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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などに搭載するサブバッテリーの状態を無線で送信するリモートセンサーおよび 

その電波を受信してバッテリー状態を表示するリモートモニターで構成されます。 

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などのサブ（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。 

リモートセンサー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。 

！リモートセンサーを設置するとき本体の端子（ボルト）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 

● リモートモニター本体は木材およびアクリル樹脂 

使用していますので硬いものを当てないでください。 

傷がついたり本体が損傷する恐れがあります。 

● リモートモニターを長期間ご使用にならない時は内部の充電式

電池が消耗して電池駆動ができない場合があります。電池駆動

される場合は付属の外部電源（シガーライター型電源）で充電を

行ってからご使用ください。

● リモートセンサーおよびリモートモニターの電源電圧は 

  12V および 24V のバッテリーに対応しています。

ただし、一部の製品で 12V のみの対応製品がございます 

 本体側面のシリアルナンバーでご確認ください。 

最初の 3 桁がM15 およびM16 は 12V 専用 

最初の 6 桁がMDD010 は 12 および 24V 対応品です。 

設置上の注意 

● リモートモニターは内部に電波を受信するアンテナが内蔵され

ていますので、なるべく金属面から離した状態でご使用ください。 

金属面に接触した状態では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時があります。

● リモートセンサーは内部に電波を送信するアンテナを内蔵して

いますので、極力アンテナから電線や金属類を遠ざけてください。 

リモートモニターとの通信が不安定になる場合があります。 



特 徴

BAT.MAN リモートセンサー（送信機） 及びリモートモニター（受信機）はキャンピングカーなどのサブバッテリーの状態を 

無線で電圧、電流、電力および充電、放電状態をリアルタイムにモニターできる装置です。 

リモートセンサーはサブバッテリーの周辺に設置（配線）し、バッテリーの状態を無線で送信します。 

リモートモニターはリモートセンサーから送られたバッテリー情報を表示します。 

特徴と機能 

リモートセンサー 

● 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 WL 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。 

