
600W　最大出力（30V / 20A)

お客様の声から作りました

・リチウム電池も充電できるようにしました（要相談）
・適正な電圧・電流に調整して出荷できます。
・充電ユニット・給電ユニットからも、  エラーコードが
  出力できるようになりました。

ちょうどいい！ 今までなかった充電帯！

対向させるだけで
　　　　ワイヤレス充電！

24V 系

今お使いの AGV に
簡単に取り付けられます

高周波利用設備申請を初めてやるけど

大丈夫かな？

50AH―100AH のバッテリーで

最適なちょうど良いワイヤレス充電シス

テムがほしいなー。

今ある 1KW ー 3KW では充電容量大きく、導入

コスト高いよ。210W では充電容量少ないしね。

AGV 使う同じラインで、鉛バッテリー

とリチウムバッテリーが、AGV ごとに

違うんだよなぁ。

210W だとエラー情報少なかった

ので、エラー信号が分かりやすい

製品ないの？？

B&PLUS はワイヤレス充電製品沢山あって、どれを選べば良いの？？

鉛バッテリーしか充電できないの？？

リチウムバッテリーも充電できるように

したいなーー。

ワイヤレス充電ならではのAGV( 無人搬送台車 ) 用 ワイヤレス充電システム
うれしさは？

【とあるユーザーからのうれしさ報告】

ワイヤレス充電ならば
・交換作業が不要になり、重作業から
  解放された
・予備バッテリーが不要になった
・コスト的には…
  1 日 2 回、１回 15 分の
  バッテリー交換作業で、AGV ５台運用
  （1 時間単価￥3,000）
  稼働日　1 年 240 日
  1,500 円ｘ 240 日ｘ 5 台
　　　　　　　　＝180万円
のコストダウン。
改善効果が認められました。

充電ユニットだけでなく、電源ユニットからも

信号がほしいな！

多数の声を頂きましたので、声を形にしました



※リチウムイオン電池の場合
相談ください（対応可能）

AC100-240V

充電ユニット
型式：RCS600-CA24

電源ユニット
型式：RCS600-AC

給電ヘッド
型式：RCS600-AH受電ヘッド

型式：RCS600-CH

AGV側 ステーション側

各種24V
バッテリー

今お使いのバッテリーが
そのまま使えます

600W 製品特徴

・ヘッド間伝送距離が 20mm（弊社 210W 製品の伝送距離の 2 倍）。
・充電方式は、バッテリーに優しい定電流・定電圧（CC・CV）充電方式。
・充電中、各種エラーなど LED 表示 + 外部出力ができます（通信機能）。
・再充電機能　対向時　充電完了後　電圧が 24V ± 0.5V に降下した場合、再充電します。
・過電流、過電圧保護機能。一定以上になると充電を停止します。
・バッテリー温度を監視し（サーミスタ監視機能）、一定以上の温度になると充電を停止します。
・充電電流・充電電圧の設定が可能（お問い合わせください）。

CC・CV
　充電グラフ

定電流・定電圧（CC・CV）充電制御機能により、バッテリー（電池）に最適な充電が可能です

600W 構成図

充電制御について

バッテリーが放電状態の時（充電量が少ない時）は定電
流制御（CC）を行うが充電量が増加して、バッテリー
電圧が充電電圧設置値に達すると定電圧充電制御（CV）
に移行し、設定電圧を超えないように充電電流を絞って
いく。
充電電流が 1.0A（± 0.5A）に下がった時点で満充電
とみなし、充電を終了する。

【充電電圧・電流の調整可能範囲】
電圧：24V ± 0.5V ～ 30V ± 0.5V
電流：10A ± 0.5A ～ 20A ± 0.5A

工場出荷時の設定値
電圧：28.8V ± 0.5V
電流：20A ± 0.5A

＊設定は出荷時に対応可能です＊

※ 24V 系鉛電池への充電を基本仕様としておりますが、リチウムイオン電池、ご使用の電池への適用につきましてはご相談ください。
リチウムイオンキャパシタにつきましても充電の実績がございます。

【 SCIB SIP24-23 50%（11Ah）放電後充電特性 / CC 電流 20A CV 電圧 28.6V 】

時間（T）

電圧 電流



ヘッド間軸ズレ及び伝送距離

伝送距離は 20mm まで給電可能。
位置合わせがラクラク！

定電流・定電圧（CC・CV）充電制御機能により、バッテリー（電池）に最適な充電が可能です

方向 距離
G 0 ～ 20mm
X ± 10mm
Y ± 15mm

型式 RCS600-CA24

出力電圧 ≦ 30V
出力電流 ≦ 20A
外部入力 充電開始信号
外部出力 Ready, Charge, End, Error, E1 ～ E3
使用周囲温度 0...+50℃
保護構造 IP40（屋内設置型）
接続 給電コネクタ 丸形３ピンコネクタ

通信コネクタ 丸形 5 ピンコネクタ
入出力用コネクタ D-sub 25 ピン
バッテリー バッテリー接続用端子台（端子ネジサイズ M5）
サーミスタ サーミスタ接続用端子台（端子ネジサイズ M4）

重量 2680g
付属品 サーミスタ

型式 RCS600-AC

定格入力電圧 / 電源電圧 AC100V・200V  /  AC100V ～ 240V　単相 50/60Hz
消費電流 9A（100V 時）, 4.5A（200V 時）
外部入力 充電開始信号
外部出力 Power, Ready, Charge, End, Error, E1 ～ E3
使用周囲温度 0...+50℃
保護構造 IP20（屋内設置型）
接続 給電コネクタ 丸形３ピン

