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デュアルバッテリー充電器の仕様:

2つのGNARBOX 2.0バッテリーの充電
4つのLEDインジケータによる各バッテリーの電力レベル表示
バッテリー1つあたり2時間で充電完了
ホットスワップ対応でGNARBOX 2.0ユニット使用中もバッテリー交換可能
IP64規格―防塵、耐衝撃、防水
GNARBOX 2.0バッテリーを使ってその他デバイスを充電
USB-Cコネクタポート
5.3インチ x 2.7インチ x 0.88インチ (135mm x 68mm x 22mm)
0.17ポンド (80g)
入力電力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
出力電力: 5V/3A
使用温度範囲: 0°C to 40°C

GNARBOX 2.0 デュアルバッテリー充電器
· 2つのGNARBOX 2.0 SSDバッテリーを、USB-C to Cケーブルを付属の

GNARBOX 2.0電源アダプタに接続し使用することで、バッテリー1つあたり2時間で
充電が完了するように設計されています

· 本体、付属品すべてがIP64を取得しており、2つのバッテリーが充電器
に接続されると、両方のバッテリーは扱いやすいようにしっかりと固定されます。     

· この充電器は、USB-C to Cケーブルを使用してUSB対応アクセサリを充
電するポータブルバッテリーパックとしても機能します。

·ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

バッテリーの充電
1.  イラストのようにバッテリーを充電器にセットします。しっかりと取り

付けます。取り外しは、上記と逆の手順で行います。

2.  USB-C to Cケーブルを使用して、デュアルバッテリー充電器を40.5Wの
電源アダプタに接続します。GNARBOX電源アダプタをコンセントに差し込みます。

3.  充電が自動的に始まります。
a.  (25％ / 50％ / 75％ / 100％の電力増加量を表す)4つの赤いLEDが点灯

することで、各バッテリーの電力レベルが分かります。   

b.  充電中の電力増加では点滅し、充電完了で点灯に変わります。4つ点
灯はバッテリーが100％充電されたことを表します。 

c.  2つのバッテリーが接続されている場合は、一度に1つのみが充電され
ます。充電中のバッテリーは点滅し、充電待ちのバッテリーは点灯の状態でその電
力レベルを表示します。  

d.  各バッテリーが80％まで充電されてから、残りの20％の充電が始まります。

e.  正確な充電時間は、周囲の温度や残りの充電レベルによって大きく異
なります。完全に消耗したバッテリーを80％まで充電するには、約1時間必要です
。完全に消耗したバッテリーを100％まで充電するには、約2時間必要です。

f.   4つのライトすべてが同時に点滅する場合は、エラーが発生しています。バッテリーを
充電器から取り外して再度接続するか、カスタマーサポートまでご連絡ください。

充電器をポータブルバッテリーパックとして使用する方法
1.  バッテリーを充電器に取り付けます。

2.  充電式アクセサリまたはデバイスをUSB-C to Cケーブルを使用して接続
します。 

3.  お手元のデバイスまたはアクセサリの充電が自動的に始まります。 

    
安全に関する警告
· 警告:以下の安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、怪我、あ るいは

GNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。

· GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器は、GNARBOX製品専用です。 
GNARBOX 2.0バッテリー以外のバッテリーを充電すると、MyGnar, Inc.が責任を負う
ことのできない故障や事故につながる可能性があります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用し
ないでください。火災や怪我の原因となることがあります。

· GNARBOX 2.0 SSDまたはGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器以外の充電器
でバッテリーを充電しないでください。 これはバッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因
となり、火災、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーを分解したり改造したりしないでください。修理や内部点 検はすべて
GNARBOXにご依頼ください。

·  ほこりや湿気の多い場所にバッテリーを置かないでください。 感電、

バッテリーの過熱や火災の原因となることがあります。
· バッテリーの端子をショートさせないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の

原因となり、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーの充電は、必ず+5°C / 41°F ～+40°C / 104°Fの温度範囲で行ってくだ
さい。バッテリーがこの温度範囲外で充電されると、液漏れ、過熱、破損が起き、や
けどやその他の怪我につながるおそれがあります。

