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ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。

本社� 〒��������（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納��

　　技術相談　���名古屋（���）��������
受付時間　�～��時，��～��時　　　　　　　
（土・日・祝日，当社休業日を除く）　　　　　　

インターネットホームページ　 ������������������　 　  

技術相談以外は， お近くの支店・営業所にお問合わせください。

����������

製品向上のため  仕様･外観は変更することがあります。 
支店･営業所

九州沖縄（シ）（���）��������
福　岡（支）（���）��������
沖　縄　��（���）��������
鹿児島　��（���）��������
宮　崎　��（����）�������
熊　本　��（���）��������
長　崎　��（���）��������
北九州　��（���）��������

中国四国（シ）（���）��������
広　島（支）（���）��������
下　関　��（���）��������
松　江　��（����）�������

岡　山　��（���）��������
松　山　��（���）��������
高　知　��（���）��������
高　松　��（���）��������

近　畿（シ）（��）���������
大　阪（支）（��）���������
姫　路　��（���）��������
神　戸　��（���）��������
京　都　��（���）��������

東海北陸（シ）（���）��������
名古屋（支）（���）��������
　津　　��（���）��������
岐　阜　��（���）��������

豊　橋　��（����）�������
静　岡　��（���）��������
松　本　��（����）�������
福　井　��（����）�������
金　沢　��（���）��������

関　東（シ）（��）���������
関　東（工）（��）���������
東　京（支）（��）���������
新　潟　��（���）��������
横　浜　��（���）��������
八王子　��（���）��������
千　葉　��（���）��������
さいたま　��（���）��������

前　橋　��（���）��������
水　戸　��（���）��������
宇都宮　��（���）��������

東北北海道（シ）（���）��������
仙　台（支）（���）��������
郡　山　��（���）��������
盛　岡　��（���）��������
秋　田　��（���）��������
青　森　��（���）��������
札　幌　��（���）��������
釧　路　��（����）�������
旭　川　��（����）�������

（シ）：システム営業グループ
（工）：工事グループ

デジタルレベルチェッカー用    バッテリークイックチャージャー
取扱説明書

優れた機能

適合レベルチェッカー ����

�

����������������������
��������������������������

�������
AC100V方式

放電機能

作動表示機能

電池監視機能

過充電防止機能

デジタルレベルチェッカーに使用する，別売の
バッテリーパック�������（ニッケル水素電池）
を短時間で充電するための急速充電器です。

別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）
は，電池の容量が残ったまま充電を繰返すと，出力
電圧が低下する現象（メモリー効果）が起こります。
本器は，放電スイッチによって，電池を放電してから
充電できますから，電池の寿命が長持ちします。

別売のバッテリーパック�������の電池表面温度を
監視して適温のときに充電しますから，効率よく充電
でき，電池の寿命が長持ちします。また，電池の寿命や
故障を監視しますから，電池の点検も容易です。

充電が完了する，または，充電時間が約1.5時間を
超えると，電池の保護のため，充電を停止します。

作動表示灯の「色」と「点灯」・「点滅」で，別売の
バッテリーパック�������の状態をお知らせします。

無鉛はんだの採用，カドミウム・水銀などの不使用により，RoHS指令に対応。

作動表示機能

作動表示灯
状態

緑
原因 処置

放電中

充電中

充電完了

温度待機※

エラー　※

点滅

点灯

点滅

作動表示灯の「色」と「点灯」・「点滅」で，バッテリーパック�������の状態をお知らせします。

ACアダプター
ACコード（約2m）

1個
1本 

…………
………

付属品

規格表 �������������

項目
����� 規格

入力電圧
������������� DC24V ±5％

DC16.5V

2A

約1時間

約24時間

0～ ＋ 40��

29（H）×85（W）×120（D）mm（コード含まず）

約150g

充電時間　　　 ※1
�������������

放電時間　　　 ※2
����������������

使用温度範囲
�����������������

外観寸法
����������

質量（重量）
������

出力電圧
��������������

充電電流
����������������

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

※ 放電や充電はできません。

項目
����� 規格

入力電圧
������������� AC100V　50・60Hz

DC24V

1.8A

26（H）×62（W）×99（D）mm （コード含まず）

約350g

外観寸法
����������

質量（重量）
������

出力電圧
��������������

出力電流
��������������

充電器 ACアダプター

バッテリーパック�������の電池表面温度が，
0℃未満または + 40℃を超えている。

バッテリーパック�������の寿命または故障
p.3「放電してから充電する場合」を繰返しても
点滅する場合，新しいバッテリーパック�������
に交換してください。

