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XIMIESR 900をご購入いただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書は保証書も兼ねております。保証に必要な項目が記入されていることをご
確認のうえ、大切に保管してください。

故障かな？と思ったら、10ページの「こんなときは？」に該当する症状がないか 
ご確認ください。それでも正常に動作しないときは、販売店にご相談ください。

取扱説明書

オキシマイザー
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O
オキシマイザー
XIMISER 900の特徴

O
オキシマイザー
ximiser 900は高度な管理システムを備えた12Vバッテリー用充電器です。

● 定格出力1.2Ah～30Ah、最大900mAまでのバッテリーに使用できます。
● この充電器は鉛酸バッテリー タイプ (VRLA、GEL、AGM、MF) の充電だけに使用して

ください。
●フロート充電機能で充電完了時に自動で停止し、過充電を防止します。
●バッテリーを長持ちさせるサルフェーション除去機能。
● 6段階の自動充電サイクルでバッテリーを最適化・充電・維持して寿命を延ばします。
● LEDバックライト付きのディスプレイで、暗い場所でもバッテリーの状態を確認できます。
●逆接続をWARNINGランプでお知らせします。
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安全にお使いいただくために
安全かつ効果的な取り扱いが行えるように、次の見出しを使用しています。
見出しの意味を十分にご理解の上、正しくお使いください。

警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定さ
れる内容。

注意 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、
および物的損害のみの発生が想定される内容。

 ● シンボルマークの意味

このマークは禁止の行為であること
をあらわします。

このマークは指示を守ることを 
あらわします。

警告
本製品はDC12Vバッテリー専用です。他の電圧のバッテリーへの充電や、他
の用途では使用しないでください。
本製品の過熱や発火、バッテリーの爆発など、思わぬ事故が発生するおそれ
があります。

凍結したバッテリーに使用しないでください。

ニカドバッテリー、ニッケル水素バッテリーの充電には使用しないでください。
バッテリーの過熱や発火、爆発のおそれがあります。
本製品が強い衝撃を受けたり、落として損傷したりした場合は使用しないで
ください。
感電や火災、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
本製品を分解・改造しないでください。
感電や火災、やけどの原因になります。

小さなお子様の手の届かない場所で使用／保管してください。

ぬれた手で本製品を使用しないでください。
感電の原因になります。
可燃性のガスや液体がある場所で使用しないでください。
火災、やけどの原因になります。
本製品の端子部や電源プラグなどを、金属のピンで触れたりゴミを付着させ
ないでください。
また、端子部のほこりなどは定期的に取り除いてください。
回路がショートして火災の原因になります。
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警告
埃や粉じんが多い場所で使用しないでください。
火災、やけどの原因になります。
風通しの良い場所で使用してください。
バッテリーが引火して爆発するおそれがあります。
本製品使用時は、たばこなどの火気を近づけないでください。
火災、やけどの原因になります。
本製品をストーブなど熱源に近づけないでください。
発熱、発火の原因になります。
本製品から異臭や音がしたら、ただちに使用を中止してください。
そのまま使用し続けると、ショートして火災の原因になるおそれがあります。
延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、次の点に
注意してください。
・ 延長コードのプラグのピンが充電器のプラグのピンと同じ数、サイズ、形状

であること。
・ 延長コードが適切に配線されており、良好な電気的状態にあること。
・ 延長コード が許容電流値があること。
ケーブル類を束ねたまま使用しないでください。
発熱、発火の原因になります。
本製品のケーブルの赤と黒のケーブルを接触（ショート）させないでください。
回路がショートして火災、やけどの原因になります。
感電等を避けるため、手袋等をして作業してください。また、安全の為、作
業に適した服装で作業を行ってください。

本体とケーブルを接続したまま保管しないでください。

本体から電解液が漏れたり異臭がする場合は、ただちに火気より遠ざけ使用
を中止してください。
バッテリーから漏れた液体が目や肌に付着した場合は、清潔な水で洗い流し
てください。
洗い流したあとは眼科や皮膚科など医師の診断を受けてください。また本体
内に漏れた液体が残っていることがありますので、十分注意してください。
お手入れの際はケーブル類や電源プラグを抜いてください。
感電するおそれがあります。