リモートモニター 

● サブバッテリーの電圧、電流、電力および充電、 

放電状態を表示します。 

● 表示は明るくコントラストの高い LED を使用し、 

液晶表示に比べ遠くからでも見やすい表示です。 

明るさセンサーにより明るい場所では LED は強く発光、 

暗いところでは LED は弱く発光します。 

● キャビン、運転席など場所を選びません。 

    運転席に配置すれば運転しながらサブバッテリーの 

走行充電状態をモニター出来ます。 

● 携帯電話 iPhone4 とほぼ同じサイズで市販のホルダ 

ーが使用できます。 

● リモートモニターを追加して運転席やキャビンなど 

2 箇所以上でモニターすることも可能です。 

（新たに BAT.MAN WL の購入が必要です） 

● 内部に充電式電池を内蔵しているためバッテリー 

モニターは外部電源無しでも使用できますので 

電波の届く範囲（約 10 メートル）であれば車外でも 

使用可能です。 

● 本体ケースは無垢木材（チーク材）を削り出し加工 

しています。 



使用環境

BAT.MAN WL 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。 

リモートセンサー 

● 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。 

    以下に示すサブバッテリーが使用可能です。 

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） 

30V を超える電圧を本器に接続しないでください。 

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。 

✖ 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 程度 

  ・24V 電源タイプ ： 2kW 程度 

リモートモニター 

● 外部電源は付属の専用シガープラグ型電源および電源コード（DC12V または 24V）を使用してください。 

これ以外のシガープラグ型電源および電源コードは使用しないでください。 

✖ 直射日光の当たる場所（ダッシュボードの上など）には設置しないでください。



各部の名称 

BAT.MAN リモートセンサー（送信機） 

BAT.MAN リモートモニター（受信機） 

CH スイッチ（裏側）

リモートセンサーと同じ 

位置に設定してください。 

BATTERY－ 

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）

送信アンテナ 

調整ネジ 

工場出荷時に調整してありますので

触らないでください。 

検査用フタ 

工場での動作検査用ですので 

触らないでください。 電源端子 

リモートセンサー本体を動作させる

ための電源端子です。 

付属の電線でサブバッテリーのプラ

ス端子に接続してください。 

チャンネル切替えスイッチ 

このスイッチの設定により同機種と

の混信を回避またはリモートセンサ

ーのマルチ運用ができます。 

RTN-1 

車両のアース（通常車両の

シャーシー）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。 

外部電源ジャック 

シガーライターソケットに 

付属の専用電源を接続します。 

充電ランプ 

内蔵電池の充電中に点灯します。 

（外部電源使用時） 

電源スイッチ 

指先で触れて電源の ON/OFF を 

行います。 

受信ランプ 

リモートセンサーの信号を受信

したときに点灯します。 

表示切替えスイッチ 

指先で触れることで 

電流→電圧→電力の順に表示が

切り替わります。 

明るさセンサー 

この窓から周囲の明るさを検知して 

表示の明るさを自動的に調整します。 



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 



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。 

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） 

付属品リスト 

接続金具 
バッテリー連結金具 × 1 個 

材質 ： 銅＋すずメッキ 

蝶ナット 
蝶ナット × 3 個 

材質 ： 鉄＋ニッケルメッキ 

ワッシャー 
ワッシャー × 3 個 

材質 ： 鉄＋ニッケルメッキ 

菊座金 
菊座金 × 2 個 

材質 ： 鉄＋ニッケルメッキ 

スベリ止め 
シリコンゴムシート × 2 枚 

（2 枚張り合わせてあります） 



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 



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 

○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。 

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） 



操作説明 
１． リモートモニター表示 

●電源スイッチ 

PWR ボタンをタッチすることで電源が ON され、LED が表示されます。 

電源の OFF は PWR ボタンを再度タッチして下さい。（①） 

●表示の切替え 

DSP ボタンをタッチすることで電流→電圧→電力が順番に表示されます。（②） 

●マルチ表示機能 

DSP ボタンを 2 秒間長押しすることで電流→電圧→電力が順番に自動でくり返し 

表示されます。（②）マルチ表示機能の解除は DSP ボタンを再度タッチしてください。 

●受信インジケーター 

リモートセンサーからの電波を受信すると本体右上の RCV ランプが点滅します。 

●充電、放電表示機能 

サブバッテリーからの放電およびサブバッテリーへの充電が判ります。 

２． チャンネル切替え 

●チャンネル切替えスイッチ 

BAT.MAN WL は 4 種類のチャンネルでの切替えが可能です。 

本体裏側にチャンネル切替えスイッチがあります。 

チャンネル切替えスイッチは、リモートセンサーのチャンネル切替えスイッチと同じチャンネルに 

セットしてください。 

チャンネル機能には以下の機能があります。 