バッテリーパック�������の電池表面温度が
0～ + 40℃になるようにしてください。

赤

  

点滅

点灯

点滅

安全上のご注意

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が傷害を負う可能性が想定
される内容，および，物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

　 記号は，注意（警告を含む）が必要な内容があることを示しています。
図の中に注意内容（左図の場合，警告または注意）が描かれています。

警告
注意

　 記号は，禁止の行為を示しています。
図の中に禁止内容（左図の場合，分解禁止）が描かれています。

　 記号は，行為を強制したり指示する内容を示しています。
図の中に指示内容（左図の場合，ACプラグをACコンセントから抜く）
が描かれています。

絵表示について
この「取扱説明書」には，製品を安全に正しくご使用いただき，ご使用になる方や他の人への危害，財産
への損害を未然に防止するために，いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は，次のとおりです。

ご使用の前に，この「安全上のご注意」をよくお読みください。

ご注意
以下のレベルチェッカーには使用できません。
���，���，����，���，���，���，
����，�����，����，�����

ニッケル水素電池用

※1 完全に放電したバッテリーパック�������を充電したときの目安です。
（約1.5時間を超えると，電池の保護のため，充電を停止します）

※2 完全に充電したバッテリーパック�������を放電したときの目安です。
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●充電器やACアダプターの内部に，金属類や燃え
やすいものなど，異物を入れないでください。火災・
感電の原因となります。

●ACアダプターは，AC100V以外の電源電圧で使用
しないでください。火災・感電の原因となります。

●ACコードを傷つけたり，加工したり，無理に曲げたり，
ねじったり，引っ張ったり，加熱したりしないで
ください。また，重いものを載せたり，熱器具に
近付けたりしないでください。ACコードが破損
して，火災・感電の原因となります。ACコードが
傷んだ場合（芯線の露出，断線など），販売店に
交換をご依頼ください。そのまま使用すると，
火災・感電の原因となります。

●充電器やACアダプターのカバーを取外したり，
改造したりしないでください。また，充電器やAC
アダプターの内部には触れないでください。火災・
感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は，
必ず販売店にご依頼ください。

●充電器やACアダプターを風呂場・シャワー室などで
使用しないでください。火災・感電の原因となり
ます。

●充電器やACアダプターは，風通しの悪い場所で使用
しないでください。風通しを悪くすると内部に熱が
こもり，火災の原因となります。次のような使い方は
しないでください。
・押入れ・本箱・天井裏など風通しの悪い狭いところに
押し込む。
・テーブルクロスを掛けたり，じゅうたんや布団の
上に置いたりする。
・布や布団でおおったり，包んだりする。

●充電器やACアダプターに水をかけたり，濡らしたり
しないようにしてください。充電器やACアダプター
の上に水や薬品の入った容器を置かないでください。
水や薬品が中に入った場合，火災・感電の原因となり
ます。ペットなどの動物が，充電器やACアダプターの
上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に
入った場合，火災・感電の原因となります。

●雷が鳴出したら，充電器やACアダプターには触れ
ないでください。感電の原因となります。

●充電器とACアダプターは，必ずセットでご使用くだ
さい。他の機器または他メーカーのものと組合わせて
使用しないでください。火災の原因となります。

●別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）
以外の電池を充電しないでください。バッテリー
パックの破裂・液もれにより，火災・ケガや周囲を
汚損する原因となります。