5

注意
本体や付属品を落下させたり、衝撃を与えないでください。
故障や破損するおそれがあります。
本製品を使用する際は、貴金属類（指輪・ネックレス・時計など）は外してく
ださい。
高温多湿になる場所での充電、放置は避けてください。
発熱、破裂、発火、感電、本体の変形、故障の原因となるおそれがあります。

使用後は必ず電源ケーブルを抜いてください。

電源ケーブルをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、プラグ部
分を持って抜いてください。
電源プラグ、電源コード、充電ケーブル、充電クリップが損傷している場合
は使用しないでください。
ショートして火災の原因になるおそれがあります。
本製品が異常に熱くなったり、その他異常を感じた場合は、ただちに使用を
中止してください。
そのまま使用し続けると、ショートして火災の原因になるおそれがあります。
ケーブルを接続する際は、プラスマイナスの接続を間違えないでください。
逆に接続すると本製品または、車体の破損/バッテリーが爆発するおそれがあ
ります。
ケーブルを接続する際は、クリップ（赤）から接続し、取り外すときは、クリッ
プ（黒）から取り外してください。

「接続／取り外し」の順番を間違えないでください。
回路がショートして火災、やけどの原因になります。
水がかかる場所で使用／保管または、水没させないでください。
本製品は、防水仕様ではありません。故障、火災、感電の原因になります。
本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
内容については各自治体にお問い合わせください。
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各部の名称
 ■本体

RECOVER BULK CHARGE

WWW.OXPROD.COM

MAINTAIN

LOW HIGH

充電状態

充電レベル
インジケーター

WARNINGランプ

バッテリー電圧計

POWERランプ

冷却孔

出力ケーブル
通気孔

LEDバックライト
ボタン

 ■付属品
①  ワニクリップケーブル（OF 702） 

（５A ヒューズ＋防水型ケース) 
ヒューズ交換可能タイプ

②  車両常時接続型 ケーブル (OF 703) 
（５A ヒューズ＋防水型ケース) 
ヒューズ交換可能タイプ

③  電源ケーブル
④  取り付けマウント 

（木ネジ×2、アンカー×2）
⑤  取扱説明書（本書）

③

①

②

④
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はじめに
 ■6段階自動充電サイクルについて

時間

電
流 

（A）

3 421 5 6

電
圧 

（V）

14.4 V
12.5 V

0 V

0 A
0.2 A
0.9 A

O
オキシマイザー
ximiser 900は、6段階の自動充電サイクルを行う高度なバッテリー管理システムを備

えています。充電サイクルの5つのプロセスは次の通りです。

1 極性のチェック
充電ケーブルが正しく接続されているかを確認します。 
接続を間違えている場合は、［WARNING］ランプが点灯します。

2 バッテリーの分析（サルフェーション除去）
バッテリーの状態を分析し、最適な充電方法を決定します。
分析の内容：放電状態／内部の劣化／バッテリーの損傷／バッテリーのショート
・  バッテリーが損傷を受けている、または充電できない状態の場合、［WARNING］ラ

ンプが点灯します。
・  バッテリー電圧が4V未満の場合、バッテリーの充電は安全ではないと判断し、
［WARNING］ランプが点滅します。

3 急速充電
電圧が11.8V以上のバッテリーは、14Vになるまで最大900mAで急速充電します。
・ 急速充電中はディスプレイに「BULK CHARGE」の文字と充電レベルインジケーター

のバーを最大8本表示します。
4 パルス充電

バッテリー容量が100%（フル充電）になるまで、0.2Aまたは1.0A（充電モードによる）
で電流を制御しながら充電を行います。

5 電圧のチェック
満充電後、バッテリーがフル充電を保持できるか約60分間電圧をチェックします。
60分後に大きく電圧が下がる場合は、配線の不具合。電子機器からの電力消費または
バッテリー本体の不具合を確認することをおすすめします。

