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Batteries & Jumpings /etc.
バッテリージャンプ／他

Jump Start Packs
ジャンプスタートパック

Hi-Quality Starting Packs
高性能スターティングパック

Batteries & Jumpings /etc.
バッテリージャンプ／他

Jump Start Packs　ジャンプスタートパック Hi-Quality Starting Packs　高性能スターティングパック

12V 1900 Peak AMP
サイズ: 幅370×奥行135×高さ470（mm） 重量：10kg
12V　シガープラグ付属
1.20Ah 高性能AGM
HO-120S 販売価格（税抜）　￥35,200

サイズ：幅280×奥行190×高さ318（mm） 重量：13.5kg
ケーブル長：1,500mm
SK-1240 販売価格（税抜）　￥126,000

■あかつきオリジナルモデル HO-120S
日本のロードサービス業務用にメーカーと機器の細部に
至るまで協議し誕生した機種、他では手に入らないプロ
仕様のモデルです。業務に必要な機能を凝縮。

■12V/24V車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ
わずか13.5kgの軽さで、24V-10,000ccの車両を楽々始動できます。
24V車両であれば、オルタネータからの充電も可能です。

1. 20Ah高性能AGMシールドバッテリー搭載
2. 電流出力用On / Off スイッチ搭載
3. サージプロテクション機能搭載
4. ケーブル長1.5m 太さ35mm
5. 高効率ワニクチクランプ採用
6. 逆接防止機能搭載
7. 落下に強い衝撃吸収ケースを採用

12V 1700 Peak AMP
サイズ: 幅270×奥行200×高さ257（mm） 重量：8.5kg
内蔵バッテリー容量確認LED、15Aシガーソケット付
ケーブル長は900mm、付属のインテリジェント充電機は
過充電防止機能付
MA-120J 販売価格（税抜）　￥21,000

■あかつきオリジナルモデル MA-120J
高性能AGMバッテリーは液モレ/ガスの発生がない密閉
構造！メンテナンスフリー！ジャンピング作業に機能を
絞ったシンプルな1台ロードサービス業務に重宝します。

余裕の1,500mmロングケーブル
地面に置いて作業可能です。

耐久性と
使い易さを
追求！！

推奨
モデル

Hight Power

Low Price

高性能
エコノミー
モデル

小型軽量！

小型軽量！

接続時のスパークを防止する
出力On/Off スイッチ付

（150）

SP-3500 SP-3500J
ロングケーブルタイプ
（1,500ｍｍ）

90 25 25

165

165
115

逆接防止警報装置搭載。
万一の際アラームとランプで警告。
サージプロテクションインジケータ。

バッテリー交換時のメモリー電源として
作業灯などのＤＣ電源として

高性能ロングライフバッテリー内蔵

サイズ：幅275×奥行き130×高さ275（mm） 重量：9.0kg
付属品：100V充電アダプター 12V充電用シガープラグコード
ケーブル長：1,500mm
SP-3500S 販売価格（税抜）　￥78,850

■12V車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ
サージアブソーバー内蔵、逆接防止機能搭載、電源スイッチ付。

対象：12V-6,000ccガソリン／4,000ccディーゼル
サイズ： 幅280×奥行128×高さ248（mm） 重量：8kg
付属品：100V用専用充電機
12V充電用シガレットプラグコード
SP-3500J （ケーブル長：1,500mm）販売価格（税抜）　￥52,200
SP-3500 （ケーブル長： 800mm）販売価格（税抜）　￥44,100

■12V車両ポータブルバッテリーエンジンスタータ

PB1200GX 販売価格（税抜）　￥30,800

■Start CUBE
スタートキューブはわずか2.5kgで3,000ccのエンジンを
始動する世界最小のジャンピングパックです。NASA宇宙
工学で開発され、軍事・航空機分野で磨かれた技術が、この
小さなスタートキューブに入っています！世界の最先端
テクノロジーの集大成が、究極のポータブル電源になりました。
サービスカーの進入できない駐車場等で威力を発揮！高性能＆
長寿命バッテリー搭載、オートセーフティー機能搭載、機器を
ショートや過負荷から保護します。(特許出願中)

