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EB65 12V ディープ サイクル バッテリー 蓄電池 新品

繰り返し充電して使えるバッテリー

ＬＩＮＥ＠始めました！
お友達登録でクーポンＧＥＴ！
友だち追加→ＱＲコードで！

EB65 12V ディープ サイクル バッテリー 蓄電池 新品 繰り返し充電して使えるバッテリー

よくあるご質問
会員登録は商品を買い物かごに
入れてから行って下さいませ。

商品カテゴリ
インバーター発電機
（1800Ｗ、2200Ｗ）
アトラス カーバッテリー
グロバット カーバッテリー
乗用玩具 （ランボルギー
ニ）
乗用玩具（フェラーリ）
自動開閉 魔法のゴミ箱
ＬＥＤ工業用 （100Ｗ）
ステンレスガソリン携行缶
バラスト （35Ｗ用）
テレビ壁掛け金具
バイクバッテリー （ＯＰＴＩ
ＭＡＸ）
エアロワイパー スノーワ
イパー
HID 作業灯 （35Ｗ）
ＬＥＤ作業ライト （48Ｗ）
扇風機
エンジン式チェーンソー
マネーカウンター
エンジン草刈り機
多目的重機シート
エンジン式発電機
（2000Ｗ）
乗用玩具 （レーシングバ
イク）
ＲＣヘリコプター （スカイ
キング）
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キング）
エンジン式排水ポンプ
マジックホース
球体ヘリコプター
ihelicopter
ハンドパレット （3000ｋｇ
対応）
バイク充電器
7インチカーナビ
シャネル化粧ポーチ
トリバーチ長財布
多古米
hiddenpage
荷台シート
バイクカバー
エアーコンプレッサー
孵化器全自動
噴霧器
人気ランキング
月

週

日

1月5日の集計
第1位
EB65 12V ディ
ープ サイクル バ
ッテリー 蓄電池 新
品 繰り返し充電し
て使えるバッテリー
10,700円（税込）
第1位
90Ｄ26Ｌ
90D26R カーバ
ッテリー グロバッ
ト 新品 ２年補償
6,650円（税込）
ランキングの続きを見る

コンテンツ
＞お客様の声
＞頑固社長の声（見なきゃ
損！）
＞FAX注文用紙
ＦＡＸ番号
0476365179
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【営業時間】10:00～15：00

業者販売価格に挑戦！
一度利用してみて下さい。価格以上の価値は絶対にあります！
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【定休日】日・祝日
・お盆休業

ご購入される前に、必ず現在ご使用のバッテリー型式又は寸法をご確認下さい。
限定数量！お安くご提供致します！

・GW
・年末年始

【送料について】
■発送業者選択不可
■無料/1個・・・全国(沖縄および離島を除く)
■2750円/1個・・・沖縄および離島
■代引きをご希望される場合は、送料+代引き手数料がかかります。
【同梱について】
同梱不可。２個目からもそれぞれ送料がかかります。

ブログ紹介

【使途】
・ゴルフカート・電動運搬車・無人搬送車・電動車椅子・ロボット・電動清掃機
・スィーパー・小型フォークリフト・バッテリーリフト・ソーラーシステム ・特殊電動作業車
・遊園地カート ・小容量バックアップ電源・バッテリーウェルダー・リフティングマグネット
・風力、太陽光発電、非常電源・エレキ(電動スラスター)

EB65 12V ディープ サイクル バッテリ
ー 蓄電池 新品 繰り返し充電して使える
バッテリー
型番・品番

： 6327tezuka

販売価格

： 10,700円（税込）

会員価格

： 10,600円（税込）

ポイント還元1%
オープン価格
在庫
： 8個
購入数

： 1

個

返品についての詳細はこちら

【発送事務効率センター】
お客様の声を見る

〒2870242
住所:千葉県成田市多良貝
2452803

この商品をつぶやく
この商品について問い合わせる
友達にメールですすめる

☏：

0476365304

携帯☎:09013087593

この商品のURLを携帯に送る
再入荷通知

ご質問はご遠慮なくお電話下
さい。手塚まで
お近くの方は発送センターま
でお寄り下さい。
店頭販売致します。
住所をクリック！地図が確認
出来ます。
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YS

楽天市場
ヤフオク
ヤフーショッピング
各モールでも出品してお
ります。
ポイントがあるお客さま
は上記ショップをご利用
もいただけます。
上記モールを
EB65 ディープ サイクル バッテリー 蓄電池 新品
最初の2から3桁の数字はJIS規格による性能ランクです。
標準搭載バッテリーの性能ランクをご確認の上、お買いお求め下さい。
補償期間 初期不良
電解液注入済み

クリックして移動下さい。

端子形状：【L型（ボルト・ナット式）】
こちらの商品は、端子形状がL字（ボルト型）です。

お店案内
※ディープサイクルバッテリーとは？
この度は当店ホームページにご

充電と放電を繰り返す用途に用いられる高耐久性バッテリーで、サイクルサービスバッテリーとも呼ばれ、

来店頂き誠に有り難うございま

深放電時のダメージに強いバッテリーのことを言います。サイクルサービスなどの、
放電と充電を交互に繰り返して使用される移動動力用電源として、

す。

深い放電、振動にも耐えられるように設計、
お客様が安心してお買物してい

製作された高性能、長寿命タイプです。

ただけるよう、スタッフ一同日々
努力しております。

フタと一体取っ手付。（通常の自動車エンジン始動用途には適しません。）

今後とも当店を宜しくお願い致し
ます。

■点検が容易
電槽に半透明樹脂を採用。液面が外から確認でき、保守点検が容易です。（EB65/EB100まで）
■信頼性の高い長寿命設計
過酷な条件に耐える特殊高性能極板と高性能セパレータの組合せによるスタミナ！
■抜群の耐衝撃性
特殊ポリプロピレン樹脂電槽で抜群の耐衝撃性。
特殊高性能極板をガラスマットで緊圧、深い放電と過酷な充電、激しい振動にも丈夫な構造。
一般の自動車用バッテリーでは応え切れない使用条件に耐えるバッテリー！

