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バッテリーテスト結果・システムテスト結果

簡単＆シンプル測定！ JIS コードでのバッテリー選択可能

アイドリングストップ車、ハイブリッド車用バッテリー対応

軽自動車、普通自動車はもちろん、輸入車、RV、大型車 (バス /トラック )
を始め大型建設機械 (パワーショベル、クローラクレーン、アースドリル等 )、
クルーザー等船舶のエンジン始動用バッテリーなど幅広くカバー。

国産・輸入問わず、アイドリングストップ車、ハイブリッド車などに搭載
されている最新バッテリーにも対応。

測定方法はとてもシンプル。通常バッテリー /ISS バッテリー /ハイブリッ
ドを選択し、JIS コードまたはCCAの値を選択するだけ。車両に搭載した
まま、テスト時間数秒で簡単にバッテリーの良否（状態）を判定。

普通４輪・ＩＳＳ/ＨＶ・大型４輪・輸入車
大型建機バッテリー診断機能

バッテリーテスト結果プリントアウト

バッテリー上がりの原因は過放電だ
けではありません。充電 / 発電シス
テムとなるオルタネータやスター
ターの異常もあります。DS7はバッ
テリー診断だけでなく、オルタネー
タ、セルモータの良否診断機能も備
えており車輌のトータル整備に最
適。お客様の満足度を向上させる心
強いツールとなっています。

システムテスト結果プリントイメージ

測定年月日、顧客情報、社名、
担当名を記録印字可能です。

要注意＆要充電

ディープサイクルバッテリー対応
ＩＳＳ車 ・ＨＶ車、軽自動車から輸入車、建機
などあらゆるバッテリーを瞬時に正確に良否測定!!

(産業機械用EBバッテリー)

AGV
( 無人搬送機 )

トラクター・農業機械

バス軽自動車 トラック

建機

普通乗用車 輸入車

ディープサイクルバッテリー診断機能

アイドリングストップ車で頻繁に見られる放電
気味のバッテリー測定時も充電せずに良否判定。

一般的なテスターでは放電が進んでいる場合、「充電後再テスト」と表示
され、即時判定が出来ないケースがあります。DHC-DS はバッテリーに
問題がなければ「良好・要充電」と表示します。使えるか使えないかを
スピーディに判断できます。

※

Good
Point

(ＥＢバッテリー )

バッテリーフォークリフト（工場や倉庫等で稼動している電動フォーク
リフト）、AGV（無人搬送機）、ゴルフカート、電動運搬車、ターレー、キャ
ンピングカーのサブバッテリー、電動車椅子、シニアカー、エレキ（ルアー
フィッシングなどのボート用電動船外機 )、ビルや基地局のエレベーター
などインフラ用バックアップに使われている産業用バッテリー (ディー
プサイクルバッテリー )を正確に良否判定します。

(ＥＢバッテリー )
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日本語
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４ヶ国語対応

バッテリー
測定

ディープサイクル
（EBバッテリー）

ＰＣ管理
ＢＡＴＴＥＲＹ

ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ
ＳＹＳＴＥＭ

ソフトウェア

各バッテリーメーカーのJISコードに適合したCCA値がプリセットしてあり、
JIS コードを選択するだけでも素早く簡単に測定できます。（CCA直接入力も可）

※

※ 12 45Ｖ. 420CCA
良好,問題なし 内部抵抗

7.41mΩ

充電状態： 12 45Ｖ.
81%

健全性： 420
85%

CCA

はい
印刷しますか？

良好,但し要充電

内部抵抗：10.44mΩ
12．5V

産業用/
ディープサイクル
バッテリーテスト

12．5V

産業用/
ディープサイクル
バッテリーテスト

12．5V

ゴルフカート シニアカー・電動車いす

ターレー

大型電光表示盤

AGV( 無人搬送機 ) 高所作業車

キャンピングカー

船舶フォークリフト

産業機械バッテリーの効率的管理に。

良否判定、測定電圧、内部抵抗(mΩ)
充電状態(SOC)% ・内部抵抗劣化度%

システムテスト
① セルモーターの状態診断

リップル電圧の発生状況を測定し、ダイオードの正
常性を測定します。

エンジンスタート時の電圧変動を測定します。

負荷有り時、負荷無し時の発電電圧を測定します。
② オルタネータの状態診断

③ 発電機のダイオード（整流素子）の状態診断

始動電圧、アイドリング電圧、ALT.負荷電圧、リップル電圧

良否判定、測定電圧、測定CCA、測定内部抵抗、充電状態(SOC)、健全性(SOH)

