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4 5

　従来型の鉛バッテリーが希硫酸電
解液を使用しているのに対し、バッテ
リー液をジェル状とした次世代型バッ
テリーがこのナノ・ジェルバッテリーシ
リーズ。ジェル状バッテリー液をガラ
ス繊維状のスポンジマット（AGM＝
Absorbent Glass Mat）に浸み込ませ
た独自の内部構造を持っていることが
最大の特長。

　極板との密着性がよくイオン伝導度
が高い新開発のナノ・ジェルテクノロ
ジーにより高い起電効率を実現しまし
た。また、きわめて放電しにくいという
性質から、長期保管性能をさらに向上
させています。ジェル状バッテリー液は、
横置きで搭載しても液漏れの心配が
なく、耐震性能が高いことも高性能の
証です。

充放電性能と耐震性能が高い
ジェル状バッテリー液

DETAIL

●バッテリー液がジェル状だから横置き
に搭載しても液漏れの心配は一切なし。

●両ターミナル部にはプラス（赤）とマイナ
ス（黒）を分かりやすく、しかも上面に表示。

ストラップ

プラス極板

マイナス極板

袋状セパレータ端子

最新のナノ・テクノロジーを駆使した
ジェル状バッテリー液を採用。
AGM構造も採用したシリーズ最強のバッテリー

モ ー タ ー サ イ ク ル 用 高 性 能 バ ッ テ リ ー

ナノ・ジェル
バッテリー

PRO SELECT
GEL BATTERY SERIES

特 徴

ジェル状バッテリー液
だから横置きでも安心

すぐに使える
液入充電済

ナノ・ジェルテクノロジーと
AGM構造で

充放電性能が高く
ロングライフ

・定期メンテナンス不要
・旧車にも対応が可能
・液漏れの心配もなし！

開放式のパワーアップバージョンで

　この“S”はスモールのSを表しており、サイズをスモール化しながら電
極板を薄く表面積を大きくすることでハイパワーを実現しています。また
商品名に“GL”が付くものはGELのバッテリー液を採用しています。

「PSZ7SのSってどういう意味？」

まめ知識
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ECO
リチウムイオンバッテリー スタンダード

バッテリーECO LITHIUM ION BATTERY SERIES

STANDARD BATTERY SERIES

圧倒的な
エネルギー効率で
超ロングライフを実現

小型＆軽量だから
走行性能も向上

高い安全性の
LifeP04※を採用

特 徴
圧倒的なロングライフ性能と軽さの
エコリチウムイオンバッテリー

コストパフォーマンスと
クオリティを両立した
スタンダードバッテリーシリーズ

　小型で軽量、そしてロングライフが特長のエコリチウムイオンバッテリ
ーシリーズ。従来の鉛バッテリーに対して、約3分の1という圧倒的な軽さ
を実現しながら、約1.5～2倍もの長寿命を誇ります。交換サイクルが長
い環境に優しいバッテリーです。
　また、約1.5倍という高いエネルギー密度によって、大排気量エンジン
であっても始動時のクランキングは楽々。バイク用の耐振動性能や高効
率放電性、そして低温始動性にも優れた設計としました。

高いエネルギー密度を誇る
リチウムイオン電池

　すでに長い使用実績のある鉛バッテリーのス
タンダードモデル。高い信頼性とプロが認める高
性能を備えつつ、圧倒的なコストパフォーマンス
を実現したシリーズです。
　スタンダードバッテリーシリーズにはMFタイプ
と開放型（液別）がラインナップされており、さら
にMFタイプには液入り充電済みタイプと液別タ
イプ（即用タイプ）を用意しています。原付スクー
ターから旧車、さらに6V仕様のバイクまで、多彩
なラインナップを誇ります。