注意警告

●充電器やACアダプターは，湿気やほこりの多い場所，
調理台や加湿器の近くなど，油煙や湯気などが当たる
ような場所で使用しないでください。火災・感電の原因
となることがあります。

●充電器やACアダプターは，ぐらついた台の上や傾いた
所など，不安定な場所に置かないでください。落下
して，けがの原因となることがあります。

●充電器やACアダプターは，温室やサンルームなどの，
高温で湿度の高い所で使用しないでください。火災・
感電の原因となることがあります。

●ACプラグをACコンセントから抜くときは，ACコード
を引っ張らないでください。ACコードが傷つき，
火災・感電の原因となることがあります。必ずAC
プラグを持って抜いてください。

●移動させる場合，必ずACプラグをACコンセントから
抜いてください。ACコードが傷つくと，火災・感電の
原因となることがあります。

●充電をしないときおよび充電終了後は，安全のため，
必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。
そのままにしておくと，火災の原因となることがあり
ます。

●ACプラグは，ACコンセントに根元までしっかりと
差込んでください。すき間があるとゴミがたまり，
火災の原因となることがあります。また，ACプラグは
定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。

●ACコードは，結んだり，束ねたりしたままで使用しな
いでください。発熱して，火災の原因となることが
あります。

●雷の発生が予想されるときは，前もって，ACプラグを
ACコンセントから抜いてください。落雷によって，
火災の原因となることがあります。

●お手入れは，安全のため，必ずACプラグをACコン
セントから抜いて行なってください。感電の原因と
なることがあります。

●万一，充電器やACアダプターの内部に，異物や水が
入った場合，ACプラグをACコンセントから抜いて
販売店にご連絡ください。そのまま使用すると，
火災・感電の原因となります。特にお子様のいる
ご家庭ではご注意ください。

●万一，煙が出ている，変な臭いや音がするなどの
異常状態のまま使用すると，火災・感電の原因と
なります。すぐにACプラグをACコンセントから
抜き，煙や臭いがなくなるのを確認して販売店に
修理をご依頼ください。お客様による修理は危険
ですから，絶対におやめください。

●万一，充電器やACアダプターを落としたり，破損
したりした場合，ACプラグをACコンセントから
抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する
と，火災・感電の原因となります。

●濡れた手で，ACプラグを抜差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

各部の名称と機能 （充電器）

使用方法 

放電しないで充電する場合 放電してから充電する場合 

● 付属のACアダプターを接続します。
● 下記「使用方法」をご覧ください。

p.4「作動表示機能」をご覧くだ
さい。

p.4「作動表示機能」をご覧くだ
さい。 放電スイッチ

上面 側面

電源出力プラグ

作動表示灯（赤）

作動表示灯（緑）

● バッテリーパック�������の電池を放電
するとき，使用します。

● 下記「放電してから充電する場合」をご覧
ください。

DCコード
（約0.8m）

● バッテリーパック�������を充電するとき，
デジタルレベルチェッカーの充電専用端子
に接続します。

● 下記「使用方法」をご覧ください。

1 ACアダプターに，ACコードを接続します。
2 充電器の電源入力端子に，ACアダプターのDCプラグ
を差込みます。

3 デジタルレベルチェッカーの充電専用端子に，充電器の
電源出力プラグを，「カチッ」と音がするまで差込みます。

4 ACコンセントに，ACコードのACプラグを差込みます。
5 充電器の作動表示灯（赤）が「点滅」し，充電を開始します。
［作動表示灯（緑）は無灯］
6 充電が完了すると，充電器の作動表示灯（緑）が「点灯」
します。
［作動表示灯（赤）は無灯］

1 ACアダプターに，ACコードを接続します。
2 充電器の電源入力端子に，ACアダプターのDCプラグ
を差込みます。

3 デジタルレベルチェッカーの充電専用端子に，充電器の
電源出力プラグを，「カチッ」と音がするまで差込みます。

4 ACコンセントに，ACコードのACプラグを差込んで充電器
の作動表示灯（赤）が「点滅」してから3分以内に，充電器
の放電スイッチを2秒以上押します。

5 充電器の作動表示灯（緑）が「点滅」し，放電を開始します。
［作動表示灯（赤）は無灯］
完全に充電したバッテリーパック�������を放電
する場合，約24時間（目安）かかります。