 CH0（工場出荷時） CH1 CH2 CH3 

リモート 

モニター

リモート 

センサー

放電時 ： 電流、電力の値が正の値 

充電時 ： 電流、電力の値が負(マイナス)の値 

リモートモニター側 

リモートセンサー側 

・混信防止 

周囲に同じ製品がある場合、同一チャンネルだとデータの混信が起こり、正常な動作ができない場合が

あります。これを回避するにはチャンネルを切り替える必要があります。 

1

2

放電時

充電時

＜表示例＞ 

1  2 
O 

N 

↑

1  2 
O 

N 

↑

1  2 
O 

N 

↑

1  2 
O 

N 

↑

１ ２ 

ON 

１ ２ 

ON 

１ ２ 

ON 

１ ２ 

ON 



３． 外部電源 / 内蔵電池 

●外部電源（通常動作） 

通常は付属のシガーライター型電源を車両のシガーソケット（12/24V）に挿入し、付属の電源コードで本体側面の 

電源ジャックに接続してください。その際、充電ランプ（CHG）が点灯します。 

本器は内蔵電池への充電をしながら使用することができます。（充電が完了すると CHG ランプは消灯します） 

本体が動作中（電池情報を表示中）では 50～100mA 程度を消費します。 

通常シガーソケットはイグニッションキー位置がOFF または抜いてある状態では本体の電源はOFF となり消費はありませんが、 

サブバッテリーから直接シガーソケットを増設されている場合などシガーソケットが常時給電状態となっている場合は、 

本体が動作し続けますので、未使用時は本体の電源スイッチにタッチして電源を OFF（充電状態）にしてください。 

●内蔵電池動作 

本器は充電式内蔵電池を使用しており、外部電源無しで使用することができます。 

本器は電源OFF の場合でも僅かに電力を消費しますので、本器を外部電源から外してご使用の場合は 

電池の劣化防止のため 1 ヶ月に 1 度は充電を行ってください。 

内蔵電池で使用する場合、電源ONから約 2 分 30 秒で自動的に電源 OFF します。 

●電流表示 

インバータ（DC-AC 変換器）をご使用の場合は平均電流値が 150A を超えると過電流警告” OV ” が表示されます。 

この表示が連続する場合は、直ぐに負荷を減らし警告が出ないレベルでご使用ください。 

このまま使用された場合、発熱および故障の原因となる場合があります。 

電流が±0.5A の範囲は計測誤差が大きいため 0A を表示します。 

●過電圧警告 

  サブバッテリーの電圧が 30V を超える場合は” H I ”を表示します。 

  この表示が続く場合はサブバッテリーが過充電などの異常と判断しますので、BAT.MAN WL をサブバッテリーから外して 

  サブバッテリーシステムをメンテナンスしてください。 

※ 写真、イラストが現物と少々異なる部分がございますが、ご了承ください。 

DC12/24V 電源対応 

電源ジャック



困ったときに 

   リモートセンサー側 

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 30V 以下であること。 

   リモートモニター側 

通信が出来ない リモートセンサーのLEDが点滅してもリモートモニターの表示が”――――”（4桁のマイナス表示）

が点滅する場合は以下を確認してください。 

・リモートセンサーとリモートモニターの ID スイッチは同じ値に設定すること。 

・内蔵電池でご使用の場合は電池電圧が低下している場合が考えられます、この場合は 

 外部電源を接続して内蔵電池を充電してください。 

通信が途切れる 通信が約 30 秒以上途切れた場合、表示は”――――”（4 桁のマイナス表示）が点滅します。 

この場合は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。 

・設置場所周辺が大きな金属板（化粧パネルの裏側が金属板など）が有る場合。 

・リモートセンサーの LED が点滅していない場合。 

・リモートセンサーが金属板で囲まれた環境の場合。 

内蔵電池で動作しない 電源スイッチをタッチしても LED 表示しない場合は内蔵電池が消耗している可能性があります。 

外部電源を接続して充電を行ってください。 充電インジケータ（黄色）が点灯します。 

満充電には約 5時間程度必要です。（充電完了時はインジケータは消灯します） 

また、本器は電源OFF の場合でも僅かに電力を消費しますので、本器を外部電源から 

外してご使用の場合は 1 ヶ月に一度程度は電池の劣化防止のため充電を行ってください。 

タッチスイッチの反応が鈍い タッチスイッチ（電源、表示モード切替）は周囲ノイズによる誤動作を防止するため 

少々感度を低くしております。 スイッチの反応が悪い場合は指先の腹の部分で少し強めに 

押してください。 

バッテリー残量 BAT.MAN WL はバッテリー残量表示機能が有りません。 

おおよそのバッテリー状況は充電中（電流のマイナス表示）をモニターすることで知ることが出来

ます。 バッテリーのエネルギーが少ない場合は大きな充電電流が表示されますが、充電を続け

ることで充電電流はしだいに小さくなり、充電の完了に近づいたことが判ります。 

（ただし、電圧がとても低い状態や劣化したバッテリーではこの限りではありません） 



仕 様 

リモートセンサー  

計測電圧範囲 8～30V 

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 DC12 および 24V サブバッテリー 

電源電流 約 10mA 

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 

送信間隔 約 1 秒 

送信周波数 315MHz 帯 

動作温度範囲 -10～50℃ 

CH 数 4 チャンネル 

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） 

リモートモニター 

電源 

シガープラグ型電源 

12/24V→DC5V 

内蔵充電式電池 

（オート OFF 機能） 

電源電流 
待機時 約 1mA 

動作時 約 50m～100mA 

表示 

高輝度 LED 表示 

電流・電圧・電力および充電・放電状態

明るさセンサー自動輝度調整 

受信周波数 315MHz 帯 

CH 数 4 チャンネル 



サンテクノ株式会社 


