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ご使用の前に 

お買い上げいただき、ありがとうございます。 

安全にお使いいただくために

本製品はキャンピングカーに搭載するサブバッテリーの状態を無線(Bluetooth)でスマートフォンに表示します。 

快適なキャンピングライフとしていただくため以下の注意事項を良くお読みください。 

！注意 

以下の内容を無視して誤った取扱いをすると、  

火災や怪我をすることがあります。 

！本製品はキャンピングカーのサブ（補助）バッテリーの 

モニター専用です。  

走行バッテリーには使用出来ません。 

   （走行バッテリーとは車両を走行させるためのバッテリ

ーです） 

！取扱説明書の内容と違う扱いは、おやめ下さい。 

本器とサブバッテリーとの設置および配線は安全上細

心の注意が必要です。 

誤った取り付け、接続を行うと、車両部品、本体内部の

電子部品の永久的な破壊に至る恐れがあります。 

！本器を設置するとき本体の端子（ボルトおよび蝶ナット）

が周辺の金属部分や金具に接触しないように十分な間

隔をあけて下さい。 配線がショートして火災の原因にな

ることがあります。

使用上の注意 

● 本体ボディは樹脂封止構造です。 

硬いものを当てたり、落下などをさせないでください。 

傷がついたり本体が損傷する恐れがあります。 

● 端子（ボルト）には大きな電流が流れますので、 

  バッテリーとの接続および本器とケーブル（電線）との接続は 

  確実に行って下さい。（設置の項を参照して下さい） 

  接続が不十分な場合、機器の誤動作、端子周辺の発熱、 

  および本器が破損する恐れがあります。

● 本器は本体内部の電子回路を動作させるため僅かな待機電流

（スマートフォンと通信を行っていない時、約 5～10mA）を消費し

ますので長期間使用しない場合は操作説明の長期間ご使用に

ならないときを参照して下さい。

設置上の注意 

● 本器の内部にはスマートフォンと通信するためのアンテナが内

蔵されていますので、なるべく周辺金属から離した状態でご使用

ください。 設置状態により電波の受信状態が悪くなりサブバッ

テリーの状態が表示できない場合があります。

● 本器ボディは完全樹脂封止構造により埃、水分の侵入を防いで 

  いますが、劣化防止のため極力高温多湿を避けた場所に配置

して下さい。 
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特 徴

BAT.MAN BL はキャンピングカーのサブバッテリーの状態を無線(Bluetooth)でスマートフォンに送信して電圧、電流、電力および 

バッテリー残量、充電、放電状態をリアルタイムに表示する装置です。 

特徴と機能 

本器 

● 工具無しで取り付け可能。 

● 最大 4組のサブバッテリーに装着可能。 

   （バッテリーの組数分BAT.MAN BL が必要です） 

● ピーク電流 200A までの機器に使用可能。 

   ・12V 電源タイプ ： 1kW まで 

   ・24V 電源タイプ ： 2kW まで 

● 12V または 24V タイプのサブバッテリーが使用可能。 

● 完全樹脂封止ボディで振動、水、ホコリに強い。 

● サブバッテリーとの接続は電流検出用のシャント 

抵抗器が不要であり複雑な配線が不要。 

● シャント抵抗器を使用しないため、発熱が少なく 

周囲への影響が少ない。 

スマートフォンアプリ(Android) 

● Bluetooth 無線でキャビン、運転席など場所を選びません。 

● サブバッテリー残量、電圧、電流、電力を数値と 

アニメーションでリアルタイムに表示。 

● ソーラーパネルなどでの充電および放電状態を 

アニメーション表示。 

● 最大 4組までのサブバッテリー状態を表示。 

● サブバッテリーの低電圧警告機能。 

設定により音とバイブレーションで知らせます。 
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使用環境