車種ごとに最適化された
信頼と実績の高さ

蓋

負極配線

リチウム

固定枠

電槽

ボルト

端子キャップ

シリコンカバー
端子

ナット

ボルト

電路極板
正極配線

絶縁紙

P.Eテープ

DETAIL

LINE UP

●滑り止めの
ラバーマットを
装備。横倒し
搭載ももちろ
んOK。

●ケースの大
きさを合わせる
ためのスポン
ジマット製スペ
ーサーが付属。

●付属のスペーサーを張り付ければ、互換性のあるバッテリーとケースサイズを合わせられる。

●付属のスペーサーでケースサイズを調整

スタンダードシリーズでも
液入り充電済には
AGMを採用

○液入り充電済MFタイプ

○開放型（液別）

○液別MFタイプ

AGMを採用し、バッテリー液が注入
済みの密閉式MF（メンテナンスフリ
ー）タイプ。使用時の電解液注入作業
などが不要。安全で簡単だが、長期間
にわたって保管する場合は、定期的な
補充電が必要（ナノジェルタイプは1
年に1度）。

液口栓からバッテリー液（希硫
酸電解液）を注入するタイプ。電
解液の取り扱いには毒物劇物
取扱責任者の資格が必要。バ
ッテリー補充液（蒸留水）によ
る定期的なメンテナンスが必要。
傾けると液が漏れるので取り扱
いに注意。

※液別タイプは「毒物劇物取締法」の
規定対象商品となっております。

カートリッジを本体に垂直に差し込み、
液口栓からバッテリー液を注入するタ
イプ。注入して30分ほど経ってからフタ
を閉めて密閉するため、傾けても液漏
れの心配がない。また、バッテリー補充
液による定期的なメンテナンスも不要。

モ ー タ ー サ イ ク ル 用 高 性 能 バ ッ テ リ ー

特 徴

専用充電器はP10へ

※正極にLifeP04を採用することで
ガスによる発火や爆発の危険性を低減し、
高い安全性を実現しています。

あらゆる車種に
対応できる

豊富なラインナップ

液別タイプは
長期保管が可能
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ハーレー専用
AGMバッテリー

AGM BATTERY FOR HARLEY DAVIDSON

ビッグツインの振動をものともしない
ハーレーダビッドソン専用タフ仕様

　バッテリー液をガラス繊維状のスポ
ンジマット（AGM＝Absorbent Glass 
Mat）に浸み込ませた独自の内部構造
を持っているAGM構造の特性をさら
に強化して、強いバイブレーションに耐
えるよう進化したハーレー専用バッテ

リーシリーズ。極板の溶接を強化する
とともに、ハイワッテージ化して優れた
クランキングパワーを実現。ビッグツイ
ンも楽々始動できます。取り付け用ボ
ルト付属。ハーレー本国のアメリカでも
流通しています。