6 放電が完了すると，充電器の作動表示灯（赤）が「点滅」し，
充電を開始します。
［作動表示灯（緑）は無灯］
7 充電が完了すると，充電器の表示灯（緑）が「点灯」します。
［作動表示灯（赤）は無灯］

警告 別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）以外の電池を充電しないでください。バッテリーパックの
破裂・液もれにより，火災・ケガや周囲を汚損する原因となります。

充電が完了する，または，充電時間が約1.5時間を超えると，電池の保護のため，充電を停止します。

電源入力端子

●充電中は，デジタルレベルチェッカーを使用できません。
●正常に充電するために，使用温度範囲内（0～　40��）でお使いください。

放電してから充電する目安
別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）は，電池の容量が残ったまま充電を繰返すと，出力電圧が低下する現象
（メモリー効果）が起こり，デジタルレベルチェッカーを使用できる時間が極端に短くなります。
●デジタルレベルチェッカーを使用できる時間が極端に短くなったときは，本器で放電してから充電してください。
●デジタルレベルチェッカーを使用できる時間が短くないときでも，「１か月に１回」は本器で放電してから充電してください。放熱のため，充電中に充電器やACアダプターが熱くなることが

ありますが，異常ではありません。

使用上のご注意

電源出力プラグ DCコード

DCプラグ

作動表示灯（赤）

電源入力端子

作動表示灯（緑） 放電スイッチ

ACプラグ

充電専用端子

充電器

AC100V

ACアダプター
（付属品）

デジタルレベルチェッカー ����
［バッテリーパック�������（ニッケル水素電池）を使用］

ACコンセント

ACコード
（付属品，約2m）
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●充電器やACアダプターの内部に，金属類や燃え
やすいものなど，異物を入れないでください。火災・
感電の原因となります。

●ACアダプターは，AC100V以外の電源電圧で使用
しないでください。火災・感電の原因となります。

●ACコードを傷つけたり，加工したり，無理に曲げたり，
ねじったり，引っ張ったり，加熱したりしないで
ください。また，重いものを載せたり，熱器具に
近付けたりしないでください。ACコードが破損
して，火災・感電の原因となります。ACコードが
傷んだ場合（芯線の露出，断線など），販売店に
交換をご依頼ください。そのまま使用すると，
火災・感電の原因となります。

●充電器やACアダプターのカバーを取外したり，
改造したりしないでください。また，充電器やAC
アダプターの内部には触れないでください。火災・
感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は，
必ず販売店にご依頼ください。

●充電器やACアダプターを風呂場・シャワー室などで
使用しないでください。火災・感電の原因となり
ます。

●充電器やACアダプターは，風通しの悪い場所で使用
しないでください。風通しを悪くすると内部に熱が
こもり，火災の原因となります。次のような使い方は
しないでください。
・押入れ・本箱・天井裏など風通しの悪い狭いところに
押し込む。
・テーブルクロスを掛けたり，じゅうたんや布団の
上に置いたりする。
・布や布団でおおったり，包んだりする。

●充電器やACアダプターに水をかけたり，濡らしたり
しないようにしてください。充電器やACアダプター
の上に水や薬品の入った容器を置かないでください。
水や薬品が中に入った場合，火災・感電の原因となり
ます。ペットなどの動物が，充電器やACアダプターの
上に乗らないようにご注意ください。尿や糞が中に
入った場合，火災・感電の原因となります。

●雷が鳴出したら，充電器やACアダプターには触れ
ないでください。感電の原因となります。

●充電器とACアダプターは，必ずセットでご使用くだ
さい。他の機器または他メーカーのものと組合わせて
使用しないでください。火災の原因となります。

●別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）
以外の電池を充電しないでください。バッテリー
パックの破裂・液もれにより，火災・ケガや周囲を
汚損する原因となります。