BAT.MAN BL を安全に使用していただくため以下の使用環境をまもって使用してください。 

● キャンピングカーに設置されたサブバッテリーのみにご使用ください。 

    サブバッテリーは以下が使用可能です。 

バッテリーの種類 鉛バッテリー（ディープサイクルバッテリーを含む）のみ 

バッテリー電圧 12V および 24V 系（バッテリーの直列使用） 

28V を超える電圧を本器に接続しないでください。（本器が破損します） 

バッテリー容量 50A～105Ah までの各バッテリーに対応。（並列接続タイプにも対応可能） 

ただし、ピーク電流が 200A を超えるシステムには使用できません。 

バッテリー端子形状 マイナス端子M8 ネジ 

プラス端子M8 またはM10 ネジに対応 

端子形状がネジタイプでない場合はネジタイプへの変換アダプタなどを購入して 

ご使用ください。 

● アース電位（車体のシャーシ電位）がマイナスの車両のみ使用可能です。 

   アース電位がプラスの車両は使用出来ません。 

● スマートフォンは Bluetooth を搭載した Android OS 機器のみです。 （iPhone は対応していません） 

● 1台の BAT.MAN を複数のスマートフォンでモニターすることは出来ません。 

✖ 走行バッテリーへの装着は禁止です。

エンジンおよび走行制御のためのバッテリーへの装着は安全確保のため使用できません。 

✖ ピーク電流が 200A を超えるサブバッテリーへは装着できません。

    ピーク電流が 200A を超える場合、BAT.MAN の破損、発熱、他の機器の破損、誤動作の原因となります。 

    使用される機器の合計電力は以下としてください。 

     ・12V 電源タイプ ： 1kW まで 

  ・24V 電源タイプ ： 2kW まで 
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各部の名称 

BAT.MAN BL 

付属品リスト 

バッテリー連結金具 × 1 個 

材質 ： 銅＋すずメッキ 

蝶ナット × 3 個 

材質 ： 鉄＋ニッケルメッキ 

ワッシャー × 3 個 

材質 ： 鉄＋ニッケルメッキ 

菊座金 × 2 個 

材質 ： 鉄＋ニッケルメッキ 

シリコンゴムシート × 2 枚 

（2 枚張り合わせてあります） 

BATTERY－（マイナス）

サブバッテリーのマイナス端子にの

み接続します。 

他の配線は接続しないでください。 

（他装置のアース線を接続すると 

 正確な電流モニターが出来ません）

通信アンテナ 

検査用フタ 

工場での出荷検査用ですので 

触らないでください。 

電源端子 

本器本体を動作させるための電源端

子です。（外さないでください） 

RTN-1 

車両のアース（通常車両の

シャーシ）に接続します。 

RTN-2（サービス端子） 

接続端子 1と同じです。 

他装置のアース線がある場合は 

この端子または接続端子 1に 

接続してください。 

電源線 

サブバッテリーのプラス端

子に接続してください。 
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設 置（サブバッテリー1個の場合）

