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生产大货时，必须参照
右边示意图折叠好!!!

尺寸：420x285mm
四折页(105x142.5mm)
材质：128g铜版纸，双面印刷
备注：图中              虚线为
         折叠线不需要印刷

正 面

【四】安全とメンテナンス

バッテリー情報

声明

お使いの設備には、内蔵の取り外し不可能な充電式バッテリーがあります。装置を損傷す
る可能性があるので、バッテリーを取り外そうとしないでください。
このバッテリーは500回以上充電および放電できますが、最終的には消耗し終わります。

全著作権を所有します。書面による許可なしに全体または一部を複製することを禁じま
す。その他すべての商標はそれぞれの所有者に属します。機能および仕様は予告なしに変
更されることがあります。

製品を短絡させないでください。短絡を防ぐために、本機を金属製のもの（コイン、ヘア
ピン、鍵など）から遠ざけてください。
製品を加熱したり、火、水、その他の液体に捨てたりしないでください。高温に近づけな
いでください。直射日光に晒さないでください。
湿度の高い、ほこりの多い場所から遠ざけます。
本機を分解したり、組み立てたりしないでください。
製品（リチウム電池）の寿命を延ばすために、3以内に充電することをお勧めします。落と
したり、重いものを置いたり、強い衝撃を与えないでください。
身体的、感覚的または精神的能力が低下している、または経験や知識が不足している
人（子供を含む）に本製品を使用させないでください。彼らの安全に責任がある人に製
品の使用に関する監督または指示を与えられていない限り。
子供たちを監督して製品を遊ばないことを確実にすべきです。
設備をタオル、衣服、その他のもので覆わないでください。
充電中は本機が熱くなる可能性があります。これは正常です。取扱うときは注意してくだ
さい。
必要な時間を超えて本製品を充電しないでください。
充電が完了したら、装置を取り外します。
感電を避けるために製品を正しく使用してください。

低温（氷点以下）は、電池の化学的特性で装置の電池容量に影響を与える可能性がありま
す。オフグリッドの氷点以下の場所で暮らす場合は、本製品を断熱クーラーに保ち、電源
（ソーラーパネル）に接続することをお勧めします。断熱クーラーに放置される製品によっ
て発生する自然熱量は、バッテリー容量を最高状態に保ちます。
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中国製

携帯用電源供給器
通用の取扱い説明書

注意：本製品のユーザー・マニュアルは100V～240V/50Hz～60Hzの携帯用太陽発電機のAC
出力範囲に通用です。実際の製品仕様とACコンセントは、国、地域または顧客によって異な

ります。製品を使用する前に実際の製品を参照してください。 

本製品について

注意！
このマニュアルは、製品を正しく使用するのを助けるためのものです。製品のハードウェア
およびソフトウェアの構成に関する説明を表すものではありません。製品構成については、
この商品に関連する契約を参照し（契約がある場合）、または製品を販売する販売者にご
相談ください。このマニュアルの写真は参考用です。実際のものと一致しない写真がある
場合、実際の商品を優先してください。

当社の多機能の携帯用太陽発電機を使用してくれてありがとうございます。停電が発生した場
合、または旅行中に充電する必要がある場合は、この装置を使用して一時的に電気製品または
デジタル機器を充電できます。この製品はUSB、DCおよびAC出力を供給することができます。
ノートパソコン、電気製品、ライトなどを何時間も長持ちさせることができます。本製品を使用す
る前に、ユーザー・マニュアルを詳細にお読みになり、適切に保管してください。

本製品は修正正弦波出力を提供します。
本製品は修正正弦波出力を提供し、そして正弦波（電力<200W）で作動するAC電気製品と
互換性があります。ただし、すべてのACモーターを使用するものは、修正正弦波で最大容
量まで作動できません。さらに、それは電気製品に騒音を発させます。たとえば、ファンで
す。冷蔵庫、電子レンジ、ACモーターを使用するコンプレッサや繊細な医療設備などの機器
は、純粋な正弦波インバーターにより適しています。この製品は緊急時にのみ使用され、通
常の交流を代替することはできません。長期使用のために、電気製品が要求される発電仕
様によって適用してください。

【一】製品パラメーター

AC 出力

AC 連続出力：200W/300W 最大

2× 超高輝度 LED 懐中電灯

修正正弦波出力；
AC 電圧：100/110/120/220/230/240VAC±10％ 
出力周波数：50/60Hz±10％
注意：実際のAC電圧・周波数・コンセントは、
国と地域によってカスタマイズされています。

