
The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

G1500015A12V及び24V
鉛酸

Wet Gel MF EFB AGM Li-Ion

海上 | 自動 | RV | パワースポート（芝生及び庭） 

リチウム

12Vバッテリーを最大400アンペア/時で充電します。24Vバッテリーを最大200アンペア/時
で充電します。 

UltraSafe
®バッテリー充電器

車、トラック、RV、装置、トラクター、航空機、及び他の大型アプリケーション。
完全に使い切ったバッテリーを最大400アンペア/時でフル充電します。

非常にコンパクトで頑丈なポータブルUltraSafe Smart充電器。火花防止技術や逆極性の防止を特長としてい
ます。従来の充電器と比較して2倍速く充電できます。過充電が生じることなく永久に接続しておけます。

ジャンプチャージ。
使い切ったバッテリーを有する
車両を、5分以内で安全かつ即
座に充電し起動させます。

スタート／ストップ。 

メモリ。
再起動の際には、直前に選択したモー
ドに戻ります。

メンテナンスのその上に。
過充電が生じることなく、無制限
にバッテリーをフル充電にし続け
ることができます。

診断。
直観的に使える視覚的な診断ツー
ルで逆極性や低電圧、バッテリーの
損傷を検出します。

ロードトラッキング。
バッテリーに負荷がかかると、充
電電流を動的に変更します。

節電。
最大の電力が必要ないときは、
エネルギーの消費を最小限に抑えます。

温度モニター
周囲の天気を基に、内部の温度センサ
ーが充電を調節します。

CANBUS。
自動的に充電用ポートでCANBUS
システムの充電ができます。  

安全。
逆極性、火花、過充電、過電流、
開回路、漏電、過熱を防ぎます。 

ファイアウォール。

インタラクティブ。 
有機バッテリーからのフィードバック
を基に、充電プロセスを変更します。 

頑丈。
汚れ、水、日光、衝撃、クラッ
シュに耐性があります。

リカバリ。
低電圧、硫酸化、性能の低下
が検出されると、高電圧パルスが
出力されます。

最適化。
内部バッテリーの化学組成を安定さ
せ性能及び寿命を向上させます。 

反対作用により、マイクロハイブリ
ッド車両のバッテリーにおける循環
エネルギーの需要が増加。

幾多もの安全バリアが危険又は
異常状態を防止。  
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Standby

電源なし
スタンバイモードでは、充電器は何も充電を行わず、電力は
バッテリーに提供されません。このモー
ド使用時に節電機能がアクティブになっていると、
コンセントからわずかな電力が使用されます。このモー
ドを選択すると、橙色のLEDライトが点灯します。  

14.5V  |  15A  |  最大 400アンペア/時のバッテリー
12V湿電池、ゲル電池やEnhanced Flooded Battery、メンテナン
スフリー、カルシウムバッテリーの充電を対象としています。
このモードを選択すると、白色のLEDライトが点灯します。

12V
NORM

14.8V  |  15A  |  最大 400アンペア/時のバッテリー
50ºF (10ºC).未満の低温での12Vバッテリーの充電又はAGMバッ
テリーの充電を対象としています。このモードを選択すると、
青色のLEDライトが点灯します。

24V
NORM

29V  |  7.5A  |  最大 200アンペア/時のバッテリー
24V湿電池、ゲル電池やEnhanced Flooded Battery、メンテナン
スフリー、カルシウムバッテリーの充電を対象としています。
このモードを選択すると、白色のLEDライトが点灯します。  

29.6V  | 7.5A  |  最大 200アンペア/時のバッテリー
50ºF (10ºC).未満の低温での24Vバッテリーの充電又はAGMバッ
テリーの充電を対象としています。このモードを選択すると、
青色のLEDライトが点灯します。 

12V 
COLD/
AGM

24V 
COLD/
AGM

14.2V  |  15A  |  最大 400アンペア/時のバッテリー
リン酸鉄リチウム等の12Vリチウムイオン電池の充電を対象と
しています。このモードを選択すると、
青色のLEDライトが点灯します。

12V
LITHIUM

15.5V  | 15A  |  最大 400アンペア/時のバッテリー
通常より高い電圧を要する12Vの先進的なAGMバッテリー
の充電を対象としています。このモードを選択すると、青色の
LEDライトが点灯します。

12V 
AGM+

Press & Hold 

Press & Hold 

13.6V
SUPPLY

13.6V  |  5A  |  最大6A
タイヤの空気入れやオイルチェンジャー、さらにバッテリー
交換時のメモリ固定器具など、どんな12VのDCデバイスにも
電力を供給可能なDC電源に変換します。このモー
ドを選択すると、青色のLEDライトが点灯します。

Press & Hold 

12V
REPAIR

16.5V  |  1.5A  | すべてのアンペア/時
古くなったバッテリーやアイドル状態のバッテリー、
損傷や層状化、硫酸化したバッテリーを修復するバッテリー
回復用モードです。このモードを選択すると、赤色のLEDライ
トが点灯します。

Press & Hold 

モード 説明

充電モード

小売用包装:
寸法: 8.15x5.04x17.36インチ
(207 x 128 x 441mm)
重量：6.28ポンド(2.85kg)
UPC: 0-46221-13143-7
内側の段ボール箱:  
寸法： 8.66x5.55x18.03インチ
(220 x 141 x 458mm)

(続き)重量：6.65ポンド(3.02kg)
メインの段ボール箱:
寸法：18.5x12.28x18.98インチ
(470 x 312 x 482mm)
重量：28.31ポンド(12.84kg)
数量：4
UCC: 10046221131434
パレット当たりのユニット：84ユニット

2.8”
(71mm) 

14.1”
(358mm) 

10.5”
(267mm) 

4.8”
(122mm) 

0.2”
(4.1mm) 

0.1”
(2mm) 

ACケーブル：75インチ(190.5cm)
DCケーブル：56インチ(142.2mm)

入力電圧(直流):

使用電圧(直流):

110-120 VAC、50-60Hz

85-130 VAC、50-60Hz

約85%

電力: 最大225W

低電圧検知: 

逆流ドレーン: <5mA

充電器の種類: 8ステップ、Smart Charger

バッテリーの種類: 12V及び24V

バッテリーの化学組成: 湿電池、ゲル電池、MF、CA、EFB、AGM、LIB

バッテリー容量: 最大 400アンペア/時(12V)、
最大 200アンペア/時(24V)、
全バッテリーサイズを維持

寸法(長さx幅x高さ):

重量:

技術上の仕様

冷却: ファンによる冷却

効率:

周囲温度:

筐体保護: IP442V (12V), 14V (24V)

• G15000 Smart充電器
• 統合アイレットを備えたバッテリークランプコネクタ
• ユーザーガイド、情報ガイド、保証

充電の手順

0°C～+40°C（32°F～+104°F)

3.93ポンド(1.78 kg)

10.5 x 4.8 x 2.8インチ(267 x 122 x 71mm)   

電圧(V)

電流（A）
ステップ
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