本器の取り付け 

１． 設置前の状態 

２． サブバッテリーのマイナス線を外す 

３． ＢＡＴ．ＭＡＮを取り付ける

○取り付けの前にサブバッテリーのプラス極、マイナス極を確認してくだ

さい。（プラス極およびマイナス極はサブバッテリーの端子近くにマー

クが付いています） 

○対象のサブバッテリーに接続されている機器の電源スイッチを全て 

  OFF にしてください。 

○サブバッテリーのマイナス端子側のナットまたは蝶ナットを外します。 

注意！ 

マイナス側の電線を外す際、外した電線の先端をビニールテープ 

で包むなど、他の金属物に触れない様にしてください。 

また、サブバッテリーの端子が汚れている（黒ずんでいる）場合は 

ワイヤーブラシなど使用して表面をキレイにしてください。 

汚れたまま使用した場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の 

原因となります。 

注意！ 

 サブバッテリーの配線を外すと、電子機器のメモリーバックアップ 

などの設定がクリアされる場合がありますのでご了承ください。

○付属金具を使用して本器のＢＡＴＴＥＲＹ－端子とサブバッテリーのマイナス

端子を連結してください。 

  本器の取り付け方向は配線方向により決定してください。 

○その際、本器の底面がバッテリーの面に極力平行に当たり、付属金具が 

バッテリーの面に対し平行となるか確認してください。 

  平行にならない場合は図の様に付属のワッシャーを 1～2 枚使用して 

ください。 

〇付属の蝶ナットで強く締め付けて下さい。 

  締め付けが甘い場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の原因と 

なります。 

締め付け後、本体がバッテリー表面から浮き上がっている場合や蝶ナットを

締め付けても本体が回転するなど固定が確実でない場合は一度本体を外

し、以下を実施してください。 

・付属の菊座金を蝶ナットと付属金具の間に入れ蝶ナットを締め付ける。 

・付属のシリコンシートを本器とバッテリー間に挟み再度取り付けてくだ 

さい。 

ワッシャー1枚 ワッシャー２枚 
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設 置（サブバッテリー1個の場合）

４． 本器の電源線を取り付ける 

５． マイナス線を取り付ける 

６． ID コード 

端子 

RTN-1 

○サブバッテリーのプラス側の蝶ナットを外します。 

○本器の電源線(赤色)をサブバッテリーのプラス側に接続します。 

○蝶ナットを強く締め付けてください。 

締め付けが甘い場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の原因とな

ります。 

〇本体の LED（オレンジ色）が点滅することを確認してください。 

  （電源線取り付けから約 10 秒程度で点滅を開始します） 

〇外した電線（マイナス線）を本体の RTN-1 端子に接続します。 

  その際、蝶ナットは強く締め付けてください。 

締め付けが甘い場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の原因とな

ります。 

〇その他の機器のマイナス線がある場合は RTN-1 端子以外に 

  サービス端子として RTN-2 もご使用ください。 

  （RTN-1 端子と RTN-2 端子は内部で接続されています） 

ご購入いただいた BAT.MAN BL には個別の ID コードが本体に 

つけられています。この ID コードはスマートフォンの設定時に必要 

となりますので控えておいて下さい。 

ID コード 
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設 置（サブバッテリー2個の場合）

本器の取り付け 

１．設置前の状態 

２．サブバッテリーのマイナス線を外す 

３．ＢＡＴ．ＭＡＮを取り付ける 

○取り付けの前にサブバッテリーのプラス極、マイナス極を確認してくだ

さい。（プラス極およびマイナス極はサブバッテリーの端子近くにマー

クが付いています） 

○対象のサブバッテリーに接続されている機器の電源スイッチを全て 

  OFF にしてください。 

○サブバッテリーのマイナス端子側のナットまたは蝶ナットを外します。 

注意！ 

マイナス側の電線を外す際、外した電線の先端をビニールテープ 

で包むなど、他の金属物に触れない様にしてください。 

また、サブバッテリーの端子が汚れている（黒ずんでいる）場合は 

ワイヤーブラシなど使用して表面をキレイにしてください。 

汚れたまま使用した場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の 

原因となります。 

注意！ 

 サブバッテリーの配線を外すと、電子機器のメモリーバックアップ 

 などの設定がクリアされる場合がありますのでご了承ください。 

○付属金具を使用して本器のＢＡＴＴＥＲＹ－端子とサブバッテリーの 

マイナス端子を連結してください。 

○並列バッテリーのマイナス配線も連結金具の上に接続してください。 

  本器の取り付け方向は配線方向により決定してください。 

○その際、本器の底面がバッテリーの面に極力平行に当たり、付属金具が

バッテリーの面に対して平行となるか確認してください。 

  平行にならない場合は図の様に付属のワッシャーを 1～2 枚使用して 

ください。（バッテリーメーカーにより違いがあります） 

〇付属の蝶ナットで強く締め付けて下さい。 

  締め付けが甘い場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の原因と 

なります。 

締め付け後、本体がバッテリー表面から浮き上がっている場合や蝶ナット

を締め付けても本体が回転するなど固定が確実でない場合は一度本体

を外し、以下を実施してください。 

・付属の菊座金を蝶ナットと付属金具の間に入れ蝶ナットを締め付ける。 

・付属のシリコンシートを本器とバッテリー間に挟み再度取り付けてくだ 

さい。 

ワッシャー1枚 ワッシャー２枚 
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設 置（サブバッテリー2個の場合）