1× 携帯用電源供給器　1×15V/3A 電源アダプタ
1× 車載充電器　1× シガーライターアダプタ    
1× ユーザー・マニュアル。

パッケージ明細

ライフサイクル >500 回

作動温度 -10°C-40°C

電源インジケータ LED ディスプレイ

【二】製品の説明

容量

寸法（LWH） 

重量

内蔵電池

222Wh、20Ah/11.1V（等価60000mAh、3.7V）

241x128x125mm

約 2.2Kg

高品質リチウム電池

アダプタ：DC15V/3A
ソーラーパネル充電：DC13V～25V/2.5A最大

入力充電

DC 出力

充電時間

USB 出力

DC15V/3A: 10~11時間

2×USB 5V-2.1A 合計：3.1A最大
1×USB 5～9V/2A クアルコム クイックチャージ 3.0
1×USB C5～9V/2A クアルコム クイックチャージ 3.0

4×5.5MM DC出力：9～12.6V/10A（15A最大 合計）

【三】製品取扱い説明書

※ 違うスペアパーツには違いがあるかもしれません。実際の商品を基準にしてください。

通用ACコンセント

5.5mmDC出力
（9V～12.6V）/10A/15A最大

USB C 5~9V/2A
クアルコム クイックチャージ3.0

2xUSB 5V/2.1A
USB 5~9V/2A
クアルコム クイックチャージ3.0

1）本製品を使用してDC12V電気製品（ヘッドランプ、ファンなど）に電力を供給する方法は？
5.5mm 12V DC出力はプラグアンドプレイです。充電するために電気製品をDC出力ポートに
接続してください。DC出力定格電流：10A、最大出力電流<15A。
注意事項：ご使用のDC12V機器が5.5mmDCヘッダーインターフェースで充電できるかどう
かを確認してください（製品のDCポートの外径：5.5mm)。そうでなければ、DC出力に接続す
ることができません。あなたは電気メーカーと相談し、対応するアダプタを購入し接続する
ことができます。

※注意: 12V DC出力電圧は9V～12.6Vの範囲で、最大出力電流は15Aです。電池の化学的
な特性のために、電池容量が低下するにつれて、DC出力電圧が低下になります。お使い
の機器が入力電圧安定化機能を内蔵していない場合、入力電圧が低下すぎるとシャット
ダウンする可能性があります。早速に装置から機器を取り外してください。そして早速に
本製品を充電してください。

保護モード： 
短絡/過電力保護：DC出力が短絡する、または過電力になっている場合（負荷電力>150W）、
装置は自己保護のためにシャットダウンします。問題を解決した後、保護モードから回復す
るために装置を再充電してください。
2）この製品を使ってAC機器に電力を供給する方法は？
電気製品の電源ケーブルプラグを製品のACコンセントに接続し、電源ボタンをオンに
すると、装置は電気製品に電力を供給し始めます。
警告！ACコンセント、AC電圧、周波数は国によって異なります。ご使用する前に、製品の
仕様が機器の仕様と一致しているかどうかを慎重に確認してください。そうしないと、危
険な状況につながる可能性があります。

ア）この製品は高品質のリチウムイオン電池を配置し、それは記憶効果がないが、高容量
で、そして耐久です。しかし、最適な充電容量が得られるように、10°C～30°Cの範囲で応用
することをお勧めします。
イ）充電するときは、干渉を避けるためにテレビ、ラジオ、その他の機器から離れてくだ
さい。
ウ）装置を長期間使用していない場合は、ケーブルを取り外して保管してください。
エ）ある携帯機器は、充電するために充電モードに設定する必要があります。より詳細な情
報を得るために、対応する機器の説明書を参照してください。
オ）製品（リチウム電池）の寿命を延ばすために、3ヶ月以内に充電し、6ヶ月以内に少なくと
も1回充電するのが最善です。

ACポートを使用していないときは、節電のためにオフにしてください。

短絡/過電力保護：AC出力が短絡する、または過電力になっている場合（負荷電力>200W）、
装置は自己保護のためにAC出力をシャットダウンします。問題を解決した後、AC出力のた
めに、ACボタンをもう一度押してください。
※冷蔵庫、製氷機、レーザープリンタなどの機器は、起動または作動するために、非常な時
にサージパワーを必要とします。このサージパワーは300Wを超えり、さらにより高いです。
これはこの機器の過電力保護を引き起こす可能性があります。設備を取り外して、設備メー
カーにより詳細な情報と問い合わせてください。問題を解決した後、AC出力のために、AC
ボタンをもう一度押してください。

デジタル機器の標準的なUSBケーブルを本製品のUSB出力に接続し、「   」を押してUSB出力をオンにし
ます。
注意：ブルートゥース・ヘッドフォンやLEDライトなどのスマート設備は、充電する場合、非常に小さい入力電流を必要とします。こ
れは150mA以下になる可能性があります。USB出力ポートによる検出電流制限で、本機はこれらのスマート設備の充電に失敗
する可能性があります。この状況があったら、ユーザーはUSBロックオンボタン    を押してUSBポートの出力を維持できます。ス
マート設備は充電が完了したら、電力を節約するためにUSBロックオンをオフにしてください。