·  GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。

· GNARBOXのリチウムポリマーバッテリーは、MyGnar, Inc.のみが交換できるもので、
家庭ごみと分別してリサイクルまたは廃棄する必要があります。バッテリーを焼却しな
いでください。

· バッテリーの修理とリサイクルについては、カスタマーサポートにsupport@gnarbox.com
宛にメールでお問い合わせいただくか、(844) 462-7269までお電話ください。

· リチウムポリマーバッテリーの製品安全データシートは、当社のウェブ サイト
www.gnarbox.com/batteryにてご覧いただけます

安全上の注意事項
· 直射日光の当たる場所、高温の場所、または熱源の近くでバッテリーを使用または

保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因となり、やけど、その
他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが液漏れした場合は、電解液が皮膚や衣服に付かないように注意してく
ださい。 電解液が皮膚に付くと、やけどをする可能性があります。 電解液が皮膚に
付いた場合は、ただちに清潔な水で完全に洗い流してください。

· 寒い場所に保管しないでください。 製品自体が冷たくなり、触れた時に怪我をする
ことがあります。

法務情報
警告:  GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器の破損は、感電のおそれがありますの
でご注意ください。 何らかの原因でGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器が破損し
た場合は、影響を受けたコンポーネントの使用をただちに中止し、当社カスタマーサービ
スまで修理を依頼してください。

無線周波エネルギーへの曝露:  GNARBOX RF曝露については、
www.gnarbox.com/rfexposureを参照してください

バッテリー: GNARBOXのバッテリーの交換は、MYGNAR, Inc.あるいは公認のサービスプロ
バイダーのみが行うことができます。 バッテリーは必ず家庭ごみとは分別して廃棄してくださ
い。 バッテリーの修理とリサイクルの詳細についてはwww.gnarbox.com/batteryを参照
してください。

オーストラリアのお客様へ:  当社の商品には、「豪州消費者法」に基づき、除外できな
い保証が付いています。 お客様には、重大な不具合およびその他合理的に予見可
能な損失または損害の補償として、交換または返金を受ける権利があります。 また、
商品の品質が基準を満たしておらず、その不具合が重大ではない場合においても、商
品の修理または交換を受ける権利があります。 
規制遵守: GNARBOXに対する規制遵守の情報、証明書、およびRCMマークについては
、GNARBOXソフトウェアアプリケーションメニューをご覧ください。 設定 > 法務 > 規制遵
守の順にクリックしてください。

ICおよびFCC規格との適合:  本デバイスは、カナダ産業省の免許免除RSSに適合してい

ます。 本デバイスは、FCC規則第15部に適合しています。 以下の2つの条件に従って動
作します。(1) 本デバイスが有害な電波干渉の原因となることはありません、および (2) 本
機器は、誤作動を起こす可能性のある電波干渉を含め、受けた干渉を許容する必要が
あります。

重要:  当製品は対応している周辺機器とシステムコンポーネント間のシールドケーブルの
使用を含む条件でEMC規格に適合しています。 無線機、テレビ、その他の電子機器へ
の干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコ
ンポーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。
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デュアルバッテリー充電器の仕様:

2つのGNARBOX 2.0バッテリーの充電
4つのLEDインジケータによる各バッテリーの電力レベル表示
バッテリー1つあたり2時間で充電完了
ホットスワップ対応でGNARBOX 2.0ユニット使用中もバッテリー交換可能
IP64規格―防塵、耐衝撃、防水
GNARBOX 2.0バッテリーを使ってその他デバイスを充電
USB-Cコネクタポート
5.3インチ x 2.7インチ x 0.88インチ (135mm x 68mm x 22mm)
0.17ポンド (80g)
入力電力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
出力電力: 5V/3A
使用温度範囲: 0°C to 40°C