背負い式 充電式噴霧機 12ＡＨ
25Lタンク 替えノズルあり 新
品
11,100円（税込）

工場（メーカースタッフ）により品
質管理をしっかり行っています
ので、安心してお使い頂けま
す。
利用しない時間が多少長くても
自然放電が少ない。

新発売
グロバットは、主に、アメリカ、オーストラリア、イギリス、ドイツで利用(販売)されているバッテリーです
弊社では部品供給会社、電装品店、整備工場などを主に数多くの自動車関連会社への供給を行ってお
ります。 高品質で安価なバッテリーをお買い求めの業者さまには、一度お試し頂きたいと思います。

背負い式 エンジン噴霧機 パワ
ー25.6ｃｃ 噴霧器 25Lタンク
新品
13,600円（税込）
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背負い 手動式 噴霧機 16Lタ
ンク 家庭 菜園 ノズル 新品
4,100円（税込）

ハンディ 紙幣カウンター 小型
紙幣計数機 ポータブルタイプ
新品
5,490円（税込）

規格 容量：12V 65Ah
サイズ：長さ(L)306 x幅(W) 173x高さ(TH) 225 (mm)
重量:約27kg
最初の2から3桁の数字はJIS規格による性能ランクです。
標準搭載バッテリーの性能ランクをご確認の上、お買いお求め下さい。
商品名

保障期間 初期不良
電解液注入済み
端子形状：【L型（ボルト・ナット式）】
【商品発送日について】
西濃運輸にて 順次発送しております。
ご購入、ご検討 よろしくお願いいたします。

この商品を見ている人はこんな商品も見ています。

3点おまけ付き エアーコ

EB100 12V ディープ

ンプレッサー 大容量

サイクル バッテリー 蓄電 12V用 CCAテスター世

バッテリー グロバット 日 ト 高品質 高機能 新品

5HP/5馬力 50L 100V

池 繰り返し充電して使え 界規格対応 新品

本新発売 ２年補償

２年補償

PSE認証 新品 初期設

るバッテリー

6,800円（税込）

60B24L/60B24R

定サービス付

16,500円（税込）

バッテリーアナライザー

10,690円（税込）

85D23L/85Ｄ23Ｒ カー カーバッテリー グロバッ

5,500円（税込）

28,000円（税込）
前へ

105D31L/105D31R 【2年補
償】高性能バッテリーアトラス【新
品】
7,900円（税込）

MF60038 グロバット
58815 58823 適合 ベン
ツ BMW 適合 2年補償新品
10,040円（税込）

1/10

次へ

EB65 12V ディープ サイク
ル バッテリー 蓄電池 新品
繰り返し充電して使えるバッテリ
ー
10,700円（税込）

105Ｄ31R/105D31L カーバ
ッテリー グロバット ２年補償新
品
7,990円（税込）

特定商取引について

http://www.ecofuture.jp/item/6327/

5/6

2016/1/7 EB65 12V ディープ サイ クル バッテリー 蓄電池 新品 適合他 カ ーバッテリー、乗用玩具ラ ジコン フェ ラ ーリなど の優良商品が安い｜ｅｃｏ ｆｕｔｕｒ…

■お支払い方法について

■送料について

代金引換、銀行振込、郵便振替、クレジットカード決

■お問い合せ先

大きなものから小さなものまで

お問い合せは、お電話やemailにて

います。ご希望にあわせて、各種ご利用ください。

送料無料！

ご遠慮なくお問い合わせください。

代金引換はお支払い金額が300,000円（税込）を超える場合、オンライ

※沖縄・一部離島地域につきましては、別途送料がかかります。

【事務効率発送センター】までご来店

済、オンラインコンビニ決済、銀行系決済を用意してござ

ンコンビニ決済はお支払い金額が300,000円（税込）以上の場合はご利
用できません。申し訳ございませんが、他の決済方法をご利用ください。

＜沖縄・離島の送料について＞

承っております。
お近くのお客さまは
下さいませ。

●下記以外の商品は750円
－－－－－－－－－－－下記－－－－－－－－－－－
●草刈り機、乗用玩具（ランボルギーニ、フェラーリ）は
中型につき（沖縄県、離島は1250円）同梱不可。
●グロバット、アトラス カーバッテリーは
（沖縄県、離島は2750円）同梱不可。

【本社】
〒2850854
千葉県佐倉市上座803番地42

●エアーコンプレッサー、インバーター黒発電機は
大型につき（沖縄県、離島は2850円）同梱不可。
●ハンドリフトは
大型51KGにつき（沖縄県、離島は4900円）同梱不可。

TEL：0433777160
FAX：0433770527
MAIL：info@ecofuture.jp

■返品・交換について
商品到着後、中身のご確認を必ずお願い致します。
返品をご希望の場合は商品到着後 7日以内にご連絡ください。それを過

【事務効率発送センター】

ぎますと返品交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承くださ

〒2870242

い。

千葉県成田市多良貝2452803

一度開封された商品 (開封後不良品とわかった場合を除く)、お客様の責
任でキズや汚れが生じた商品の返品はお受けできません。

TEL：0476365304
※詳細は【特定商取引法】をご確認下さい。

FAX：0476365179

宅配便でお送りいたします。 またお時間・お日にちの指定も可能です。

西濃運輸☆お届け日時の指定も承っております。

営業時間 10:00～15：00
定休日 日・祝日
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