プリントアウト及びソフトウェア使用時のみ表示

※ ※

※

(自動車用バッテリーテスト時)





原付バイクから大型リッターバイク、輸入車などオートバイならどんなモデ
ルでも測定可能。さらに水上バイク、スノーモービル、４輪バギーなどパワー
スポーツ系ヴィークルに搭載されている２輪バッテリーにも対応。また特
殊小型車輌バッテリーにも対応。大型２輪は自動車同様にインジェクション
や各制御の電子化が進み、バッテリーの整備とメンテナンスが重要となって
いる昨今、短時間で正確に診断できるテスターはメカニックの力強い味方。

２輪・小型特殊車両
バッテリー測定機能

軽自動車、普通自動車はもちろん、輸入車、RV、大型車(バス/トラッ
ク )を始め大型建設機械 (パワーショベル、クローラクレーン、アー
スドリル等 )、クルーザー等船舶のエンジン始動用バッテリーなど
幅広くカバー。国産・輸入問わず、アイドリングストップ車、ハイ
ブリッド車などに搭載されている最新特殊バッテリーにも対応。

普通４輪・大型４輪
大型建機バッテリー測定機能

軽自動車

普通自動車や軽自動車はもちろん、輸入車やＩＳＳ/HV 車からバ
イク、バス、トラック、建機、クルーザー水上バイクや除雪車、
耕うん機に至るまであらゆるバッテリーを瞬時に正確に測定！

業界初のＩＰＸ６防水規格
うっかりの水濡れにも対応

クラス最小＆最軽量
高性能ながらポケットに入る最小設計

クラス最小＆最軽量でポケットに
入るコンパクトサイズ。ツールボッ
クスの中でもかさばらないのでス
タッフの常時携帯が可能になり業
務もスムーズに。

バックライト付き液晶スクリーン

暗がりでも見やすい

夜間や暗がりでの測定はもちろん、
ボンネット下の奥まった場所や、
トランクや居室奥側に設置された
バッテリー測定時でも外部照明不
要で診断結果の確認が可能。どん
な状況でもノーストレスでスムー
ズ診断。

日本語表示＆シンプル操作

バッテリーテスト診断結果

厚さわずか18mm
重量 わずか 240g

防水設計ＪＩＳコード内蔵

バッテリー上がりの原因は過放電だけではありません。充電 /
発電システムとなるオルタネータやスターターの異常もありま
す。DS5はバッテリー診断だけでなく、オルタネータ、セルモー
タの良否診断機能も備えており、車輌のトータル整備に最適な
メンテナンスツールです。

車両のトータル整備が可能

原付バイク・スクーター

測定項目

対応バッテリー種類

対応バッテリータイプ

対応バッテリー規格

測定可能
バッテリー範囲

バッテリー内部抵抗

測定可能電圧
ディスプレイ仕様

クランプケーブル長

対応言語
本体寸法

重量
動作温度
温度設定機能

防水規格 ＩＰＸ６

自動車・その他：12V専用バッテリーアナライザー(6V電池は非対応)
自動車：12V＆24V オルタネート試験 / システム試験
２輪車・その他：12Vバッテリーアナライザー

自動車・その他：SAE / DIN / EN / JIS / MCA / CCA
２輪車・その他：Ah

40～2000(CCA)
40～2000(SAE)
40～2100(EN)
25～1300(DIN)
50～2400(MCA)

測定可能範囲
2.0mΩ～99.99mΩ
8V～30.0V

（約）40cm

（約）143×95×１８mm

（約）240g
0℃～50℃

10℃未満(＜ー10℃)、－10℃～0℃、0℃～30℃、
走行直後(30℃以上)