GNARBOX 2.0 デュアルバッテリー充電器
· 2つのGNARBOX 2.0 SSDバッテリーを、USB-C to Cケーブルを付属の

GNARBOX 2.0電源アダプタに接続し使用することで、バッテリー1つあたり2時間で
充電が完了するように設計されています

· 本体、付属品すべてがIP64を取得しており、2つのバッテリーが充電器
に接続されると、両方のバッテリーは扱いやすいようにしっかりと固定されます。     

· この充電器は、USB-C to Cケーブルを使用してUSB対応アクセサリを充
電するポータブルバッテリーパックとしても機能します。

·ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

バッテリーの充電
1.  イラストのようにバッテリーを充電器にセットします。しっかりと取り

付けます。取り外しは、上記と逆の手順で行います。

2.  USB-C to Cケーブルを使用して、デュアルバッテリー充電器を40.5Wの
電源アダプタに接続します。GNARBOX電源アダプタをコンセントに差し込みます。

3.  充電が自動的に始まります。
a.  (25％ / 50％ / 75％ / 100％の電力増加量を表す)4つの赤いLEDが点灯

することで、各バッテリーの電力レベルが分かります。   

b.  充電中の電力増加では点滅し、充電完了で点灯に変わります。4つ点
灯はバッテリーが100％充電されたことを表します。 

c.  2つのバッテリーが接続されている場合は、一度に1つのみが充電され
ます。充電中のバッテリーは点滅し、充電待ちのバッテリーは点灯の状態でその電
力レベルを表示します。  

d.  各バッテリーが80％まで充電されてから、残りの20％の充電が始まります。

e.  正確な充電時間は、周囲の温度や残りの充電レベルによって大きく異
なります。完全に消耗したバッテリーを80％まで充電するには、約1時間必要です
。完全に消耗したバッテリーを100％まで充電するには、約2時間必要です。

f.   4つのライトすべてが同時に点滅する場合は、エラーが発生しています。バッテリーを
充電器から取り外して再度接続するか、カスタマーサポートまでご連絡ください。

充電器をポータブルバッテリーパックとして使用する方法
1.  バッテリーを充電器に取り付けます。

2.  充電式アクセサリまたはデバイスをUSB-C to Cケーブルを使用して接続
します。 

3.  お手元のデバイスまたはアクセサリの充電が自動的に始まります。 

    
安全に関する警告
· 警告:以下の安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、怪我、あ るいは

GNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。

· GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器は、GNARBOX製品専用です。 
GNARBOX 2.0バッテリー以外のバッテリーを充電すると、MyGnar, Inc.が責任を負う
ことのできない故障や事故につながる可能性があります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用し
ないでください。火災や怪我の原因となることがあります。

· GNARBOX 2.0 SSDまたはGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器以外の充電器
でバッテリーを充電しないでください。 これはバッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因
となり、火災、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーを分解したり改造したりしないでください。修理や内部点 検はすべて
GNARBOXにご依頼ください。

·  ほこりや湿気の多い場所にバッテリーを置かないでください。 感電、

バッテリーの過熱や火災の原因となることがあります。
· バッテリーの端子をショートさせないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の

原因となり、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーの充電は、必ず+5°C / 41°F ～+40°C / 104°Fの温度範囲で行ってくだ
さい。バッテリーがこの温度範囲外で充電されると、液漏れ、過熱、破損が起き、や
けどやその他の怪我につながるおそれがあります。

·  GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。

· GNARBOXのリチウムポリマーバッテリーは、MyGnar, Inc.のみが交換できるもので、
家庭ごみと分別してリサイクルまたは廃棄する必要があります。バッテリーを焼却しな
いでください。

· バッテリーの修理とリサイクルについては、カスタマーサポートにsupport@gnarbox.com
宛にメールでお問い合わせいただくか、(844) 462-7269までお電話ください。

· リチウムポリマーバッテリーの製品安全データシートは、当社のウェブ サイト
www.gnarbox.com/batteryにてご覧いただけます

安全上の注意事項
· 直射日光の当たる場所、高温の場所、または熱源の近くでバッテリーを使用または

保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因となり、やけど、その
他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが液漏れした場合は、電解液が皮膚や衣服に付かないように注意してく
ださい。 電解液が皮膚に付くと、やけどをする可能性があります。 電解液が皮膚に
付いた場合は、ただちに清潔な水で完全に洗い流してください。

· 寒い場所に保管しないでください。 製品自体が冷たくなり、触れた時に怪我をする
ことがあります。

法務情報
警告:  GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器の破損は、感電のおそれがありますの
でご注意ください。 何らかの原因でGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器が破損し
た場合は、影響を受けたコンポーネントの使用をただちに中止し、当社カスタマーサービ
スまで修理を依頼してください。