４． 本器の電源線を取り付ける 

５． マイナス線を取り付ける 

７． ID コード 

○サブバッテリーのプラス側の蝶ナットを外します。 

○本器の電源線(赤色)をサブバッテリーのプラス側に接続します。 

○蝶ナットを強く締め付けてください。 

締め付けが甘い場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の原因とな

ります。 

〇本体の LED（オレンジ色）が点滅することを確認してください。 

  （電源線取り付けから約 10 秒程度で点滅を開始します） 

〇外した電線（マイナス線）を本体の RTN-1 端子に接続します。 

  その際、蝶ナットは強く締め付けてください。 

締め付けが甘い場合、接続部分の発熱や機器の誤動作の原因とな

ります。 

〇その他の機器のマイナス線がある場合は RTN-1 端子以外に 

  サービス端子として RTN-2 もご使用ください。 

  （RTN-1 端子と RTN-2 端子は内部で接続されています） 

ご購入いただいた BAT.MAN BL には個別の ID コードが本体に 

つけられています。この ID コードはスマートフォンの設定時に必要 

となりますので控えておいて下さい。 

ID コード 
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スマートフォン アプリと操作説明(MASTER 版)
アプリのインストール 

GooglePlay ストアから”バッテリーセンサー”で検索して BAT.MAN BL をインストールしてください。（BAT.MAN アプリは無料です） 

BAT.MAN BL DEMO(BAT.MAN のデモアプリ)につきましては操作説明（DEMO版）の項をお読みください。 

アプリの起動 

BAT.MAN BL のアイコンをタッチしてアプリを起動します。 

BAT.MAN BL 本体設置時にお控えいただいた ID コードを 

ご用意ください。（BAT.MAN-####） 

スマートフォンの Bluetooth 設定を ON にしてください。 

Bluetooth 設定に関してはスマートフォンの取り扱い説明書をお読みください。 

SEARCH (BAT.MAN のサーチ)

起動後、スマートフォン周辺（約 10m）の範囲をサーチしてデバイス（BAT.MAN）を探します。 

サーチ中は SEARCH の文字が点滅します。 

（デバイスが検出されるまで時間が掛かる場合があります） 

BAT.MAN はスマートフォンと無線接続するため Bluetooth と呼ばれる通信方式を使用していま

す。この Bluetooth を使用する際には DEVICE(デバイス BAT.MAN）を予めスマートフォンに登

録する必要があります。 

SELECT DEVICE (BAT.MANの選択) 

デバイスが見つかった場合、ID コードが表示されます。 

左の画面はデバイスが 2 台見つかったことを意味します。 

（周辺に BAT.MAN が 2 台存在する状態） 

この 2 台の ID がご自分のデバイスであることを確認して、表示させたいデバイスの 

ＩＤコード部分をタッチして下さい。 

BAT.MAN-9085 をタッチすると ID コード右端のチェック BOX に✔印が付きます。 

複数のデバイスが選択出来ますので必要なデバイスを選択してください。 

デバイスは最大 4台まで表示できます。 

START（通信の開始） 

デバイスの選択後、画面下の START ボタンをタッチします。 

このアイコンをタッチ 
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操作説明(ペアリング、表示説明)

