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ファンヒーター

電気毛布（強）

インバーターは出力が高くなればなるほど待機電力が大きくなり、家電品を接続しな
くてもサブバッテリーから電気が流れ続けて、１カ月も放置するとバッテリーの電圧低
下などの元凶となる。その問題を解消するために、サブバッテリーとインバーター間に
切断スイッチを設けるのが常識化している。だが「JPG1500」は、切断スイッチを設
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落ち着いた時

出力タイプ。家電製
品をつないだままで
も、メインスイッチ
を切っておけばサブ
バッテリーから家電
製品へ流れる待機電
力も完全にシャット
アウトする。
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電気関係についての質問を募集中です。住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、聞きたいことを明記し下記までお送りください。
E-mail：info@mag-daichi.jp HP：http://www.campcar-mag.com

質問募集中!!
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起動時

けなくても、インバ
ーターのスイッチを
入れたままでもサブ
バッテリーのメイン
スイッチと連動して
電源を完全に切断す
る機能が付いた画期
的な正弦波インバー
ターで、1500Wの高

Ah
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●講師プロフィール：小西憲一（こにし けんいち）
キャンピングワークス代表取締役。若い頃からテントでアウトドア、
トレーラーやキャンピングカーでサーフィンを楽しむ。平成11年、満
を持してキャンピングワークスを創設。
☎：042-479-1338 URL：http://www.camping works.com
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BATT電流

今回の実験で使用した
インバーター「JPG1500」をチェック！
3アイテムそれぞれの
実験結果やいかに

12

12

12

BATT電流

エレクトリック
キャンパーLAND

あったかアイテムで

冬のあったかアイテムは
どれだけ電気を使う？

ディープサイクルバッテリーだ

Ah

新 koniken先生の
冬にありがたい

家電用の暖房器具は
思いのほか高出力で
バッテリーを大消耗
実際の電流量を測定したのは、左からセラミックヒータ
ー（300Ｗ）、シガーソケット出力式のシートヒーター
（DC12Vで40Ｗ）、掛け敷き両用の電気毛布（80Ｗ）の
３アイテム。

家電品は表示の消費
電力より実測値の
消費電力が大きい！
35

40

冬アイテムの電力をチェック

冬のクルマ旅に便利なあったかアイテムって一体どのく
らい電力を使うのか？ そこで、3アイテムをリストアッ
プしチェックしてみたぞ。

大電流供給に優れたオプ
ティマ・イエロートップ
のディープサイクルバッ
テリーに最新型インバー
ターのJ P G1500をつな
ぎ、出力コンセントに分
割クランプセンサーを介
して測定品のコンセント
を接続。
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つ!!
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役
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防災に
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