無線周波エネルギーへの曝露:  GNARBOX RF曝露については、
www.gnarbox.com/rfexposureを参照してください

バッテリー: GNARBOXのバッテリーの交換は、MYGNAR, Inc.あるいは公認のサービスプロ
バイダーのみが行うことができます。 バッテリーは必ず家庭ごみとは分別して廃棄してくださ
い。 バッテリーの修理とリサイクルの詳細についてはwww.gnarbox.com/batteryを参照
してください。

オーストラリアのお客様へ:  当社の商品には、「豪州消費者法」に基づき、除外できな
い保証が付いています。 お客様には、重大な不具合およびその他合理的に予見可
能な損失または損害の補償として、交換または返金を受ける権利があります。 また、
商品の品質が基準を満たしておらず、その不具合が重大ではない場合においても、商
品の修理または交換を受ける権利があります。 
規制遵守: GNARBOXに対する規制遵守の情報、証明書、およびRCMマークについては
、GNARBOXソフトウェアアプリケーションメニューをご覧ください。 設定 > 法務 > 規制遵
守の順にクリックしてください。

ICおよびFCC規格との適合:  本デバイスは、カナダ産業省の免許免除RSSに適合してい

ます。 本デバイスは、FCC規則第15部に適合しています。 以下の2つの条件に従って動
作します。(1) 本デバイスが有害な電波干渉の原因となることはありません、および (2) 本
機器は、誤作動を起こす可能性のある電波干渉を含め、受けた干渉を許容する必要が
あります。

重要:  当製品は対応している周辺機器とシステムコンポーネント間のシールドケーブルの
使用を含む条件でEMC規格に適合しています。 無線機、テレビ、その他の電子機器へ
の干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコ
ンポーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。



デュアルバッテリー充電器の仕様:

2つのGNARBOX 2.0バッテリーの充電
4つのLEDインジケータによる各バッテリーの電力レベル表示
バッテリー1つあたり2時間で充電完了
ホットスワップ対応でGNARBOX 2.0ユニット使用中もバッテリー交換可能
IP64規格―防塵、耐衝撃、防水
GNARBOX 2.0バッテリーを使ってその他デバイスを充電
USB-Cコネクタポート
5.3インチ x 2.7インチ x 0.88インチ (135mm x 68mm x 22mm)
0.17ポンド (80g)
入力電力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
出力電力: 5V/3A
使用温度範囲: 0°C to 40°C

GNARBOX 2.0 デュアルバッテリー充電器
· 2つのGNARBOX 2.0 SSDバッテリーを、USB-C to Cケーブルを付属の

GNARBOX 2.0電源アダプタに接続し使用することで、バッテリー1つあたり2時間で
充電が完了するように設計されています

· 本体、付属品すべてがIP64を取得しており、2つのバッテリーが充電器
に接続されると、両方のバッテリーは扱いやすいようにしっかりと固定されます。     

· この充電器は、USB-C to Cケーブルを使用してUSB対応アクセサリを充
電するポータブルバッテリーパックとしても機能します。

·ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

バッテリーの充電
1.  イラストのようにバッテリーを充電器にセットします。しっかりと取り

付けます。取り外しは、上記と逆の手順で行います。

2.  USB-C to Cケーブルを使用して、デュアルバッテリー充電器を40.5Wの
電源アダプタに接続します。GNARBOX電源アダプタをコンセントに差し込みます。

3.  充電が自動的に始まります。
a.  (25％ / 50％ / 75％ / 100％の電力増加量を表す)4つの赤いLEDが点灯

することで、各バッテリーの電力レベルが分かります。   

b.  充電中の電力増加では点滅し、充電完了で点灯に変わります。4つ点
灯はバッテリーが100％充電されたことを表します。 

c.  2つのバッテリーが接続されている場合は、一度に1つのみが充電され
ます。充電中のバッテリーは点滅し、充電待ちのバッテリーは点灯の状態でその電
力レベルを表示します。  

d.  各バッテリーが80％まで充電されてから、残りの20％の充電が始まります。

e.  正確な充電時間は、周囲の温度や残りの充電レベルによって大きく異
なります。完全に消耗したバッテリーを80％まで充電するには、約1時間必要です
。完全に消耗したバッテリーを100％まで充電するには、約2時間必要です。

f.   4つのライトすべてが同時に点滅する場合は、エラーが発生しています。バッテリーを
充電器から取り外して再度接続するか、カスタマーサポートまでご連絡ください。