注意警告

●充電器やACアダプターは，湿気やほこりの多い場所，
調理台や加湿器の近くなど，油煙や湯気などが当たる
ような場所で使用しないでください。火災・感電の原因
となることがあります。

●充電器やACアダプターは，ぐらついた台の上や傾いた
所など，不安定な場所に置かないでください。落下
して，けがの原因となることがあります。

●充電器やACアダプターは，温室やサンルームなどの，
高温で湿度の高い所で使用しないでください。火災・
感電の原因となることがあります。

●ACプラグをACコンセントから抜くときは，ACコード
を引っ張らないでください。ACコードが傷つき，
火災・感電の原因となることがあります。必ずAC
プラグを持って抜いてください。

●移動させる場合，必ずACプラグをACコンセントから
抜いてください。ACコードが傷つくと，火災・感電の
原因となることがあります。

●充電をしないときおよび充電終了後は，安全のため，
必ずACプラグをACコンセントから抜いてください。
そのままにしておくと，火災の原因となることがあり
ます。

●ACプラグは，ACコンセントに根元までしっかりと
差込んでください。すき間があるとゴミがたまり，
火災の原因となることがあります。また，ACプラグは
定期的にACコンセントから抜いて掃除してください。

●ACコードは，結んだり，束ねたりしたままで使用しな
いでください。発熱して，火災の原因となることが
あります。

●雷の発生が予想されるときは，前もって，ACプラグを
ACコンセントから抜いてください。落雷によって，
火災の原因となることがあります。

●お手入れは，安全のため，必ずACプラグをACコン
セントから抜いて行なってください。感電の原因と
なることがあります。

●万一，充電器やACアダプターの内部に，異物や水が
入った場合，ACプラグをACコンセントから抜いて
販売店にご連絡ください。そのまま使用すると，
火災・感電の原因となります。特にお子様のいる
ご家庭ではご注意ください。

●万一，煙が出ている，変な臭いや音がするなどの
異常状態のまま使用すると，火災・感電の原因と
なります。すぐにACプラグをACコンセントから
抜き，煙や臭いがなくなるのを確認して販売店に
修理をご依頼ください。お客様による修理は危険
ですから，絶対におやめください。

●万一，充電器やACアダプターを落としたり，破損
したりした場合，ACプラグをACコンセントから
抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する
と，火災・感電の原因となります。

●濡れた手で，ACプラグを抜差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

各部の名称と機能 （充電器）

使用方法 

放電しないで充電する場合 放電してから充電する場合 

● 付属のACアダプターを接続します。
● 下記「使用方法」をご覧ください。

p.4「作動表示機能」をご覧くだ
さい。

p.4「作動表示機能」をご覧くだ
さい。 放電スイッチ

上面 側面

電源出力プラグ

作動表示灯（赤）

作動表示灯（緑）

● バッテリーパック�������の電池を放電
するとき，使用します。

● 下記「放電してから充電する場合」をご覧
ください。

DCコード
（約0.8m）

● バッテリーパック�������を充電するとき，
デジタルレベルチェッカーの充電専用端子
に接続します。

● 下記「使用方法」をご覧ください。

1 ACアダプターに，ACコードを接続します。
2 充電器の電源入力端子に，ACアダプターのDCプラグ
を差込みます。

3 デジタルレベルチェッカーの充電専用端子に，充電器の
電源出力プラグを，「カチッ」と音がするまで差込みます。

4 ACコンセントに，ACコードのACプラグを差込みます。
5 充電器の作動表示灯（赤）が「点滅」し，充電を開始します。
［作動表示灯（緑）は無灯］
6 充電が完了すると，充電器の作動表示灯（緑）が「点灯」
します。
［作動表示灯（赤）は無灯］