20Ah高性能AGMシールドバッテリー内蔵
12V 450CCA 1,700 Peak Amps

サージ
プロテクション
内蔵！

逆接防止
機能搭載

サージ
機能搭載

従来商品に比べて長寿命、内蔵バッテリーの品質が違います！ 高性能バッテリー採用！
使用状況や、充電の仕方によっても大きく変わりますが、適切に御使用頂きますと3年～5年の寿命があります。また、繰り返しの使用にどのくらい
保つかというサイクル寿命は、80％の放電深度で500回以上にもなります。電動機器などの電源としてディープサイクル用途にも最適です。
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Batteries & Jumpings /etc.
バッテリージャンプ／他

Jump Start Pack & Cables
ジャンプスタートパック & ケーブル

Battery Testers, Memory Saver & Voltage Tester
バッテリーテスター、 メモリーセーバー & ボルテージテスター

Batteries & Jumpings /etc.
バッテリージャンプ／他

Jump Start Pack & Cables　ジャンプスタートパック & ケーブル Battery Testers, Memory Saver & Voltage Tester　バッテリーテスター、 メモリーセーバー & ボルテージテスター

・逆接防止機能搭載。
・LEDワークライトは夜間作業に便利！
・内蔵バッテリー確認用ボルトメーター&
 15Aシガーソケット付
・ケーブル長は余裕の1.5m
・内蔵のインテリジェント充電機は、
 過充電防止機能付き

■あかつきオリジナルモデル
小型コンプレッサー搭載により、スペアタイヤ交換時にエアー充填可能です。
サージプロテクション機能に加え、電流出力用ローターリースイッチ付で
接続時のスパークを防止。
12V 500CA 1,800Peak AMP、ケーブル長1,500mm、20Ah 高性能AGM
PL-120A 販売価格（税抜）　￥36,000

車の電子回路をサージから守ります！接続確認灯付！
従来のSA-100よりケーブルの全長が400mm長くなり、作業の
しやすさが格段に良くなりました。
適応車両電圧：12V
接続確認灯：あり（正常接続時に緑点灯）
ターミナルクリップ間の長さ：900mm
外形寸法：幅138×高さ35×長さ76（mm）※ハーネスを除く
重量：200g
SA-100L 販売価格（税抜）　￥7,500

車の電子回路をサージから守ります！接続確認灯付！
サージ吸収と車両始動前後の電圧測定がこの1台で可能になりました。
作業安全性と効率性を同時に求めるあなたに是非お勧めします！
適応車両電圧：12V
電圧表示灯：あり（3V未満では表示できません）
接続確認灯：あり（正常接続時に緑点灯）
ターミナルクリップ間の長さ：800mm
外形寸法：幅138×高さ35×長さ76（mm）※ハーネスを除く
本体質量：200g
SA12VD 販売価格（税抜）　￥8,700

OBDⅡ接続ケーブル付属。
内臓バッテリー：12V 7Ah
サイズ: 幅70×奥行90×高さ150（mm）
重量：2.8kg
付属品：OBDⅡ接続ケーブル、AC/DC充電ケーブル、
クランプケーブル
MS2 販売価格（税抜）　￥16,000

■メモリーセーバー
自動車整備時にバッテリーを外す際、内蔵バッテリーより最大12時間の電源供給が行える
ので、電装関連のメモリーを保持することができます。メモリーの再設定の手間が省ける
だけでなく、大切なメモリーデータを消去せずにすむので、顧客満足度も向上します。

バッテリーに負担をかけないシングル
ロード&ダイナミックレジスタンステク
ノロジーで高速、正確、簡単にバッテリー
状態の診断が可能です。

電撃吸収ケーブルサージアブソーバー 電圧表示機能付サージアブソーバー

■DS6
本体：幅105×高さ185（mm）
ケーブル：1,800mm　
日本語取扱説明書、ハードケース
単三電池4本、ロール紙2本付属
DS6 販売価格（税抜）　￥45,000

■DS4
測定項目：12Vバッテリー
充電および始動システム
測定範囲：4.5V～16V
コード長：500mm
サイズ: 幅79×奥行22.7×高さ120（mm）
特徴：コンパクトサイズ 乾電池不要
DS4 販売価格（税抜）　￥13,320

■スパークキラー
■クリップ式ボルテージテスター
バッテリー電圧とエンジン始動後の発生電圧が測定できます。
B/Tジャンプ後のお客様への説明も明瞭で安心です。
本体：幅40×高さ100（mm）　
モニター部：幅25×高さ15（mm）
ケーブル：600mm ワニクチクリップ
測定範囲：5VDC-30VDC
本体重量：75g
R8-124-W4 販売価格（税抜）　￥2,300 デジタル表示で一発計測!!