充電器をポータブルバッテリーパックとして使用する方法
1.  バッテリーを充電器に取り付けます。

2.  充電式アクセサリまたはデバイスをUSB-C to Cケーブルを使用して接続
します。 

3.  お手元のデバイスまたはアクセサリの充電が自動的に始まります。 

    
安全に関する警告
· 警告:以下の安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、怪我、あ るいは

GNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。

· GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器は、GNARBOX製品専用です。 
GNARBOX 2.0バッテリー以外のバッテリーを充電すると、MyGnar, Inc.が責任を負う
ことのできない故障や事故につながる可能性があります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用し
ないでください。火災や怪我の原因となることがあります。

· GNARBOX 2.0 SSDまたはGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器以外の充電器
でバッテリーを充電しないでください。 これはバッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因
となり、火災、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーを分解したり改造したりしないでください。修理や内部点 検はすべて
GNARBOXにご依頼ください。

·  ほこりや湿気の多い場所にバッテリーを置かないでください。 感電、

バッテリーの過熱や火災の原因となることがあります。
· バッテリーの端子をショートさせないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の

原因となり、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーの充電は、必ず+5°C / 41°F ～+40°C / 104°Fの温度範囲で行ってくだ
さい。バッテリーがこの温度範囲外で充電されると、液漏れ、過熱、破損が起き、や
けどやその他の怪我につながるおそれがあります。

·  GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。

· GNARBOXのリチウムポリマーバッテリーは、MyGnar, Inc.のみが交換できるもので、
家庭ごみと分別してリサイクルまたは廃棄する必要があります。バッテリーを焼却しな
いでください。

· バッテリーの修理とリサイクルについては、カスタマーサポートにsupport@gnarbox.com
宛にメールでお問い合わせいただくか、(844) 462-7269までお電話ください。

· リチウムポリマーバッテリーの製品安全データシートは、当社のウェブ サイト
www.gnarbox.com/batteryにてご覧いただけます

安全上の注意事項
· 直射日光の当たる場所、高温の場所、または熱源の近くでバッテリーを使用または

保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因となり、やけど、その
他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが液漏れした場合は、電解液が皮膚や衣服に付かないように注意してく
ださい。 電解液が皮膚に付くと、やけどをする可能性があります。 電解液が皮膚に
付いた場合は、ただちに清潔な水で完全に洗い流してください。

· 寒い場所に保管しないでください。 製品自体が冷たくなり、触れた時に怪我をする
ことがあります。

法務情報
警告:  GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器の破損は、感電のおそれがありますの
でご注意ください。 何らかの原因でGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器が破損し
た場合は、影響を受けたコンポーネントの使用をただちに中止し、当社カスタマーサービ
スまで修理を依頼してください。

無線周波エネルギーへの曝露:  GNARBOX RF曝露については、
www.gnarbox.com/rfexposureを参照してください

バッテリー: GNARBOXのバッテリーの交換は、MYGNAR, Inc.あるいは公認のサービスプロ
バイダーのみが行うことができます。 バッテリーは必ず家庭ごみとは分別して廃棄してくださ
い。 バッテリーの修理とリサイクルの詳細についてはwww.gnarbox.com/batteryを参照
してください。

オーストラリアのお客様へ:  当社の商品には、「豪州消費者法」に基づき、除外できな
い保証が付いています。 お客様には、重大な不具合およびその他合理的に予見可
能な損失または損害の補償として、交換または返金を受ける権利があります。 また、
商品の品質が基準を満たしておらず、その不具合が重大ではない場合においても、商
品の修理または交換を受ける権利があります。 
規制遵守: GNARBOXに対する規制遵守の情報、証明書、およびRCMマークについては
、GNARBOXソフトウェアアプリケーションメニューをご覧ください。 設定 > 法務 > 規制遵
守の順にクリックしてください。