ペアリング設定 

START ボタンがタッチされるとスマートフォンは選択された各デバイスと順に通信を 

行います。 表示されたデバイスの ID コードを確認してペア設定ボタンをタッチして 

ください。 

デバイスが複数選択されている場合は各デバイスからペア設定を求められます。 

（機種によってはこのペア設定が表示されないものもあります） 

表示の開始 

選択したサブバッテリーの情報の表示を開始します。 

（Bluetooth の仕様上、表示されるまで時間が掛かる場合があります） 

 通信インジケータ（通信中は点滅します） 

 デバイス名 （ID コードが表示されます） 

 バッテリーネーム （バッテリーに好きな名前を設定/表示します）（長押し） 

 バッテリー形態 （使用中のバッテリー電圧および容量を設定/表示します）（長押し） 

 充電/放電インジケータ （充電中← , 放電中→をアニメーション表示します） 

 バッテリー残量 

  バッテリー電圧/電流から現在のバッテリー残量をアニメーション表示します。 

 バッテリー電圧 （12V/24V 系バッテリーの電圧を表示します） 

 バッテリー電流 （バッテリーの充放電電流を表示します） 

 消費電力 （電装品の消費電力/バッテリーへの充電エネルギーを表示します） 

充電/放電インジケータ 充電時は左向き矢印、放電時は右向き矢印のアニメーション表示します。 

BAT.LEVEL 

(バッテリーレベル) 

サブバッテリーの残量をアニメーションでは 5 段階、数値では 10段階で表示します。 

サブバッテリーのエネルギー状態の目安としてご使用ください。 

VOLTAGE 

（バッテリー電圧） 

6～30V まで計測可能です。 

設定した電圧を下回ると警告を出す、低電圧警告機能を設定することが出来ます。 

CURRENT 

（バッテリー充放電電流） 

-200A～+200A まで計測可能です。 

+195A を超えると過電流警告表示されます。 

電流が-1A～+1A の範囲は計測誤差が大きいため 0A を表示します。 

また、この間は充電/放電の矢印アニメーションは停止（消灯）します。 

POWER 

（バッテリー充放電電力） 

対応するサブバッテリーが供給する機器の消費電力を表示します。 

充電時はバッテリーに供給されるエネルギー（電力）が表示されます。 
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操作説明(バッテリーネーム、バッテリータイプ)
バッテリーネーム 

バッテリー名は予め使用するデバイスと同じＩＤコードが付けられていますが、 

ユーザーの好みに合わせてユニークな名称を付けることが出来ます。 

バッテリーネームは各バッテリーに付けることが可能です。 

バッテリーネームの変更方法： 

・表示されているバッテリーネーム部分を長押ししてください。 

・バッテリー名入力欄が表示されますので新しいバッテリーネームを入力してください。 

  （バッテリー名はひらがなおよび漢字が使用可能です） 

例えばキャビンのキッチン用サブバッテリーに”キッチン”と命名します。 

バッテリーネームにキッチンと表示されます。 

このバッテリーネームは命名後、スマートフォン内に記憶されますので、次回のアプリ起動 

から名前の付けられたデバイスは SEARCH（デバイス検索）画面にもバッテリーネーム 

（キッチン）と表示されます。 

バッテリータイプ 

バッテリーネームの下にはバッテリー電圧および容量が表示されます。 

（初期値は 12V 系 105Ah のバッテリーと表示されます） 

バッテリータイプの設定 

バッテリー容量の表示部分を長押ししてください。 

バッテリータイプは使用するバッテリーを明確に表示すると共に、バッテリー残量を 

計算するためご使用になるバッテリーを設定する必要があります。 

バッテリータイプを設定しないあるいは間違って設定した場合、バッテリーアニメーション 

およびＢＡＴ.LEVEL の表示値は実際と異なる値となります。 

ご使用のバッテリー容量と電圧（2 個直列の場合は 24V）を選択してください。 

バッテリー容量が一覧に無い場合は近い値を選択してください。 

バッテリータイプ設定後はアプリを再起動してもバッテリー毎に記憶されていますので 

その都度入れ直す必要はありません。 

 バッテリー残量表示について 

 バッテリー残量はサブバッテリーの電圧および充放電電流値より残量を予測表示していますが、多数あるバッテリーの 

特性の違いや、周囲温度の変化などが残量の精度に影響を与えますので残量表示は目安としてご使用ください。 
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操作説明(複数バッテリー)