12V車-24V車併用

サージプロテクション
ビルトイン

コンプレッサー
ビルトイン

ジャンピングの
必需品！！

ジャンピングの
必需品！！

バッテリーへ
直接接続して
簡単測定！薄型クリップで

取り付けやすい。

顧客満足度は
わかりやすさから!
お客様のアフター
フォローが充実!

過放電したバッテリーにポータブル電源などを
接続する際に発生する高電圧スパーク（サージ）を
吸収して車載電子機器の破損を防止！
SK-01A 販売価格（税抜）　￥5,500
電圧の低くなったバッテリーにブースターで電力を供給し、ブースターをバッ
テリーへ接続する際、サージ電流という大きな電流が瞬間的に流れることが
あります。サージ電流により電子機器等の故障やデータの消失が起こり、
大きな被害をもたらします。サージプロテクターはバッテリーとブースターを
仲介し、サージを吸収します。ロードサービスの必需品です。

ケーブル長
1,500mm

【付属品】

別売品
シガープラグケーブル

OBD2ケーブル×1
※本体背面に格納されています。クランプケーブル×1

ACアダプタ×1
※コンセントから充電

各社アイドリングストップ車用バッテリー・ハイブリッド用補機バッテリーのデータがプリ
セットされており、バッテリーの種類を選択するだけで瞬時に診断が可能です。CCA値を
直接入力しての診断も可能。ISS/HVに加え、もちろん従来の鉛バッテリーも測定できます。

国内／海外バッテリー・通常鉛／ISS／HV対応

DHC社は40年の実績を持つ安心と信頼のバッテリーテスター専門メーカーです。
※1…アイドリングストップ車用バッテリー　※2ハイブリッド用補機バッテリー

※1 ※2

ISS・HV専用プログラム搭載バッテリーテスター

直感的操作が可能なデザイン プリンター機能内蔵 クランプケーブル交換可能

小型ながらもSLDR技術で瞬時にバッテリーの状態を高精度診断する
ことが可能です。本体裏面にCCA/JIS換算表付き(CCA値入力)。バッテリー
タイプは標準、MF（メンテナンスフリー）、AGMフラットプレート、AGM
スパイラルを選択可能で、主要な他国規格にも対応しています。

・小型･軽量タイプ
・CCA値/JIS換算表付き。
・内部抵抗測定可能

バッテリー＆システムテスター
ISS/HV対応

小型ながら瞬時に
バッテリー状態を正確に診断！

ISS/HVバッテリー、
輸入車バッテリーにも対応！

システムテスト
（オルタネータチェック）
機能も搭載！

裏面の換算表で
CCA値を簡単選択！

SA12VD
SA-100L



バ
ッ
テ
リ
ー
ジ
ャ
ン
プ
／
他

Batteries &
 Jum

pings /etc.

コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー

Com
pressors

2019

Batteries & Jumpings /etc.
バッテリージャンプ／他

Cables & Accessories
ケーブル & アクセサリー

Compressors
コンプレッサー

Compressors
コンプレッサー

Cables & Accessories　ケーブル & アクセサリー Compressors　コンプレッサー

ケーブル：ショートタイプ　長さ：約7.5m（41-7/25）
 ロングタイプ 長さ：約9.0m（41-7/30）
41-7/25 ショートケーブル 販売価格（税抜）　￥34,800
41-7/30 ロングケーブル   販売価格（税抜）　￥41,500
SM-10 アウトレットケーブル 販売価格（税抜）　￥14,000