1 ACアダプターに，ACコードを接続します。
2 充電器の電源入力端子に，ACアダプターのDCプラグ
を差込みます。

3 デジタルレベルチェッカーの充電専用端子に，充電器の
電源出力プラグを，「カチッ」と音がするまで差込みます。

4 ACコンセントに，ACコードのACプラグを差込んで充電器
の作動表示灯（赤）が「点滅」してから3分以内に，充電器
の放電スイッチを2秒以上押します。

5 充電器の作動表示灯（緑）が「点滅」し，放電を開始します。
［作動表示灯（赤）は無灯］
完全に充電したバッテリーパック�������を放電
する場合，約24時間（目安）かかります。

6 放電が完了すると，充電器の作動表示灯（赤）が「点滅」し，
充電を開始します。
［作動表示灯（緑）は無灯］
7 充電が完了すると，充電器の表示灯（緑）が「点灯」します。
［作動表示灯（赤）は無灯］

警告 別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）以外の電池を充電しないでください。バッテリーパックの
破裂・液もれにより，火災・ケガや周囲を汚損する原因となります。

充電が完了する，または，充電時間が約1.5時間を超えると，電池の保護のため，充電を停止します。

電源入力端子

●充電中は，デジタルレベルチェッカーを使用できません。
●正常に充電するために，使用温度範囲内（0～　40��）でお使いください。

放電してから充電する目安
別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）は，電池の容量が残ったまま充電を繰返すと，出力電圧が低下する現象
（メモリー効果）が起こり，デジタルレベルチェッカーを使用できる時間が極端に短くなります。
●デジタルレベルチェッカーを使用できる時間が極端に短くなったときは，本器で放電してから充電してください。
●デジタルレベルチェッカーを使用できる時間が短くないときでも，「１か月に１回」は本器で放電してから充電してください。放熱のため，充電中に充電器やACアダプターが熱くなることが

ありますが，異常ではありません。

使用上のご注意

電源出力プラグ DCコード

DCプラグ

作動表示灯（赤）

電源入力端子

作動表示灯（緑） 放電スイッチ

ACプラグ

充電専用端子

充電器

AC100V

ACアダプター
（付属品）

デジタルレベルチェッカー ����
［バッテリーパック�������（ニッケル水素電池）を使用］

ACコンセント

ACコード
（付属品，約2m）
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ご使用の前に，この「取扱説明書」をよくお読みください。

本社� 〒��������（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納��

　　技術相談　���名古屋（���）��������
受付時間　�～��時，��～��時　　　　　　　
（土・日・祝日，当社休業日を除く）　　　　　　

インターネットホームページ　 ������������������　 　  

技術相談以外は， お近くの支店・営業所にお問合わせください。

����������

製品向上のため  仕様･外観は変更することがあります。 
支店･営業所

九州沖縄（シ）（���）��������
福　岡（支）（���）��������
沖　縄　��（���）��������
鹿児島　��（���）��������
宮　崎　��（����）�������
熊　本　��（���）��������
長　崎　��（���）��������
北九州　��（���）��������

中国四国（シ）（���）��������
広　島（支）（���）��������
下　関　��（���）��������
松　江　��（����）�������

岡　山　��（���）��������
松　山　��（���）��������
高　知　��（���）��������
高　松　��（���）��������

近　畿（シ）（��）���������
大　阪（支）（��）���������
姫　路　��（���）��������
神　戸　��（���）��������
京　都　��（���）��������

東海北陸（シ）（���）��������
名古屋（支）（���）��������
　津　　��（���）��������
岐　阜　��（���）��������

豊　橋　��（����）�������
静　岡　��（���）��������
松　本　��（����）�������
福　井　��（����）�������
金　沢　��（���）��������

関　東（シ）（��）���������
関　東（工）（��）���������
東　京（支）（��）���������
新　潟　��（���）��������
横　浜　��（���）��������
八王子　��（���）��������
千　葉　��（���）��������
さいたま　��（���）��������

前　橋　��（���）��������
水　戸　��（���）��������
宇都宮　��（���）��������

東北北海道（シ）（���）��������
仙　台（支）（���）��������
郡　山　��（���）��������
盛　岡　��（���）��������
秋　田　��（���）��������
青　森　��（���）��������
札　幌　��（���）��������
釧　路　��（����）�������
旭　川　��（����）�������

