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品質
当社は、自社のバッテリーおよび充電器が常に最高品質であることを保証します。

何故BCBを選ぶ?

品質
当社のバッテリーは、ほかのトップブランド
と同様、品質が高いSANYOの電池を使用
しています。

すべての製品は工場と販売前の両方で徹
底的なテストをおこない、完璧な状態の製
品以外は出荷されないことを保証してい
ます。

すべての製品に１年(BCB)の保証がつい
ています。すべての製品に、30日以内返金
保証がついています。

BROADCAST CAMERA BATTERIES, INC.
日本代理店ー有限会社クロスワイヤ
〒305-0824茨城県つくば市
葛城根崎45-1

メール： bcb@crosswire.co,jp      
電話： 090-3515-6026 
ホームページ： www.bcbinc.jp
営業部長：ジェフリージョーサン

• Vマウント製品はすべて国内保管 
（ゴルドマウントは特注品）

• 迅速な出荷
• 電話およびメールでのサポート
• 全力でお客様のニーズにお応えします。
• 特殊なリクエストもご相談くだい！
 
耐衝撃性
当社のBCBバッテリーは最大４フィート（約
1.2メーター）の高さからの落下に耐えるこ
とが落下試験により証明されています。

認証
当社の製品は、以下の認証を受けています。
•	 EMC	2004/108/EC
•	 LVD	2006/95/EC
•	 ROHS	2002/95/EC
•	 GB/T	19001-2008/ISO	9001:2008

お手頃な価格
当社は一流の製品をただ提供するだけでな
く、どのような企業様でも手軽に購入できるお
手頃な価格で提供するよう努力しています。

サービス

保証期間内にバッテリーを落として壊れた場合は、新品と無料で交換します。



技術情報
種類： リシウムイオン 
セルのメーカー： SANYO 
マウント: Vマウント (BL) 
ゴールドマウント (AL) 
電圧： 14.8 V 
4段階の残量表示LED 
作動温度： -20°〜50°C

BCB - Vマウント及びゴルドマウントバッテリー

BZ-70BL \ BZ-160AL (70Wh, 4.7Ah)                   
¥23,900 （税別）
重量：600 g  寸法：155 x 97 x 46 mm

BZ-98BL \ BZ-98AL (98Wh, 6.6Ah)             
¥33,800 （税別）
重量：650 g  寸法：155 x 97 x 46 mm

BZ-130BL \ BZ-130AL (130Wh, 8.8Ah)             
¥47,600 （税別）
重量：680 g  寸法：155 x 97 x 46 mm

BZ-160BL \ BZ-160AL (160Wh, 10.8Ah)           
¥58,500 （税別）
重量：850 g  寸法：155 x 97 x 46 mm

BZ-190BL \ BZ-190AL (190Wh, 12.8Ah)           
¥67,800 （税別）
重量：1300 g  寸法：155 x 97 x 69 mm

BZ-230BL \ BZ-230AL (230Wh, 15.5Ah)           
¥77,000 （税別）
重量：1400 g  寸法：155 x 97 x 69 mm

保証期間
すべての製品に１年(BCB)の保
証がついています。すべての製品
に、30日以内返金保証がついて
います。

D-Tap出力1系統 
2.0A充電ポート1系統 
安全性 
過充電保護  
過放電保護　 
過電流保護　 
短絡保護
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技術情報
マウント: Vマウント (BL) 
ゴールドマウント (AL) 
作動温度: -10〜45℃ 
対応商品: BCBのVマウント、ゴルドマウント及びNP
タイプのバッテリー 

BCB - Vマウント及びゴルドマウント充電器

CZ-1L 共用1ch簡易充電器       ￥19,000 （税別）
入力電圧: AC100-240V、50-60HZ、50VA
出力: 16.8V / 2A
重量: 380 g
寸法: 120 x 68 x 36 mm

CZ-2BL \ CZ-2AL 2ch同時充電器  ￥45,000 （税別）
入力電圧：AC100-240V、50-60HZ、80VA
充電出力：16.8V / 1.6A (2ch同時充電)
ACアダプタ (DC Out)：DC15V/70W (1連)
BCB共用充電出力：２連
重量: 1500 g
寸法:　215 x 145 x 70 mm

保証期間
すべての製品に１年(BCB)の保証がついています。すべての
製品に、30日以内返金保証がついています。

CZ-2L 共用2ch簡易充電器       ￥29,000 （税別）
入力電圧: AC100-240V、50-60HZ、50VA
出力: 16.8V / 1A x 2
重量: 380 g
寸法: 120 x 68 x 36 mm
バッテリー２台同時充電可
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BCB - Vマウント及びゴルドマウント充電器

ゴルドマウントプレート                    ¥9,900 （税別）
重量：170 g
寸法：119 x 76 x 16 mm

Vマウントプレート                    ¥9,900 （税別）
重量：170 g
寸法：141 x 84 x 16 mm

CZ-4BL \ CZ-4AL 4ch同時充電器  ￥79,000 （税別）
入力電圧: AC100-240V、50-60HZ、160VA
充電出力: 16.8V / 1.6A (4台充電時)
ACアダプタ (DC Out): DC15V/70W x 2
重量: 2200 g
寸法:255 x 125 x 160 mm

BCB - Vマウント及びゴルドマウントプレート

保証期間
すべての製品に１年(BCB)の保証がついています。すべての
製品に、30日以内返金保証がついています。 
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