※USBロックオンボタン「  」がオンにされると、LEDディスプレイのアイコン「  」「  」が点滅し続けます。USB
ロックオンがオフにされると、2つのアイコンは点滅が止まり、点灯します。

本製品はデュアル白色LED懐中電灯を配置します。懐中電灯ボタンを押して懐中電灯をオン
にし、ボタンを1回押して点滅/SOSモードに切り替えます。ボタンを押してオフにします。

注意！：ACコンセント、AC出力電圧、周波数は国や地域によって異なります。ご使用する前
に実際の商品をご参照ください。

注意!: AC コンセント、AC 出力電圧、周波数は国と地域によって異なります。ご使用する前に実際の商品を
ご参照ください。

イ、ソーラーパネル充電

5）充電方法は？
ア、ACウォールチャージャーにより充電する
付属のACウォールチャージャーを使用して、本製品を壁のコンセントに差し込んで充電し
ます。青いLEDのバッテリインジケータが点滅しているときは、本製品が充電中であること
がわかります。すべてのバッテリーインジケーターの点滅が止まり、点灯になると、本製品
が充電の完了することを表します。本製品が充電の完了した後、早速にACウォールチャー
ジャーを取り外してください。

1.できるだけ直射日光が当たる場所にソーラーパネルを放置してください。
2.ソーラーパネルの出力を本製品の入力に接続して充電し始めます。青いLEDのバッテリイン
ジケータが点灯して点滅したら、本製品が充電中であることがわかります。すべてのバッテ
リーインジケーターの点滅が止まり、点灯になると、本製品が充電の完了することを表します。

付属の自動車用充電器を使用して、本製品を自動車の12Vシガーライター（自動車のポー
ト）に差し込みます。青いLEDのバッテリーインジケータが点灯して点滅したら、充電中であ
ることがわかります。すべてのバッテリーインジケーターの点滅が止まり、点灯になると、本
製品が充電の完了することを表します。

ウ、あなたの車を通して 12Vシガーライターで充電する。

注意：車のバッテリーの電力損耗を避けるために、車のエンジンが起動したときのみ、車の
シガーライターを通して本製品を充電することは可能です。

【左側】

【表側】 【裏側】

【上側】

【右側】

AC パワー

電球タイプ

【左側】

ランプ、扇風機、テレビなどの家電のワット数が
200W以下に制限します。ACが短絡する、または過電
力になると、ACはシャットダウンします。装置を取り
外すと、装置は数秒以内に短絡または過電力保護か
ら回復します。AC出力ボタンをもう一度押すと、AC出
力が再びオンになります。

5.5MM/2.1mm 
DC 入力急速充電

デュアル LED 懐中電灯

冷却用通気孔

ハンドル

LEDディスプレイ

AC ON/OFF

USBロックオン
低入力電流のウェアラブルUSBデバイス
用。例えば、ブルートゥースイヤホン。

懐中電灯スイッチ

USB出力/電池チェックする
オン/オフを切り替える

シングルプレス

USBロックオン
低入力電流のウェアラブル
USBデバイス用。
例えば、ブルートゥースイヤホン。

USB 出力/電池チェックする
オフにするには長押し

【表側】

保護モード：

3）この製品を使ってUSBデジタル機器に電源を供給する方法は？

4）懐中電灯の使い方

警告！強い光で損傷を引き起こす可能性があるので、人の目に直接に向けない
でください。

【裏側】

寒い季節の用法

【五】製品応用スキル

使用済みの電子製品、電池、梱包材料は必ず専用の回収場所に送達してください。これに
より、管理されていない廃棄物処理を防止し、材料のリサイクルを促進します。

リサイクルする

DCシガーライターアダプタ付きの5.5mm DC12Vカー
キットをサポートします。たとえば、掃除機、インフレー
ションポンプ、電動レンチ、冷蔵庫などの製品です。

【右側】

入力充電
DC 13V～25V / 2.5A最大

【右側】

ACアダプタ（充電器）15V/3A

ACソケット

またはシガーライターコネクタのために、
DCでカーキットを充電します。

ファンまたはLEDライト用の
5.5mm DC12V
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【LEDディスプレイ】

USB
Type-c

容量

AC/DC ステータス

USB 出力
LED 懐中電灯

DC 出力

USB C 出力

AC出力

爆発や汚染を引き起こさないように、規則に従ってスクラップ製品を取り扱ってくださ
い。内蔵バッテリーを家庭ごみとして扱わないでください。
本製品は緊急事態にのみ使用され、家庭用電気製品またはデジタル製品の標準のDC
またはAC電源に代わることはできません。
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急速充電出力： この製品は、クアルコム クイックチャージ3.0出力をサポートし、さらにクア
ルコム クイックチャージ3.0をサポートするスマート設備用の5V-9V/2A最大出力をサポート
します。実際の出力電圧と電流は実際のスマート設備にかかわります。スマート設備のメー
カーに問い合わせて相応の情報を得ることができます。

USB C