通信コネクタ 丸形５ピン
出力信号 D-sub 25 ピン
電源 ３P インレット

重量 3340g
付属品 分割フェライトコア

型式 RCS600-AH

使用周囲温度 0...+50℃
保護構造 IP65（屋内設置型）

接続
給電：丸形３ピン（オス）、通信：丸形５ピン（オス）に
て電源ユニットに接続

材質
ケース PPS, アルミ
出力ケーブル φ 8.6　2.5mm2x3　KVU
信号ケーブル φ 5.6　0.3mm2x4　PVC

重量 2960g（ケーブルコネクタ部含む）
付属品 分割フェライトコア

型式 RCS600-CH

伝送距離 0 ～ 20mm
許容軸ズレ X 軸方向に± 10mm, Y 軸方向に± 15mm（上記参照）
使用周囲温度 0...+50℃
保護構造 IP65（屋内設置型）

接続
給電：丸形３ピン（メス）、通信：丸形 5 ピン（メス）に
て充電ユニットに接続

材質
ヘッド PPS, アルミ
出力ケーブル φ 8.6　2.5mm2x3　KVU
信号ケーブル φ 5.6　0.3mm2x4　PVC

重量 1950g（ケーブルコネクタ部含む）
付属品 分割フェライトコア

受電ヘッド

伝送距離

20mm まで

OK!

AGV 側 ステーション側

ヘ
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ド
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仕　　様

伝送距離 G 20mm

Y 方向
± 15mm

AGV ヘッド

（上面図）

ヘッド

上下 X 方向
± 10mmAGV

（正面図）

ヘッド

給電ヘッド

電源ユニット充電ユニット
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ワイヤレス給電の

最新情報はこちらから ･･･ http://www.b-plus-kk.jp/

■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。

■各種お問い合わせ

TEL：0493-71-5160　　FAX：0493-81-4771　　Mail： sales@b-plus-kk.jp
〒 355-0311　埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5

■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。

ワイヤレス充電システム　現ラインナップ
30W 120W 210W

充電帯
対応電池

30W(14.4V/2A)
鉛蓄電池専用

30W(28.9V/1A)
マクセル社製リチウム
イオン二次電池専用

120W
（14.8V/8.5A)
鉛蓄電池専用

120W
（29.0V/4.3A)
鉛蓄電池専用

210W
(30V/7A)
鉛蓄電池専用

型式 RVT-210-502-PU
RVE-210-2-PU

RCS30-LI24
RCS30-TH01
RCS30-EH01
RCS48-DC1

RVT-433-508-PU
RVE-433-2-PU

RVT-433-404-PU
RVE-433-2-PU

RCS210-PB24
RCS240PH
RCS240AH
RCS240-AC1

寸法 80x80x30 ヘッド：
85x85x26
アンプ：
60x93.5x32

110x160x75 110x160x75 ヘッド：
100x140x40
充電ユニット：
188x230x50.5
電源ユニット：
210x300x80

伝送距離 4...10mm 0...20mm 0...10mm 0...10mm 0...10mm

 600W 機器ご使用上のお願い 600W 機器ご使用上のお願い 600W 機器ご使用上のお願い

●本製品は、電波法の高周波利用設備に該当しており、ご使用にあたり設置申請が必要となります。必ず申請を行ったうえで使用してください。
設置申請手続きの詳細は、総務省の電波利用ホームページを参照してください。（B&PLUS では、高周波利用設備申請の代理申請を承ります。
また、申請に必要な書式・資料を準備しております。）

●本製品に搭載している制御用通信装置は、「微弱な無線局 ( 微弱電波機器 )」に該当しますので総務大臣の無線局許可 ( 免状 ) は必要ありません。
ただし、電子機器や医療機器 ( ペースメーカー等 ) に影響を及ぼす恐れがありますので操作の際はご注意ください。

●本製品は、日本国内仕様となっております。日本国外での使用はできません。日本国外で使用された場合、当社はいかなる責任も負いかねます。

●ご使用の際は、必ず取扱説明書をご覧ください。

ビー・アンド・プラスはたくさん製品ラインナップあり
小容量～大容量まで選べます！

たくさんあって迷う !! ビー・アンド・プラスなら
充電シミュレーションできます !!

そして 600W→

【シュミレーション確認事項】
①バッテリー型式・バッテリー容量の確認
②走行・停止時間の確認　※１サイクルあたりの走行時間／停止時間
③消費電流の確認
　走行時・停止時・休憩時　それぞれの消費電流
④停止中は充電できるのか？充電無の停止なのか？
⑤１日の稼働時間
　開始時間／終了時間／昼休み／直間／ 1 日の AGV の稼働状況を確認

リチウムイオン電池
にも対応可能！

＊お問い合わせください＊

【充電シュミレーションでわかる事】
充電シュミレーションを利用する事で
停止時間が長い・休憩時間を利用した充電が可能など
その分「継ぎ足し充電」が可能な場合があります。
もしかすると 大容量は小容量を兼ねるではなく
選べる製品数多い【ビーアンドプラス】ならば
お値打ちに ワイヤレス充電を導入できる可能性があります

＊詳しくは、お気軽にお問い合わせください＊
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