AGMのメリットを最大限に進化させた
耐震仕様

ハイワッテージ化し
始動性能を向上

端子構造を
より強固に見直した
ハーレー専用設計

ビッグツインエンジンの
大きな振動に耐える
強化したAGM構造

バ ッ テ リ ー 互 換 表

㋱…メーカー希望小売価格（税別）

特 徴

Pro Select（スタンダード・MF）

Pro Select（スタンダード・開放式・12V）

Pro Select（スタンダード・開放式・6V・12V）

PT4L-BS（液別） PSB001 ㋱4,572円

PS4B-BS PSB003 ㋱7,429円

PS4A-BS PSB002 ㋱7,429円

PTX4L-BS（液別） PSB011 ㋱5,524円

PTX5L-BS（液別） PSB004 ㋱8,381円

PTX7A-BS（液別） PSB005 ㋱9,334円

PTX7L-BS（液別） PSB006 ㋱9,048円

̶

PTX9-BS（液別） PSB007 ㋱11,238円

̶

PTX12-BS（液別） PSB008 ㋱11,715円

̶

̶

PTX14-BS（液別） PSB009 ㋱12,191円

̶

PTX20L-BS（液別） PSB010 ㋱16,000円

̶

PSZ7S-BS（液別） PSB049 ㋱9,334円

̶

̶

̶

̶

̶

̶

PB4L-B PSB020 ㋱7,429円

PB5L-B PSB021 ㋱8,381円

PB7-A PSB023 ㋱9,810円

PB7C-A PSB024 ㋱10,000円

PB7L-B PSB022 ㋱10,381円

PB9-B PSB025 ㋱10,572円

PB9L-A2 PSB027 ㋱10,762円

PB9L-B PSB026 ㋱10,953円

PB10L-A2 PSB028 ㋱11,239円

PB10L-B PSB029 ㋱11,429円

PB10L-B2 PSB030 ㋱11,715円

PB12A-A PSB031 ㋱11,905円

PB12B-B2 PSB032 ㋱12,191円

PB14-A2 PSB034 ㋱12,572円

PB14L-A2 PSB033 ㋱12,381円

PB16AL-A2 PSB037 ㋱13,143円

PB16CL-B PSB035 ㋱13,143円

6N2A-2C-4 11068198 ㋱3,700円

6N2A-2C 11068181 ㋱3,700円

6N2-2A-8 11068235 ㋱3,200円

6N2-2A-7 11068228 ㋱3,200円

Pro Select（ナノ・ジェル＋AGM）

Pro Select（ナノ・ジェル＋AGM）

GL-PT4L-BS PSB101 ㋱5,080円

GL-PS4B-BS PSB103 ㋱7,429円

GL-PS4A-BS PSB102 ㋱7,429円

GL-PTX4L-BS PSB111 ㋱6,080円

GL-PTX5L-BS PSB104 ㋱9,280円

GL-PTX7A-BS PSB105 ㋱10,280円

GL-PTX7L-BS PSB106 ㋱9,980円

GL-PT7B PSB116 ㋱15,500円

GL-PTX9-BS PSB107 ㋱12,380円

GL-PT9B-4 PSB117 ㋱16,200円

GL-PTX12-BS PSB108 ㋱12,880円

GL-PT12B-4 PSB118 ㋱17,600円

GL-PS12A-BS PSB173 ㋱12,800円

GL-PTX14-BS PSB109 ㋱13,500円

GL-PT14B-4 PSB119 ㋱18,600円

GL-PTX20L-BS PSB110 ㋱17,600円

GL-PSZ5S PSB172 ㋱8,800円

GL-PSZ7S PSB112 ㋱10,280円

GL-PSZ10S PSB113 ㋱13,800円

GL-PSZ12S PSB114 ㋱14,500円

GL-PSZ14S PSB115 ㋱15,500円

GL-PB2.5L-C PSB174 ㋱4,980円

GL-PB3L-A PSB176 ㋱9,800円

GL-PB3L-B PSB177 ㋱9,800円

GL-PB4L-B PSB120 ㋱8,180円

GL-PB5L-B PSB121 ㋱9,280円

GL-PB7-A PSB123 ㋱10,800円

GL-PB7C-A PSB124 ㋱11,000円

GL-PB7L-B PSB122 ㋱11,500円

GL-PB9-B PSB125 ㋱11,680円

GL-PB9L-A2 PSB127 ㋱11,800円

GL-PB9L-B PSB126 ㋱12,080円

GL-PB10L-A2 PSB128 ㋱12,380円

̶

GL-PB10L-B2 PSB130 ㋱12,880円

GL-PB12A-A PSB131 ㋱13,000円

̶

GL-PB14-A2 PSB134 ㋱13,800円

GL-PB14L-A2 PSB133 ㋱13,600円

GL-PB16AL-A2 PSB137 ㋱14,500円

̶

Pro Select（リチウムイオン） GSYUASA（旧YUASA）

GSYUASA（旧YUASA）

GSYUASA（旧YUASA）

GSYUASA（旧YUASA）

̶

̶

̶

̶

̶

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

̶

