
ワイヤレス充電

RCS シリーズに接続可能な

バッテリーのご案内



村田製作所　FORTELION 24V

東芝　SIP シリーズ
期待寿命 10 年

サイクル 20,000 回

最大充電電圧 29.7V

最大充電電流 125A（200 秒）

最適な充電電圧 28.6V

最適な充電電流
最適な充電電流値はなし。

（B ＆ PLUS 製の充電器の充電電流はどれも◎）

動作可能温度 － 30℃～ 45℃

正極材 チタン酸リチウム

ラインアップ 22Ah

特徴
・鉛蓄電池の代用として使用可能
・過充電保護、過放電保護機能付き

SEC エナジーストレイジ　マイクロライトリチウム ML シリーズ
期待寿命 10 年

サイクル 2000 回以上（断続的な 0.5C の放電時）

最大充電電圧 14.6V ± 1％（25℃環境下）

最大充電電流
180 分以下で 0.5C
120 分以下で 0.8C（25℃環境下）

最適な充電電圧 28.6V

最適な充電電流
40Ah → 20A ( ※バッテリー容量により変動します。
お問い合わせ下さい。)

動作可能温度 － 20℃～ 60℃

正極材 リン酸鉄

ラインアップ 24Ah ～ 200Ah

特徴
・鉛蓄電池の代用として使用可能
・ＢＭＵ内蔵で、保護回路機能付きなので安全性◎
・豊富なラインアップ

B&PLUS がご紹介可能なバッテリー

安心のブランド力。

バッテリー１つで 24V なのも嬉しい♪

起動スイッチ式なので、使用していないときは

OFF に出来、高い安全性を保有。

BMU 内蔵の All in one タイプと BMU 外付け

のセパレートタイプから選べる。

取付場所によって選択可能な点も魅力。

RCS シリーズに接続可能なバッテリーは、

B ＆ PLUS で左表のような接続試験も行っています。

【条件】 

RCS600（24V 仕様） 

充電電流：20A 

充電電圧：28.2V 

終了電流：1A 

50％放電時からスタート

専用アプリから電圧、SOC、サイクル数が確

認可能。情報のモニタリングが携帯からでも確

認できるのが魅力。

https://www.murata.com/ja-jp/products/batteries/stbm

村田製作所の詳細はこちらからご確認下さい



日本蓄電池　Li-BATY シリーズ

エナーシス　サイクロン G
期待寿命 サイクル回数による

サイクル
400 回（DOD80％）・1300 回（DOD30％）
※ DOD：放電深度

最大充電電圧 14.7V

最大充電電流
無制限　
※ただしご使用条件によっては制限がある場合もあります。

最適な充電電圧 電池表面温度 20℃の時約 29.4V

最適な充電電流 無し

動作可能温度 － 40℃～ 60℃

正極材 非常に純度の高い純鉛（99.99％）

ラインアップ 13Ah、16Ah、26Ah、42Ah、70Ah

特徴

・大電流放電と急速充電が可能
・一般的な鉛バッテリーより
　サイクル回数が多く長寿命。
・幅広い温度範囲で使用が可能。

期待寿命 7 年

サイクル
1000 回（38Ah、50Ah）
2000 回（75Ah）100％放電

最大充電電圧 14.6V

最大充電電流 1C（10 分）

最適な充電電圧 28.8V（24V 仕様）

最適な充電電流 38Ah → 19A、50Ah → 25A　75Ah → 40A

動作可能温度 0℃－ 45℃

正極材 リン酸鉄

ラインアップ 38Ah、50Ah、75Ah

特徴
・鉛蓄電池の代用として使用可能
・過充電保護、過放電保護機能付き

リチウムバッテリーに切り替える程コストに余

裕がない場合にオススメ。充放電を気にせず使

用出来るのが魅力♪鉛バッテリーをお探しの場

合は是非お試しください。

鉛バッテリーの寿命について

リチウムバッテリーの効率的な使い方
（二酸化マンガン系やリン酸鉄系）

競合他社を意識した価格設定。

容量多数豊富なラインアップが魅力。

日本蓄電池様の手厚いサポートも魅力。

鉛バッテリーは、他のバッテリーと比較すると充放電サイクルの増加による影響は あまり大きくありませんが、

正極に二酸化鉛、負極に鉛、電解液に硫酸を 用いているという構造上、過放電した際は、負極の金属に硫酸鉛の

固い 結晶が発生し、著しく劣化が起きるという特徴があります。 

この現象を抑える為には、「使用後速やかに充電する」「過放電を行わない」 といった適切な使用を心がけること

が重要です。 右表のように放電深度が浅い段階で充電を行うことでサイクル寿命が延びる傾向にあります。

効率的な使い方には放電深度が密接に関わってきます。 

放電深度とは二次電池の放電容量に対する放電量のことを言います。 

DOD（Depth of Discharge) とも呼ばれています。バッテリーを完全に使い切った状態が、放電深度 100％です。 

リチウムバッテリーは、容量が少なくなると急速に電圧降下するのも特性です。 放電深度が浅いほど、充電回数も多くなるため、

こまめにチョコ充電を心がけることで電池の寿命にも貢献できます。

◎放電深さとサイクル寿命のイメージ



【バッテリーの選定時の注意点について】

選定にあたり、接続するバッテリーの充電電圧や充電電流はバッテリーの最適値を参

考に設定願います。またバッテリー先の AGV に搭載されている制御機器などによっ

ては耐電圧を考慮して設定を行ってください。接続前に前に必ず仕様を確認いただき、

変更ください。

現状の運用状況やバッテリー消費を確認し、無料で充電シミュレーションを実施します。

最適なワイヤレス充電システム、充電サイクル、バッテリーなどをご提案します。

①運用状況確認

サイクルタイムや可搬重量など

により、バッテリーの消費は大

きく異なります。まずは現状を

確認します。

②消費電流測定

弊社営業担当が電流計測ロガー

を持参し、実際の消費電流を計

測し詳細を把握します。

③シミュレーション実施・
　ご提案

走行サイクルや走行・停止の消費

電流、1 日の稼働時間等をシミュ

レーションし、最適な製品と推奨

バッテリーをご提案致します。

■仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

株式会社　ビー・アンド・プラス

〒 355-0311　埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5

FAX：0493-81-4771　　Mail： sales@b-plus-kk.jp

BN2203j 2022.09

■ご検討、ご使用の際は、必ず取扱説明書を HP よりダウンロードの上、ご確認ください。

【バッテリーの選定が確定したら…充電シミュレーションで運用確認】

バッテリーのパラメーター設定の変更は充電製品オプションの

RCS600 ー OP004 をご使用ください。

書き込みソフトのダウンロードは B&PLUS の HP から可能です。

RCS600-OP004 充電ユニットと書き込みケーブルを接続で

きる P Ｃをご準備の上、設定変更ください。

B&PLUS の最新情報はこちら
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選択肢も広がる 30W ～ 2kw までの
豊富なラインアップ！

小型充電ユニット

小型充電ユニット

ダブルヘッド接続充電ユニット長距離ヘッド

長距離ヘッド
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2kW

210W
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30W

AGV やロボット、電動車両などへのワイヤレス充電に最適！
ワイヤレス充電業界　採用数 No.1 の RCS シリーズ

b-plus -kk. jp