ICおよびFCC規格との適合:  本デバイスは、カナダ産業省の免許免除RSSに適合してい

ます。 本デバイスは、FCC規則第15部に適合しています。 以下の2つの条件に従って動
作します。(1) 本デバイスが有害な電波干渉の原因となることはありません、および (2) 本
機器は、誤作動を起こす可能性のある電波干渉を含め、受けた干渉を許容する必要が
あります。

重要:  当製品は対応している周辺機器とシステムコンポーネント間のシールドケーブルの
使用を含む条件でEMC規格に適合しています。 無線機、テレビ、その他の電子機器へ
の干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコ
ンポーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。



デュアルバッテリー充電器の仕様:

2つのGNARBOX 2.0バッテリーの充電
4つのLEDインジケータによる各バッテリーの電力レベル表示
バッテリー1つあたり2時間で充電完了
ホットスワップ対応でGNARBOX 2.0ユニット使用中もバッテリー交換可能
IP64規格―防塵、耐衝撃、防水
GNARBOX 2.0バッテリーを使ってその他デバイスを充電
USB-Cコネクタポート
5.3インチ x 2.7インチ x 0.88インチ (135mm x 68mm x 22mm)
0.17ポンド (80g)
入力電力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
出力電力: 5V/3A
使用温度範囲: 0°C to 40°C

GNARBOX 2.0 デュアルバッテリー充電器
· 2つのGNARBOX 2.0 SSDバッテリーを、USB-C to Cケーブルを付属の

GNARBOX 2.0電源アダプタに接続し使用することで、バッテリー1つあたり2時間で
充電が完了するように設計されています

· 本体、付属品すべてがIP64を取得しており、2つのバッテリーが充電器
に接続されると、両方のバッテリーは扱いやすいようにしっかりと固定されます。     

· この充電器は、USB-C to Cケーブルを使用してUSB対応アクセサリを充
電するポータブルバッテリーパックとしても機能します。

·ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

バッテリーの充電
1.  イラストのようにバッテリーを充電器にセットします。しっかりと取り

付けます。取り外しは、上記と逆の手順で行います。

2.  USB-C to Cケーブルを使用して、デュアルバッテリー充電器を40.5Wの
電源アダプタに接続します。GNARBOX電源アダプタをコンセントに差し込みます。

3.  充電が自動的に始まります。
a.  (25％ / 50％ / 75％ / 100％の電力増加量を表す)4つの赤いLEDが点灯

することで、各バッテリーの電力レベルが分かります。   

b.  充電中の電力増加では点滅し、充電完了で点灯に変わります。4つ点
灯はバッテリーが100％充電されたことを表します。 

c.  2つのバッテリーが接続されている場合は、一度に1つのみが充電され
ます。充電中のバッテリーは点滅し、充電待ちのバッテリーは点灯の状態でその電
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e.  正確な充電時間は、周囲の温度や残りの充電レベルによって大きく異
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f.   4つのライトすべてが同時に点滅する場合は、エラーが発生しています。バッテリーを
充電器から取り外して再度接続するか、カスタマーサポートまでご連絡ください。

充電器をポータブルバッテリーパックとして使用する方法
1.  バッテリーを充電器に取り付けます。

2.  充電式アクセサリまたはデバイスをUSB-C to Cケーブルを使用して接続
します。 

3.  お手元のデバイスまたはアクセサリの充電が自動的に始まります。 

    
安全に関する警告
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GNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。
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ことのできない故障や事故につながる可能性があります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用し
ないでください。火災や怪我の原因となることがあります。
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·  GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。
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の干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコ
ンポーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。



デュアルバッテリー充電器の仕様:

2つのGNARBOX 2.0バッテリーの充電
4つのLEDインジケータによる各バッテリーの電力レベル表示
バッテリー1つあたり2時間で充電完了
ホットスワップ対応でGNARBOX 2.0ユニット使用中もバッテリー交換可能
IP64規格―防塵、耐衝撃、防水
GNARBOX 2.0バッテリーを使ってその他デバイスを充電
USB-Cコネクタポート
5.3インチ x 2.7インチ x 0.88インチ (135mm x 68mm x 22mm)
0.17ポンド (80g)
入力電力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 18V/1.5A, 20V/1.5A
出力電力: 5V/3A
使用温度範囲: 0°C to 40°C