̶

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

̶

̶

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

LPT20H-FP-BS PSB203 ㋱26,800円

̶

̶

̶

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

LPT14H-FP-BS PSB202 ㋱18,800円

YT4L-BS

YT4B-BS

YTR4A-BS

YTX4L-BS

YTX5L-BS

YTX7A-BS

YTX7L-BS

YT7B-BS

YTX9-BS

GT9B-4

YTX12-BS

YT12B-BS

YT12A-BS

YTX14-BS

GT14B-4

YTX20L-BS

YTZ5S

YTZ7S

YTZ10S

YTZ12S

YTZ14S 

YB2.5L-C

YB3L-A

YB3L-B

YB4L-B

YB5L-B（12N5-3B）

YB7-A（12N7-4A）

YB7C-A

YB7L-B（12N7-3B）

YB9-B（12N9-4B-1）

YB9L-A2

YB9L-B

YB10L-A2

YB10L-B（12N10-3B）

YB10L-B2

YB12A-A

YB12B-B2

YB14-A2

YB14L-A2

YB16AL-A2

YB16CL-B

YTX14L-BS

YTX20H-BS

YTX20HL-BS

YIX30L-BS

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

　ハーレーの中でもツーリングモデルなどはオーディオを搭載しているものもあ
り、より大きな電力を必要とします。そこでハーレー用にハイワッテージ化したタ
イプには“H”が付いています。

「PTX20H-BSの“H”の意味は？」

まめ知識

Pro Select（ハーレー専用AGM）

PTX14HL-BS PSB050 ㋱13,800円

PTX20H-BS PSB051 ㋱19,800円

PTX20HL-BS PSB052 ㋱19,800円

PTX30HL-BS PSB053 ㋱28,800円

6N2-2A-4 11068211 ㋱3,200円

6N4-2A-7 PSB036 ㋱4,572円

6N4-2A-4 11068266 ㋱3,450円

6N4-2A-2 11068259 ㋱3,450円

6N4-2A 11068242 ㋱3,450円

6N4B-2A-3 11068280 ㋱3,450円

6N4B-2A 11068273 ㋱3,450円

6N2-2A 11068204 ㋱3,200円

12N5.5-4A 11068174 ㋱8,700円

12N5.5-3B 11068167 ㋱8,700円

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

6N2A-2C-4

6N2A-2C

6N2-2A-8

6N2-2A-7(6N2-2A-4)

6N2-2A-4

6N4-2A-7 (6N4-2A-7）

6N4-2A-4

6N4-2A-2

6N4-2A

6N4B-2A-3

6N4B-2A

6N2-2A

12N5.5-4A

12N5.5-3B

国産車から輸入車両まで幅広く
網羅。ユーザーの様々な用途に
対応しました。
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ジャンプ
スターター

RPO SELECT JUMP STARTER

1 0 1 1

バッテリー
充電器

BATTERY CHAGER & TESTER

バッテリーの状態を良好に保つ
安心＆親切機能を搭載

万が一のバッテリー上がりでも安心
モバイル端末の充電にも使える

プロセレクトバッテリーは、安心の逆接続保護機能や電流調整が
不要のフルオート充電が可能な電流一定量充電プログラムを搭
載。満充電になるとバッテリーに負荷をかけないフロート充電に自
動的に切り替えます。また、必要時にはメンテナンスモードから大容
量充電モードに自動で切り替わります。付属のリングターミナルを使
用すれば、バッテリーをバイクに搭載したままでの充電も可能です。

長期間のバイク保管や寒暖の激しい地域での万が一のバッテリー上がりでもすぐ
にエンジンが掛けられる高容量リチウムイオンバッテリー搭載のジャンプスターター。
モバイル性に優れた超小型＆軽量タイプのBC016と、コンパクトクラスまでならクル
マのバッテリー上がりにも対応できる大容量タイプのBC017の2種類を用意してい
ます。キャンプツーリングなど電源の無い場所でノートPCやスマートフォンなどモバイ
ル端末への充電にも使用できます。

LINE UP

ツーリングにも日常にも使える小型サイズ バイクはもちろん、自動車にも使えるハイパワー！

○BC016超軽量ジャンプスターター ○BC017パワージャンプスターター

小さくてもバイクのエンジン始動には十分の電池容量を誇る。カバンに入れて持ち歩けるサイズ
だから、モバイル端末の充電にも利用できる。3段階LEDライト付き。

プロ整備士向けの約20回始動可能なパワフルタイプ。様 な々ケーブルおよびアダプターが付属し
ているため、出張整備などで対応が可能。3段階LEDライト付き。専用キャリングケース付属。