複数バッテリー（複数デバイス）の接続 

BAT.MAN は最大 4 組までのサブバッテリーそれぞれに装着可能です。 

この例ではアプリの起動後に 3台のサブバッテリーを表示します。 

SEARCH により見つかった 3 台のデバイス（BAT.MAN）名をそれぞれタッチして 

チェック BOX にチェックを入れます。 

START ボタンをタップしてください。 

ペア設定を求められた場合は 

それぞれペア設定をしてください。 

複数デバイスの表示 

ペア設定が確立すると、選択した 

バッテリーが表示可能となります。 

画面をスワイプ 

（指で画面を左右になぞる）して 

バッテリーを選択表示してください。 
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操作説明(アラーム機能)

    低電圧警告機能 

    サブバッテリーが設定した電圧を下回ると音とバイブレーションで警告を出し、 

    VOLTAGE 値（電圧値表示）が赤色となります。 

    低電圧警告機能の設定方法 

    ・オプションボタンをタッチしすると低電圧警告機能の設定画面となります。 

    ・検出電圧の設定は 0.1V 刻みで設定可能です。 

     24V バッテリーの場合は設定電圧の 2倍が検出電圧となります。 

    ・音またはバイブレーションあるいは両方にチェックマーク（✔印）を入れます。 

    注意！ 

    この機能は各サブバッテリーごとに設定することは出来ません。 

    （全てのサブバッテリーは同じ設定となります） 

    過電圧警告機能 

    サブバッテリーが 28V を上回ると VOLTAGE 値（電圧値表示）が赤色となります。 

    この警告が表示された場合は直ぐに本器を外し電源システムをチェックしてください。 

    この警告状態で使用し続けると本器が破壊する恐れがあります。 

過電流警告機能

使用する機器のピーク電流が 195A を超えたとき、CURRENT 値（電流値表示）が赤色となります。 

この警告が表示された場合は直ぐに対応する機器を OFF または能力を下げて警告の出ない範囲で使用してください。 

この警告状態で使用し続けると本器が破壊する恐れがあります。 

長期間ご使用されないとき 

本器は常時 5～30mA程度の僅かな電流を消費していますので、長期間ご使用にならない場合は 

サブバッテリーのプラス端子から電源線（赤色）を外してください。 

その際、外した電線の先端（丸端子部分）は絶縁テープなどで完全に包んで、周辺の金属に触れない様にしてください。 
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操作説明(DEMO版)

このアプリは BAT.MAN システムの基本動作を知るため、またはスマートフォン画面との適合性を試す DEMO ソフトです。 

MASTER 版（正規版）との違い： 

   ・BAT.MAN 本体との無線通信（Bluetooth）は出来ません。 

   ・表示される動的な値は内部で模擬値を発生させ表示しています。 

インストールと起動 

GooglePlay ストアにて”バッテリーセンサー”で検索して BAT.MAN BL DEMO をインストールし、BAT.MAN BL DEMO の 

アイコンをタッチしてください。 

機能および操作方法 

   MASTER 版（正規版）と同じ表示です。 複数バッテリーおよびアラーム機能もお試しいただけます。 

   使用方法はMASTER 版の操作説明をご覧ください。
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困ったときに 