6 メンテナンスモード（フロートチャージ）
電圧が14.4Vになるまで0.2Aで電流を制御しながら充電し、14.4Vになると自動的に
停止します。接続中は電圧の維持と最適化を行います。
・ 維持充電中はディスプレイに「MAINTAIN」の文字を表示します。
・バッテリー電圧が12.6V以下になると、低い電流で補充電を行います。
※バッテリーを最適化時にはチャージャーは補充電を行いません。
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使い方
 z本製品はDC12Vバッテリー専用です。他の電圧のバッテリーへの充電や、
他の用途では使用しないでください。
 z使用する前に本体やケーブル、プラグなどに損傷がないか確認してください。

バッテリーを準備する
 z 車両のオーナーズマニュアルを参照してバッテリーの電圧を調べ、本製品の定格出力に
適合していることを確認してください。

 z 充電するために車両からバッテリーを取り外す必要がある場合、必ずバッテリーに接続
されている端子を取り外してください。アークを生じないように、車両のすべてのアク
セサリが切られていることを確認します。

 z 充電中にセルキャップを取り外す／取り外さない、推奨される充電の速度など、ご使用
のバッテリーの注意事項を確認してください。

 z バッテリー液の液面が低下している場合は、最高液面線（UPPER LEVEL）までバッテリー
液を補充してください。 
※バッテリー液の補充のしかたは、ご使用のバッテリーの取扱説明書をご確認ください。

 z バッテリーの端子にさびなどがある場合は、ワイヤーブラシや紙やすりなどで磨き、取
り除いてください。

 z【オープンバッテリーの場合】 
液口栓の排気孔に詰まりなどがある場合は取り除いてください。 
※ 液口栓が詰まったまま充電すると、充電中に発生するガスによってバテリーの内圧が

上昇し、バッテリーが破損するおそれがあります。

バッテリーを充電する
※バッテリーを車両に取り付けたまま充電できます。

 z充電器とバッテリーはできるだけ離してください。
 z充電中のバッテリーの真上または真下に充電器を置かないでください。

バッテリーから出るガスや液体が充電器を腐食し、損害を与えることがあります。

 z接続を間違えないようご注意ください。

1.	バッテリーにケーブルをつなぐ
【充電クリップを使用する場合】
※原付バイクに接続する場合は、バッテリーからカプラを外してください。
① 充電クリップ（赤）をバッテリーのプラス端子に繋ぎます。
② 充電クリップ（黒）をバッテリーのマイナス端子に繋ぎます。
※充電クリップが外れないように、しっかりと繋いでください。
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【丸形端子を使用する場合】
①  バッテリーのマイナス端子に接続されているネジを外します。
②  バッテリーのマイナス端子に接続されているネジを外します。
③  充電ケーブル（赤）の丸形端子をバッテリーのプラス端子にネジ止めします。
④  充電ケーブル（黒）の丸形端子をバッテリーのマイナス端子にネジ止めします。

2.	充電ケーブルを本体に接続する
充電ケーブルのコネクターを出力ケーブルの差し込み口に接続します。

3.	電源プラグをコンセントに差し込む
電源ケーブルのコネクターを本体の差し込み口に接続し、電源プラグをコンセントに
差し込みます。
・［POWER］ランプが点灯し、自動充電サイクルを開始します。

充電を中断する
電源プラグをコンセントから抜きます。

充電を終了する

1.	電源プラグをコンセントから抜く

2.	バッテリーからケーブルを外す
【充電クリップを使用した場合】
①  充電クリップ（黒）をバッテリーのマイナス端子から外します。
②  充電クリップ（赤）をバッテリーのプラス端子から外します。

【丸形端子を使用した場合】
①  充電ケーブルのコネクターと出力ケーブルのコネクターを外します。
②  充電ケーブルのコネクターにキャップを被せ、汚れが付着したり水に濡れたりしな

