书签96E410EC　　　　　　　　　　6000W
	书签4A49D9AF　　　　　　　　　　6000VA
	书签BF619A45　　　　　　　　　　27.2A
	书签664DB716　　　　　　　　　　230V\(160V-300V\)
	书签7EB08F23　　　　　　　　　　50Hz/60Hz,±5Hz
	书签168AE968　　　　　　　　　　0.8leading…0.8lagging
	书签54D08A5F　　　　　　　　　　<3%
	书签16E98215　　　　　　　　　　Single phase
	书签93061069　　　　　　　　　　98.4%
	书签4BA3EA36　　　　　　　　　　97.5%
	书签05EC0887　　　　　　　　　　99.9%
	书签DD170836　　　　　　　　　　yes
	书签A85A9F10　　　　　　　　　　yes
	书签62F284B8　　　　　　　　　　Type II
	书签E2A0A847　　　　　　　　　　yes
	书签4FDCB050　　　　　　　　　　yes
	书签EB97889E　　　　　　　　　　yes
	书签8919FCF7　　　　　　　　　　yes
	书签AD2903CA　　　　　　　　　　yes
	书签43478DA2　　　　　　　　　　375/350/160
	书签D381EE32　　　　　　　　　　10.8KG
	书签1CAB621C　　　　　　　　　　–25°C ... +60°C
	书签6E8F6E7E　　　　　　　　　　≤35 dB\(A\)
	书签9F2A6902　　　　　　　　　　4000m
	书签DFBEDB20　　　　　　　　　　< 1W
	书签88EDDCCF　　　　　　　　　　Transformerless
	书签85AD5F14　　　　　　　　　　Nature Convection
	书签EB649AD4　　　　　　　　　　 IP65
	书签0BA5E516　　　　　　　　　　100%
	书签9C6046E5　　　　　　　　　　H4/MC4\(opt\)
	书签C1375FEA　　　　　　　　　　Connector
	书签538A0E59　　　　　　　　　　OLED+LED
	书签A1A45EEC　　　　　　　　　　yes / yes /opt / opt / opt
	书签0C96C544　　　　　　　　　　yes / opt
	书签1C3C241D　　　　　　　　　　16A/16A
	书签2C89948E　　　　　　　　　　MIN 4600TL-X
	书签72213F84　　　　　　　　　　6440W
	书签E1E0015D　　　　　　　　　　550V
	书签63CB3C9E　　　　　　　　　　100V
	书签CBA03F11　　　　　　　　　　80V-550V /360V
	书签43B26A01　　　　　　　　　　12.5A/12.5A
	书签05D762DC　　　　　　　　　　2/1
	书签4591CBC6　　　　　　　　　　4600W
	书签545AA48A　　　　　　　　　　4600VA
	书签729AE7D8　　　　　　　　　　20.9A
	书签76BDADD1　　　　　　　　　　230V\(160V-300V\)
	书签AD0283FB　　　　　　　　　　50Hz/60Hz,±5Hz
	书签6918DB93　　　　　　　　　　0.8leading…0.8lagging
	书签E3F18C48　　　　　　　　　　<3%
	书签0A6E5C25　　　　　　　　　　Single phase
	书签8A83253A　　　　　　　　　　98.4%
	书签1420BA11　　　　　　　　　　97.5%
	书签2C4D70B4　　　　　　　　　　99.9%
	书签1843AB4E　　　　　　　　　　yes
	书签A2C62E44　　　　　　　　　　yes
	书签24B3B390　　　　　　　　　　Type II
	书签97C01503　　　　　　　　　　yes
	书签A52F6157　　　　　　　　　　yes
	书签19D248B7　　　　　　　　　　yes
	书签231B8185　　　　　　　　　　yes
	书签ECCB046A　　　　　　　　　　yes
	书签8E7A6E81　　　　　　　　　　375/350/160
	书签8DE125E2　　　　　　　　　　10.8KG
	书签DF77682D　　　　　　　　　　–25°C ... +60°C
	书签33410BDE　　　　　　　　　　≤35 dB\(A\)
	书签33A6C66B　　　　　　　　　　4000m
	书签ACF185BC　　　　　　　　　　< 1W
	书签B74F48C6　　　　　　　　　　Transformerless
	书签A958F233　　　　　　　　　　Nature Convection
	书签01E8EEC4　　　　　　　　　　 IP65
	书签FB306000　　　　　　　　　　100%
	书签F23288A6　　　　　　　　　　H4/MC4\(opt\)
	书签AE753486　　　　　　　　　　Connector
	书签5C4BA6BC　　　　　　　　　　OLED+LED
	书签ADA99187　　　　　　　　　　yes / yes /opt / opt / opt
	书签387F4C4C　　　　　　　　　　yes / opt
	书签66272D14　　　　　　　　　　16A/16A
	书签C234BA30　　　　　　　　　　CE, IEC62109, G83, VDE0126-1-1, VFR2014, G59, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116