■交換用アクセサリー
41-302A サイドポストアダプター（輸入車等に使用します） 販売価格（税抜）　￥ 1,950
41-302 クランプキット  販売価格（税抜）　￥10,000
41-700Pr ケーブルプラグエンドセット 販売価格（税抜）　￥ 4,700
41-700C プラグキャップ 販売価格（税抜）　￥ 1,590
41-C プラグハンドル 販売価格（税抜）　￥ 1,700

■ハシケン・バッテリーケーブル

■Quick AIR

■コンプレッサー

■コンプレッサー

■サブタンク

◎ハシケン・バッテリーケーブル3つの特長

■プラグインジャンプスタートケーブルキット
レッカー車側のプラグにジャンパーケーブルを接続するだけで、即使用
できます。レッカー車側のプラグにはカバーが付属、雨などからの
腐食を防ぎます。柔軟性のあるケーブルは耐候性で長持ちします。

仕様：500A
レッカー車側ケーブル長：1.2m
ケーブル：長さ約7.5m
41-3 販売価格（税抜）　￥78,300

■ソケットボックスプラグインジャンプスタートキット
レッカー車側のソケットにジャンパーケーブルを
接続するだけで、即使用できます。ステンレス
製ボックスを、レッカー車の後部や側面にあら
かじめ取付けて使用します。

レッカー車やキャリアカーのツール
ボックスに収納可能な小型サイズ。
スペア交換時のエアー充填にも余裕の
最大圧力1,055kg/14.06kg。ロード
サービス業務に最適なアイテムです。
製品は12V仕様なので、バッテリー
ジャンプパック等に接続して使用
可能です。圧力メーターはエアー
ホースに付属、収納バックも付属します。

サブタンクを追加することにより、さらに作業性がUP
します。長時間に渡る作業のほか、エアータンクを携行
しての作業に最適です。エアーチャックはインテーク用と
サプライ用に２口装備、さらに圧力メーター、ドレンコックも
装備されています。
20L／
サイズ： 幅250×高さ380×長さ500（mm）
AST-20 販売価格（税抜）　￥12,800
36L／
サイズ：幅240×高さ350×長さ740（mm）
AST-36 販売価格（税抜）　￥18,100

スペア交換の
必需品！！

三菱ワークスカー、
パリ･ダカールラリーに採用。

1. 重量は従来品の約1/2、軽量・コンパクトで取り扱いやすく収納も簡単です。
2. 緊急時でも安全・確実に作業が出来る、5～7ｍといった実用的なゆとりの長さで、
 安心接続を実現しました。
3. 新設計のクリップでショート・スパークを防止、導電性もアップしました。

41-7/25

SM-10

41-700C

41-700Pr

41-C41-302

41-302A

41-3

（税抜）

品　番

適応車種

仕様

ケーブル長

販売価格

HBC-260

軽自動車～大型トラック

max 260A・24V

7m

¥24,000

HBC-320

軽自動車～大型トラック

 max 320A・24V

 7m

¥33,000

HBC-400

軽自動車～大型トラック

 max 400A・24V

7m

¥41,000

（税抜）

品　番

総重量

外形寸法

電源コード長

エアーホース長

常用最大圧力

最大消費電力（負荷時）

販売価格

QAX

3.9kg

幅140×高さ207×長さ291（mm）

 3.5m

0.6m

150Psi

25A

¥35,100

QAX2

4.6kg

 幅140×高さ212×長さ322（mm）

 3.5m

0.6m

200Psi

30A

¥37,910

H　P

回転数（R.P.M.）

空気流量1/min @ 0.6MPa

最高圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa/psi）

重量（kg）

Amp（12V/24V）

寸法：幅×高さ×長さ（mm）

1/2

2100

22

0.88

0.8/115

8

24/12

180×260×290

DC-05K 販売価格（税抜）　￥42,800

H　P

回転数（R.P.M.）

空気流量1/min @ 0.6MPa

最高圧力（MPa）

最高使用圧力（MPa/psi）

タンク容量（L）

重量（kg）

Amp（12V/24V）

寸法：幅×高さ×長さ（mm）

1/2

2100

22

0.88

0.8/115

15

17

24/12

230×630×580

DC-0515 販売価格（税抜）　￥59,800

15㍑
搭載モデル