い場所に据え付けます。



10

こんなときは？
症状 原因と処置

充電が始まらない ・  電源プラグをコンセントに差し込まれているか確認してくだ
さい。 
プラスとマイナスが正しく接続されているか確認してくださ
い。

［WARNING］ランプが点灯する ・  バッテリーが損傷・劣化している可能性があります。 
交換を検討してください。 

［WARNING］ランプが点滅する ・  充電ケーブルが緩んだり外れたりしていませんか。 
充電ケーブルを正しく接続してください。

フル充電にならない ・  バッテリーの容量が大きいと、充電に時間がかかります。
・  バッテリーが劣化している可能性があります。 

交換を検討してください。

仕様
サイズ 128×88×39mm 重さ 400g
入力電圧（AC） 220-240V AC　50-60Hz 

最大1.6A
充電電流 0.9 Amps rms

出力電圧（DC） 最大12V 使用環境 1℃～35℃
充電器タイプ クラス2バッテリー充電器

※ 仕様は予告なしに変更する場合があります。

スペアパーツ
名称 型番

ワニクリップケーブル 
（５A ヒューズ＋防水型ケース)
ヒューズ交換可能タイプ 
全長０. ５m

OF702
（スペアー品）

車両常時接続型 ケーブル 
（５A ヒューズ＋防水型ケース)
ヒューズ交換可能タイプ
全長０. ５m

OF703
（スペアー品）

延長ケーブル
OF702, OF703と兼用でご使用頂けます。 

（ヒューズは付属しません）
全長３m

OF705
（オプション品）
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保証について
本製品が故障した場合は、弊社修理窓口、またはお買い上げの販売店までお問い合わせください。

 ■ 保証規定
1. 製品保証期間はご購入日より１年です。保証期間内に正常な使用状態で製品の不具合が発生した場合は、当社の

判断で製品の修理、または同等品への交換を行います。
2. 必ず、購入後30日以内に商品の確認をお願いします。商品ご購入後30日以内で弊社初期不良と判定する場合は、

弊社指定の配送業者にて商品着払いで送付してください。 
30日を過ぎますと、初期不良・不良や検品に関しては修理扱いとなります。その場合の送料はご負担ください。 
交換および修理後の返送料は、弊社にて負担いたします。

3. 付属品の保証期間は、ご購入後30日です。ご購入の際に商品内容をご確認ください。30日を経過すると無償交
換や修理ができなくなりますのでご注意ください。

4. 保証期間内でも次のような場合は保証の対象外となります。
(1) 保証書、または購入日が確認できる帳票類をご掲示いただけない場合。
(2) 落下、衝撃、外的要員による破損、当社以外での修理、改造を行った場合。
(3) 分解、改造したバッテリーを使用した場合。（バッテリーを分解、改造すると、破裂したり液漏れしたりする

ことがあります。）
(4) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧その他

の外部要因による故障または損傷した場合。

 ■ 免責事項
5. 本製品を道路上での使用については、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。本製品

使用時の法的責任はすべて使用者にあり、本製品のメーカー、輸入会社、および販売会社は一切の法的な責任は
負いません。

6. 本製品の故障または使用によって生じたお客さまの保存データの消失、破損等について保証するものではありま
せん。

7. 弊社商品のご使用、または不具合、故障に於いて発生する、バイク車両等の事故や障害、時間や利益の損失、不
利益の補填に関しては、一切責任を負いかねます。

日本総代理店：株式会社LINKS
 〒604-8025　京都市中京区下大阪町349-6 イシズミビル７F
 TEL：075-708-2362　　info@linksofjapan.jp
 oxfordproducts.jp 
製   造   元：OXFORD Products Ltd (OXFORD)
 https://www.oxfordproducts.com

 ■ 保証書
ご購入時に所定事項をご記入下さい。本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品名 O
オキシマイザー
XIMISER 900 お買い上げ日 　　　　年　　月　　日

販売店

住所

MM0031.01


