
ジーニアス ブースト

Genius               BOOSTGenius               BOOST ジャンプスターター

Heavy Duty
TM

12V

Car & Truck

TM

12V

WHICH ONE TO CHOOSE?WHICH ONE TO CHOOSE? どちらを選ぶ？
どちらを選ぶ？

6.0L エンジン (3.0L ディーゼル ) まで6.0L エンジン (3.0L ディーゼル ) まで

8.0L エンジン (6.0L ディーゼル ) まで8.0L エンジン (6.0L ディーゼル ) まで

サイズの GB40サイズの GB40

パワーの GB70パワーの GB70

対象電池

Wet Gel MF EFB AGM
Auto  |  Marine  |  RV  |  Powersport  |  Lawn & Garden  



株式会社阿部商会　〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-2 ℡03-3233-2212 http://abeshokai.jp
札幌営業所: 011(805)3555 / 仙台営業所: 022(288)3915 / 関東営業所 用品: 03(3233)2222 / 関東営業所 部品: 048(740)5554
名古屋営業所 用品: 0568(76)8551 / 名古屋営業所 部品: 0568(76)7531 / 大阪営業所 用品: 072(986)9700
大阪営業所 部品: 072(986)9705 / 広島営業所: 082(568)2510 / 福岡営業所: 092(432)9940

お問い合わせは 安心の正規輸入元 阿部商会 までお問い合わせは 安心の正規輸入元 阿部商会 まで

USB 充電器レート

0.5A

1A

2A

充電時間

28時間

14時間

7時間

12V 高速充電

12V, 3A (36W)
2～3時間

• GB40 ブーストプラス ジャンプスターター 
• マイクロUSB ケーブル

• X Connect HD バッテリークランプ
• ユーザーガイド / 製品情報・保証

• 12V  USB ケーブル

USB 充電器レート 充電時間

12時間

6時間

3時間

0.5A

1A

2A

梱包品 • GB70 リチウム ジャンプスターター (高耐久性クランプクリップ付)
• マイクロUSB ケーブル
• 12V  メスプラグ (出力)
• 12V  オスプラグ (入力)
• 12V  XGC ケーブル
• ユーザーガイド / 製品情報・保証

(参考数値; 放電具合や使用する
 電源によって結果は異なります) 

再充電性能

製品の技術仕様

内臓バッテリー：

動作温度：
充電時許容温度：

推奨保管温度：

ピーク電流：

 エネルギー量３秒ごと：
バッテリー容量：

マイクロUSB (入力)：
USB (出力)：

防水・防塵保護等級：
クーリング：

サイズ (長さ×幅×高さ)：
重さ：

12V (入力/出力)：

対応エンジン：

満充電時 使用可能回数：

GB70 GB40

リチウムイオン
2000A

15700+ ジュール3S  

-30℃ ~ +50℃
0℃ ~ +40℃
-20℃ ~ +50℃ (平均温度)

5000mAh

12V, 3A 入力 / 12V, 15A 出力
5V, 2.1A
5V, 2.1A
IP65  (差込口を閉めた状態)

自然対流
222 × 152 × 70 mm
約2.2 kg

8.0L ガソリン車
6.0L ディーゼル車
ジャンプスタート 約40回

リチウムイオン
1000A

7000 ジュール3S  

-30℃ ~ +50℃
0℃ ~ +40℃

5V, 2.1A
5V, 2.1A
IP65  (差込口を閉めた状態)

自然対流
167 × 80.3 × 43.4 mm
約1.1 kg

2150mAh

-20℃ ~ +50℃ (平均温度)

6.0L ガソリン車
3.0L ディーゼル車
ジャンプスタート 約20回

希望小売価格：¥36,000 (税別) 希望小売価格：¥19,000 (税別)

ハイパワーで大容量 手軽で便利なサイズ
小型でも安心な力強さ幅広い車輌に対応

ハイパワーで大容量 手軽で便利なサイズ
小型でも安心な力強さ幅広い車輌に対応

どちらを選んでも 安全 頑丈 コンパクト安全 頑丈 コンパクト

NOCOカンパニー 豆知識
アメリカ オハイオ州に本社をおく 1914年創立の老舗の電気機器・車輌関連機器メーカー
その名は北米で広く知れ渡り、NOCO製品は現地量販店などで幅広く取り扱われている
彼らの技術力・優れたデザインの評価は高く 活動の場を世界に広げている