モ ー タ ー サ イ ク ル 用 高 性 能 バ ッ テ リ ー

Use Jump Starter Use Jump StarterUse Charge Use Charge

●サイズ：L142×W80×H28㎜、本体重量：280g、USB電源出力：5V/2A（最大2.5A）、ピーク電
流：200A

●サイズ：L192×W100×H40㎜、本体重量：750g、USB電源出力：5V/2A（最大2.5A）、シガーソ
ケット電源出力：12V/8A、ピーク電流：600A

㋱16,800円 ㋱25,800円

LINE UP

○BC005
バッテリードライバー

バッテリーチャージャーの
スタンダード

プロセレクトバッテリー充電器シリーズの基本機
能を網羅しながらも、高いコストパフォーマンスを
誇るバッテリーチャージャーのベーシックタイプ。

○BC018
バッテリーテスター

バッテリーの状態が
一目でチェック

バッテリーの電圧や充電量、ラ
イフなどがすぐに分かるバッテリ
ーテスター。

テスター機能を備えた
高性能充電器
○BC019
インテリジェントバッテリーチャージャーPRO
プロセレクトバッテリー充電器シリーズの最強版。バイク・クル
マ・寒冷地の3モード切り替え付き。充電しながら電圧と電流
をチェックするテスター機能付き。自動診断によりサルフェーシ
ョンを起こしているバッテリーは性能回復を試みます。
●サイズ：L195×W76×H54㎜、本体重量：450g、入力電圧：100～
240V、入力電流：1.0A（100V）、出力電圧：14.7V、出力電流：4.0A

●サイズ：L180×W80×H75㎜、本体重量：900g、
入力電圧：100V、出力電圧：12V、出力電流：1.2A

●サイズ：L130×W60×H24㎜、対応バッテリー：
6V/12V、計測電圧範囲：DC4V-16V

エコリチウムイオンバッテリー専用充電器自動メンテナンス充電を備えた高機能
○BC021
エコリチウムバッテリーチャージャー

○BC020
インテリジェントバッテリーチャージャー

リチウムイオン電池の状況に合わせた充電が行なうことができ
るエコリチウムバッテリーシリーズ専用のバッテリーチャージャー。
逆接続保護機能や自動メンテナンス充電機能なども装備。

充電が完了するとバッテリーに負荷をかけないフロート充電に
自動的に切り替わるため、接続した状態で中・長期間のメンテ
ナンスが不要。必要時にはメンテナンスモードから大容量充電
モードに自動で切り替わります
●サイズ：L150×W68×H47㎜、本体重量：400g、入力電圧：100～
240V、入力電流：1.0A（100V）、出力電圧：14.7V、出力電流：4.0A

●サイズ：L150×W68×H47㎜、本体重量：400g、入力電圧：100～
240V、入力電流：1.0A（100V）、出力電圧：14.7V、出力電流：4.0A

㋱6,900円

㋱6,800円

㋱8,800円 ㋱7,800円 ㋱7,800円

特 徴

自動の
メンテナンス
充電機能

ニーズに
合わせた
充実の

ラインナップ

リングターミナル
を付属

　バイクに長期間乗らないでおくと自然放電が進みバッテリーの性能が著しく低下します。それを防ぐため微量の電流をバッテリーに流し続けるこ
とを“トリクル充電”と呼びます。しかし、電流を流し続けることでバッテリーに負荷が掛かるため、満充電後に自動で電流をゼロアンペアで維持す
るという1歩進んだ機能。それが“フロート充電”です。

「トリクル充電より1歩進んだ充電とは？」　

まめ知識

特 徴

非常時にも
使える
3段階

LEDライト

安心の
保護回路機能

付き

スマホも
充電できる
USB出力

見やすい
液晶

ディスプレイ

超軽量
280g！

㋱…メーカー希望小売価格（税別）
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