GNARBOX 2.0 デュアルバッテリー充電器
· 2つのGNARBOX 2.0 SSDバッテリーを、USB-C to Cケーブルを付属の

GNARBOX 2.0電源アダプタに接続し使用することで、バッテリー1つあたり2時間で
充電が完了するように設計されています

· 本体、付属品すべてがIP64を取得しており、2つのバッテリーが充電器
に接続されると、両方のバッテリーは扱いやすいようにしっかりと固定されます。     

· この充電器は、USB-C to Cケーブルを使用してUSB対応アクセサリを充
電するポータブルバッテリーパックとしても機能します。

·ご質問は、support@gnarbox.comまでメールでお問い合わせいただくか、
gnarbox.comのライブチャットをご利用ください！

バッテリーの充電
1.  イラストのようにバッテリーを充電器にセットします。しっかりと取り

付けます。取り外しは、上記と逆の手順で行います。

2.  USB-C to Cケーブルを使用して、デュアルバッテリー充電器を40.5Wの
電源アダプタに接続します。GNARBOX電源アダプタをコンセントに差し込みます。

3.  充電が自動的に始まります。
a.  (25％ / 50％ / 75％ / 100％の電力増加量を表す)4つの赤いLEDが点灯

することで、各バッテリーの電力レベルが分かります。   

b.  充電中の電力増加では点滅し、充電完了で点灯に変わります。4つ点
灯はバッテリーが100％充電されたことを表します。 

c.  2つのバッテリーが接続されている場合は、一度に1つのみが充電され
ます。充電中のバッテリーは点滅し、充電待ちのバッテリーは点灯の状態でその電
力レベルを表示します。  

d.  各バッテリーが80％まで充電されてから、残りの20％の充電が始まります。

e.  正確な充電時間は、周囲の温度や残りの充電レベルによって大きく異
なります。完全に消耗したバッテリーを80％まで充電するには、約1時間必要です
。完全に消耗したバッテリーを100％まで充電するには、約2時間必要です。

f.   4つのライトすべてが同時に点滅する場合は、エラーが発生しています。バッテリーを
充電器から取り外して再度接続するか、カスタマーサポートまでご連絡ください。

充電器をポータブルバッテリーパックとして使用する方法
1.  バッテリーを充電器に取り付けます。

2.  充電式アクセサリまたはデバイスをUSB-C to Cケーブルを使用して接続
します。 

3.  お手元のデバイスまたはアクセサリの充電が自動的に始まります。 

    
安全に関する警告
· 警告:以下の安全に関する指示に従わない場合、火災、感電、怪我、あ るいは

GNARBOXやその他所持品の破損につながる可能性があります。

· GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器は、GNARBOX製品専用です。 
GNARBOX 2.0バッテリー以外のバッテリーを充電すると、MyGnar, Inc.が責任を負う
ことのできない故障や事故につながる可能性があります。

· バッテリーが過熱、もしくは発煙、異臭がある場合は、絶対に使用し
ないでください。火災や怪我の原因となることがあります。

· GNARBOX 2.0 SSDまたはGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器以外の充電器
でバッテリーを充電しないでください。 これはバッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因
となり、火災、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーを分解したり改造したりしないでください。修理や内部点 検はすべて
GNARBOXにご依頼ください。

·  ほこりや湿気の多い場所にバッテリーを置かないでください。 感電、

バッテリーの過熱や火災の原因となることがあります。
· バッテリーの端子をショートさせないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の

原因となり、やけど、その他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーの充電は、必ず+5°C / 41°F ～+40°C / 104°Fの温度範囲で行ってくだ
さい。バッテリーがこの温度範囲外で充電されると、液漏れ、過熱、破損が起き、や
けどやその他の怪我につながるおそれがあります。

·  GNARBOXのバッテリーをご自分で交換しないでください。バッテリーを破損して、過
熱や怪我を招くことがあります。

· GNARBOXのリチウムポリマーバッテリーは、MyGnar, Inc.のみが交換できるもので、
家庭ごみと分別してリサイクルまたは廃棄する必要があります。バッテリーを焼却しな
いでください。