日本語、英語、中国語、韓国語

20～300(CCA)
2.3Ah～30Ah

自動車・その他：標準型 / ISS / HV補機
２輪車・その他：開放型 / VRLA(MF)

自動車・その他：標準型 / MF・密閉型 / AGM /
           　　　  VRLA / GEL / JIS
２輪車・その他：開放型 / VRLA(MF)

自動車・その他 ２輪車・その他

内容項目

メーカー希望小売価格：27,000円(税別) 

トラクター・耕うん機 etc

水上バイク原付バイク・スクーターバイク スノーモービル

溶接機発電機

除雪車小型耕うん機 農薬散布車芝刈り機トラクター
建機バス輸入車

軽自動車

トラック

普通乗用車（輸入車・ISS/HV車）

２輪用対応バッテリー：
GSユアサ、古河電池、ACデルコ、BOSCH、ハーレーダビッドソン

クルーザー・船舶

輸入車普通乗用車

バス トラック

建機

バイク

水上バイク

ISS HVISS HV

etc...

etc...

バッテリーテスターとして世界初となる IPX6
に適合。雨天・荒天時、レスキューシーンや
マリンシーンなどの屋外使用でも、機器の水
濡れによる故障などを気にすることなく安心
して測定できます。作業時に付いた汚れも簡
単に水洗いできます。

DHC-DSブランド製品は、国内外大手バッテリーメーカーや
自動車メーカーがその正確性を高く評価し正式採用しています。 

バッテリー規格が違うため、４輪用バッテリーアナライザーでは２輪用バッテリーを正確に測れませんでしたが…

直感的に操作が出来て診断結果もわかりやすい

安心のメーカー1年保証

バックライト付き液晶ディスプレイ
16文字×4行

走行直後バッテリーの温度補正機能付

クラス最小＆最軽量クラス最小＆最軽量

日本語表示＆シンプル操作日本語表示＆シンプル操作

絶縁フルカバークランプ絶縁フルカバークランプ

業界初のＩＰＸ６防水仕様業界初のＩＰＸ６防水仕様

暗がりでも見やすい
バックライト付き液晶スクリーン
暗がりでも見やすい
バックライト付き液晶スクリーン

※ディスプレイはイメージです。

クランプ金具はプラスチックの
フルカバー。バッテリー周辺金
属との不意の接触時、ショート
を未然に防ぎます。

不意の短絡を防止
する安全仕様。

正確な診断でバッテリートラブルを回避

充電状態： 12 45Ｖ.
81%

健全性： 420
85%

CCA 内部抵抗
7.41mΩ

良好,問題なし
12 45Ｖ. 420CCA

健全性 (SOH)充電状態 (SOC) 内部抵抗値 (mΩ)テスト結果

※各バッテリーメーカーのJISコードに適合したCCA値がプリセットしてあり、JIS コードを選択するだけでも素早く簡単に測定できます。（CCA直接入力も可）

※

良好,問題なし

良好,但し要充電

要注意

要注意＆要充電

不良,要交換

充電後に再テスト

不良セル (要) 交換

※
ＪＩＳコード
選択

システム
テスト

温度補正
機能

日本語
表示

４ヶ国語対応

バッテリー
測定対応

バイク用
（２輪用バッテリー）

防水仕様

ＩＰＸ６

世界初 ！２輪・４輪（大型含）・大型建機・小型特殊車両
水上バイクまであらゆるバッテリー診断に対応する全能テスター



業界初のＩＰＸ６防水規格

バッテリーテスターとして世界初と
なる IPX6 に適合。雨天・荒天時、
レスキューシーンやマリンシーンな
どの屋外使用でも、機器の水濡れに
よる故障などを気にすることなく安
心して測定できます。作業時に付い
た汚れも簡単に水洗いできます。