   BAT.MAN BL 本体側 

LED が点滅しない 以下を確認してください。 

・本体の BATTERY マイナス端子がサブバッテリーのマイナス端子に接続されていること。 

・本体の赤色電線がサブバッテリーのプラス端子に接続されていること。 

・サブバッテリー電圧が 8V以上であること。 

・サブバッテリー電圧が 28V 以下であること。 

・サブバッテリーに接続後 10 秒以上経過していること。 

   スマートフォンアプリ 

インストールが出来ない ご使用のスマートフォンが本アプリに適合していない可能性があります。 

Android OS Ver4.0 以降をご使用ください。 

デバイスが見つからない スマートフォンの設定－Bluetooth で BAT.MAN が認識されているか確認してください。 

デバイスが見つからない場合は以下の原因が考えられます。 

（スマートフォンの Bluetooth 機能を ON にする必要があります） 

 ・デバイスが電波の届かないエリア（10m 以上あるいは電波状況の悪い場所）にあるとき。 

 ・他のスマートフォンで BAT.MAN アプリがそのデバイスを使用しているとき。 

 ・電波状況などで接続がタイムアウトになったとき。（アプリの再起動で直る場合があります） 

 ・スマートフォンの設定画面で Bluetooth を一度 OFF にして再度 ON を試してください。 

 ・スマートフォンの電源を長押しして一度電源を OFF して再度電源ON で試してください。 

ペアリング（ペア設定） 

出来ない 

以下の原因が考えられます。 

・他のスマートフォンで BAT.MAN アプリがそのデバイスを使用しているとき。 

 （1 台の BAT.MAN を複数のスマートフォンでモニターすることは出来ません） 

・ペアリングは Bluetooth の仕様上ペアリングに 10 秒以上掛かる場合があります。 

通信が途切れる 以下の原因が考えられます。 

・デバイスが電波の届かないエリア（10m 以上）に移動したとき。 

・サブバッテリーの電圧がサージなどにより一瞬でも 28V を超えた場合は通信が切断 

される場合があります。 その際は 10 秒程度待ってから再度接続してください。 

サブバッテリー電圧が連続して 28V 以上となる場合は BAT.MAN の内部回路保護のため 

通信を停止します。（LED は消灯します）  

この症状が続く場合はサージ電圧等の対策を行ってください。 

ID コードとは何ですか デバイスサーチ後に表示される 4 桁の 16 進数で、BAT.MAN 本体に割付けられた識別値です。 

BAT.MAN 本体の上面に記載してあります。 

バッテリーネームを付けたが

ID が判らなくなった 

画面上部に BAT.MAN-XXXX と ID が表示されています。 
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仕 様 

BAT.MAN BL 本体 

計測電圧範囲 8～28V 

計測電圧精度 ±0.2V 

計測電圧分解能 ±0.1V 

計測電流範囲 ±200A 

計測電流精度 フルレンジにおいて±2A 以下 

計測電流分解能 
±0.1A 

（±100A 以上は±1A） 

電源電圧 

12V および 

24V の鉛バッテリーに対応 

最大印加電圧 DC28V 

電源電流 待機時：5～20mA 

通信時：約 30mA 

最大ピーク電流 ±200A（直流負荷およびパルス負荷） 

最大負荷電力 使用電力の合計 

・12V 電源タイプ ： 1kW まで 

・24V 電源タイプ ： 2kW まで 

通信距離 約 10m 

サンプリング間隔 約 0.7 秒 

送信周波数 2.4GHz 帯 (Bluetooth) 

動作温度範囲 -10～50℃ 

ケース 樹脂封止構造 

端子形状 M8 ネジ（ニッケルメッキ）×3 箇所 

電源端子形状 M10 丸型端子（赤色電線の先端） 

対応スマートフォン 

OS Android Version 4.0 以降 

Bluetooth Bluetooth Ver.2.1 以降 
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正誤表（DOC. No. BAT.MAN BL 20160224）
No. 正 誤 ページ

1 バッテリーネーム （バッテリーに好きな名前を設定/表示

します）（長押し） 

バッテリーネーム （バッテリーに好きな名前を設定/表

示します） 
11 

2 バッテリー形態 （使用中のバッテリー電圧および容量を

設定/表示します）（長押し） 

バッテリー形態 （使用中のバッテリー電圧および容量

を設定/表示します） 
11 

3 表示されているバッテリーネーム部分を長押ししてくださ

い。 

表示されているバッテリーネーム部分をタッチしてくださ

い。 
12 

4 バッテリー容量の表示部分を長押ししてください。 

（文章の追加） 
12 
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サンテクノ株式会社 

http://www.sanyu-group.com/suntec/ 
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