· バッテリーの修理とリサイクルについては、カスタマーサポートにsupport@gnarbox.com
宛にメールでお問い合わせいただくか、(844) 462-7269までお電話ください。

· リチウムポリマーバッテリーの製品安全データシートは、当社のウェブ サイト
www.gnarbox.com/batteryにてご覧いただけます

安全上の注意事項
· 直射日光の当たる場所、高温の場所、または熱源の近くでバッテリーを使用または

保管しないでください。 バッテリーの液漏れ、過熱、破損の原因となり、やけど、その
他の怪我につながるおそれがあります。

· バッテリーが液漏れした場合は、電解液が皮膚や衣服に付かないように注意してく
ださい。 電解液が皮膚に付くと、やけどをする可能性があります。 電解液が皮膚に
付いた場合は、ただちに清潔な水で完全に洗い流してください。

· 寒い場所に保管しないでください。 製品自体が冷たくなり、触れた時に怪我をする
ことがあります。

法務情報
警告:  GNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器の破損は、感電のおそれがありますの
でご注意ください。 何らかの原因でGNARBOX 2.0デュアルバッテリー充電器が破損し
た場合は、影響を受けたコンポーネントの使用をただちに中止し、当社カスタマーサービ
スまで修理を依頼してください。

無線周波エネルギーへの曝露:  GNARBOX RF曝露については、
www.gnarbox.com/rfexposureを参照してください

バッテリー: GNARBOXのバッテリーの交換は、MYGNAR, Inc.あるいは公認のサービスプロ
バイダーのみが行うことができます。 バッテリーは必ず家庭ごみとは分別して廃棄してくださ
い。 バッテリーの修理とリサイクルの詳細についてはwww.gnarbox.com/batteryを参照
してください。

オーストラリアのお客様へ:  当社の商品には、「豪州消費者法」に基づき、除外できな
い保証が付いています。 お客様には、重大な不具合およびその他合理的に予見可
能な損失または損害の補償として、交換または返金を受ける権利があります。 また、
商品の品質が基準を満たしておらず、その不具合が重大ではない場合においても、商
品の修理または交換を受ける権利があります。 
規制遵守: GNARBOXに対する規制遵守の情報、証明書、およびRCMマークについては
、GNARBOXソフトウェアアプリケーションメニューをご覧ください。 設定 > 法務 > 規制遵
守の順にクリックしてください。

ICおよびFCC規格との適合:  本デバイスは、カナダ産業省の免許免除RSSに適合してい

ます。 本デバイスは、FCC規則第15部に適合しています。 以下の2つの条件に従って動
作します。(1) 本デバイスが有害な電波干渉の原因となることはありません、および (2) 本
機器は、誤作動を起こす可能性のある電波干渉を含め、受けた干渉を許容する必要が
あります。

重要:  当製品は対応している周辺機器とシステムコンポーネント間のシールドケーブルの
使用を含む条件でEMC規格に適合しています。 無線機、テレビ、その他の電子機器へ
の干渉を引き起こす可能性を低減させるには、対応している周辺機器およびシステムコ
ンポーネント間のシールドケーブルを使用することが重要となります。

イノベーション・科学経済開発省ICES 003適合ラベル:CAN ICES-3(B)/NMB(3)
EU規格との適合: MyGnar, Inc.は、当ワイヤレスデバイスが、R&TTE指令の必須要件お
よびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。

EU適合宣言書はこちらwww.gnarbox.com/eucomplianceからご覧いただけます。

EU諸国における廃棄に関する情報

上のマークは、現地の法律および規制に従って、製品および/またはそのバッテリーを家庭
ごみと分別して廃棄する必要があることを意味しています。当製品の製品寿命が尽きま
したら、地方自治体が指定する回収場所までお持ちください。廃棄する際に、製品およ
び/またはそのバッテリーを個別に回収、リサイクルすることで、資源の保護に役立ち、人々
の健康と環境を守ることができます。© 2018 MyGnar, Inc.All rights reserved (不許複
製・禁無断転載)。GNARBOXは、米国および/またはその他の国におけるMyGnar, Inc.
の登録商標です。