うっかりの水濡れにも対応

クラス最小＆最軽量

進化を続ける車社会に対応する最新バッテリーアナライザー

高性能ながらポケットに入る最小設計

クラス最小＆最軽量でポケッ
トに入るコンパクトサイズ。
ツールボックスの中でもかさ
ばらないのでスタッフの常時
携帯が可能になり業務もス
ムーズに。

バックライト付き液晶スクリーン

暗がりでも見やすい

夜間や暗がりでの測定はも
ちろん、ボンネット下の奥
まった場所や、トランクや
居室奥側に設置されたバッ
テリー測定時でも外部照明
不要で診断結果の確認が可
能。どんな状況でもノース
トレスでスムーズ診断。

日本語表示＆シンプル操作
直感的に操作が出来て診断結果もわかりやすい

バッテリーテスト診断結果

クランプ金具はプラス
チックのフルカバー。
バッテリー周辺金属との
不意の接触時、ショート
を未然に防ぎます。

不意の短絡を防止
する安全仕様。

ＣＣＡ/ＪＩＳ換算表付
調べる必要なし、迷う必要なし。

本体裏面には CCA/JIS の換
算早見表付き。バッテリー
に対応したコードをすぐに
確認できることで迅速な
バッテリー測定が可能に
なっています。

●良好…バッテリーは良好で充電量も十分です。
●良好 要充電…バッテリーは良好ですが充電する必要があります。
●充電後再テスト…バッテリーは放電しており判定できません。
●不良要交換…バッテリーが劣化している、またはショートして
　いるセルがあります。直ちに交換してください。

測定項目

対応バッテリー種類

対応バッテリータイプ

対応バッテリー規格

測定可能バッテリー範囲

測定可能電圧

ディスプレイ仕様

クランプケーブル長

本体寸法

重量

動作温度

防水規格 ＩＰＸ６

12Vバッテリー＆12Ｖ充電/始動システムアナライザー

JIS / CCA / DIN / EN

40～1200 CCA (JIS / SAE)

4.5V～16V

（約）40cm

（約）143×95×１８mm

（約）240g

0℃～50℃

通常鉛 / ISS（アイドリングストップ） / HV（ハイブリッド）補機

標準型・開放型 / MF・密閉型 / AGM / ISS /HV

内容項目

アイドリングストップ車で頻繁に見られる放電気味のバッテリー
測定時も充電せずに良否判定。（他バッテリーテスターでは放電が
進んでいるバッテリーは「充電後再テスト」と表示されることが
あります）充電せずにバッテリーの良否判定をすることが出来る
ので即判断が可能になります。

放電気味のバッテリーも充電せずに即時判定

厚さわずか18mm
重量 わずか 240g

防水設計

ＪＩＳ/ＥＮ/ＤＩＮ規格バッテリーも全て測定・判定可能
日本規格のみならず、EN(EU規格)、DIN(ドイツ規格)のバッテリーも対応。輸入車であっても正確なバッテリー診断が可能です。

コンパクトながら上位モデルと同等の高性能で低価格

メーカー希望小売価格：13,600円(税別) 

安心のメーカー1年保証

バックライト付き液晶ディスプレイ　16文字×4行

● 小型ながらも瞬時にバッテリー状態を正確に診断
● ISS/HV用バッテリー、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
● 背面のJIS/CCA換算表でCCA値を簡単選択
● 防水仕様で水濡れ時も安心
● 日本語表示＆バックライト付液晶ディスプレイ

※ディスプレイはイメージです。

クラス最小＆最軽量

日本語表示＆シンプル操作

絶縁フルカバークランプ絶縁フルカバークランプ

業界初のＩＰＸ６防水仕様

ＣＣＡ/ＪＩＳ換算早見表付(裏面)

暗がりでも見やすい
バックライト付き液晶スクリーン
暗がりでも見やすい
バックライト付き液晶スクリーン

良好 不良 要交換

充電状態開放型
健全性

開放型

健全性 (SOH)・内部抵抗値 (mΩ) 充電状態 (SOC)

健全性 (SOH)・充電状態 (SOC) 内部抵抗値 測定正確な診断でバッテリートラブルを回避

システム
テスト

日本語
表示

防水仕様

ＩＰＸ６