（シ）：システム営業グループ
（工）：工事グループ

デジタルレベルチェッカー用    バッテリークイックチャージャー
取扱説明書

優れた機能

適合レベルチェッカー ����

�

����������������������
��������������������������

�������
AC100V方式

放電機能

作動表示機能

電池監視機能

過充電防止機能

デジタルレベルチェッカーに使用する，別売の
バッテリーパック�������（ニッケル水素電池）
を短時間で充電するための急速充電器です。

別売のバッテリーパック�������（ニッケル水素電池）
は，電池の容量が残ったまま充電を繰返すと，出力
電圧が低下する現象（メモリー効果）が起こります。
本器は，放電スイッチによって，電池を放電してから
充電できますから，電池の寿命が長持ちします。

別売のバッテリーパック�������の電池表面温度を
監視して適温のときに充電しますから，効率よく充電
でき，電池の寿命が長持ちします。また，電池の寿命や
故障を監視しますから，電池の点検も容易です。

充電が完了する，または，充電時間が約1.5時間を
超えると，電池の保護のため，充電を停止します。

作動表示灯の「色」と「点灯」・「点滅」で，別売の
バッテリーパック�������の状態をお知らせします。

無鉛はんだの採用，カドミウム・水銀などの不使用により，RoHS指令に対応。

作動表示機能

作動表示灯
状態

緑
原因 処置

放電中

充電中

充電完了

温度待機※

エラー　※

点滅

点灯

点滅

作動表示灯の「色」と「点灯」・「点滅」で，バッテリーパック�������の状態をお知らせします。

ACアダプター
ACコード（約2m）

1個
1本 

…………
………

付属品

規格表 �������������

項目
����� 規格

入力電圧
������������� DC24V ±5％

DC16.5V

2A

約1時間

約24時間

0～ ＋ 40��

29（H）×85（W）×120（D）mm（コード含まず）

約150g

充電時間　　　 ※1
�������������

放電時間　　　 ※2
����������������

使用温度範囲
�����������������

外観寸法
����������

質量（重量）
������

出力電圧
��������������

充電電流
����������������

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。

※ 放電や充電はできません。

項目
����� 規格

入力電圧
������������� AC100V　50・60Hz

DC24V

1.8A

26（H）×62（W）×99（D）mm （コード含まず）

約350g

外観寸法
����������

質量（重量）
������

出力電圧
��������������

出力電流
��������������

充電器 ACアダプター

バッテリーパック�������の電池表面温度が，
0℃未満または + 40℃を超えている。

バッテリーパック�������の寿命または故障
p.3「放電してから充電する場合」を繰返しても
点滅する場合，新しいバッテリーパック�������
に交換してください。

バッテリーパック�������の電池表面温度が
0～ + 40℃になるようにしてください。

赤

  

点滅

点灯

点滅

安全上のご注意

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して，誤った取扱いをすると，人が傷害を負う可能性が想定
される内容，および，物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

　 記号は，注意（警告を含む）が必要な内容があることを示しています。
図の中に注意内容（左図の場合，警告または注意）が描かれています。

警告
注意

　 記号は，禁止の行為を示しています。
図の中に禁止内容（左図の場合，分解禁止）が描かれています。

　 記号は，行為を強制したり指示する内容を示しています。
図の中に指示内容（左図の場合，ACプラグをACコンセントから抜く）
が描かれています。

絵表示について
この「取扱説明書」には，製品を安全に正しくご使用いただき，ご使用になる方や他の人への危害，財産
への損害を未然に防止するために，いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は，次のとおりです。

ご使用の前に，この「安全上のご注意」をよくお読みください。

ご注意
以下のレベルチェッカーには使用できません。
���，���，����，���，���，���，
����，�����，����，�����

ニッケル水素電池用

※1 完全に放電したバッテリーパック�������を充電したときの目安です。
（約1.5時間を超えると，電池の保護のため，充電を停止します）

※2 完全に充電したバッテリーパック�������を放電したときの目安です。


