
Puerto individual de USB A：DC 5V     2.4A 12W Smart

Puerto individual de USB A：DC 5V     5A 25W（Total）

eLUGGAGE S 4 口USB 全球通用旅行智能充电器 特点：内置多国插头，宽幅电压设计，适用于不同的国家，根据所用插座标准推出对应的插头即可使
         用。
注意：1. 请确保在推出和收回到底部时，按键有复位锁定。如果按键未复位，说明插脚尚未推到位， 
            会影响正常使用；
         2. 为确保安全，一次只能推出一个插头使用，再未收回当前插脚时，另一个插脚时无法正常 推
            出的；
         3. 欧式小插头在对用的欧规插座时，可拔出独立使用。也可配合其它插头使用。

      eLUGGAGE S 4 USB全球通用旅行智能充电器（型号ES400），是一款4口USB同时输出最大
支持25W多功能的全球通用旅行智能充电器。自带全球可收纳式插头，宽幅电压设计，多达150多
个国家转换，即插即用，简单便携。为了使用更安全，eLUGGAGE S具有接地插角，多达万次重复
使用的过载保护器，短路保护等多重智能保护。同时，拥有USB 4口DC 5V/5A智能分配单口最大
支持2.4A的快速输出接口，可为您的iPhone及其他智能产品2-4部同时充电。是您旅行必备的智能
充电器。
      即刻：连接您所想！

推出插头：按住“USA”按键不要松开并持续向下推动，待插头推到底部后
再松开按键，此时按键会复位锁定插脚，即可正常使用。

收回插头：按住“USA”按键不要松开并持续向上拉动，待插头完全拉到顶
部后再松开按键，此时按键会复位锁定插脚。

美式插头

推出插头：按住“AUS/CN”按键不要松开并持续向下推动，待插头推到底
部后再松开按键，此时按键会复位锁定插脚，即可正常使用。             

收回插头：按住“AUS/CN”按键不要松开并持续向上拉动，待插头完全拉
到顶部后再松开按键，此时按键会复位锁定插脚。

中国／澳大利亚／新西兰式插头

推出插头：按住“UK”按键不要松开并持续向下推动，待插头推到底部后
再松开按键，此时按键会复位锁定插脚，即可正常使用。

收回插头：按住“UK”按键不要松开并持续向上拉动，待插头完全拉到顶
部后再松开按键，此时按键会复位锁定插脚。

英式插头

该产品设备适用于大多数的电子电器，额定功率：在250V时为2500W，在100V时 为1000W。它可以带
动如：数码相机、蓝牙耳机、智能手机、平板电脑、GPS、笔记本电脑、小型旅行吹风机和小型旅行熨
斗等。

型     号：ES400

AC 输入：100     250V（50/60Hz）

AC 输出：10A MAX（1000W/100V ~ 2500W/250V）

USB A输出：DC 5V     5A 25W（Total）2.4A MAX Per Port

工作温度：0℃ ~ 35℃ 

工作湿度：25% ~ 90%RH

储存温度：-20℃ ~ 85℃

储存湿度：10% ~ 95%RH

海拔高度：工作和储存≤2000米

体      积：74*49.5*68.5mm

重      量：207克

颜      色：白色

为什么旅行充电器不能给我的设备充电？
1、检查你的连接线，确保它是否兼容，以及没有被损坏或短路；
2、检查连接，请确保您的电源是否通电，确保电源、旅行充电器、连接
     线和设备连接正常；
3、检查您的设备，是否超载（旅行充电器AC额定输出电流为10A）。

注意：
1.  负载设备超载≥20A时，本产品将会在60秒内自动断开输出保护；
2. 恢复使用操作：该产品断开自动保护时，在30秒后按下过流保护器按键
    ，即可恢复正常输出状态。

额定电压：交流100-250V（50/60Hz）
最大功率：100V-1000W/250V-1500W
仅仅适用10A以下电流的设备

拔出插头：拔出欧规“EU”小插头，即可单独当转换插头使用。也可将其它任意
一个插头（USA、UK、AUS/CN）插入“EU”小插头，即可使用USB输出功能。                      

USB-A单口：DC  5V     2.4A 12W（Total）Smart
USB A总输出：DC 5V     5A 25W（Total）

收回插头：使用完毕后，将“EU”小插头插回原位置即可。

欧式插头

澳大利亚 美国 英国 欧洲
中国

在使用本产品之前请先仔细阅读说明书！

① 该产品不具备变压功能，为了避免损坏您的设备或其它的安全隐患，请确认您的设备额定电压
    适用于您所在国家的电源插座电压。
② 关于旅行适配器的使用，每个国家都有自已的规定，在使用前请先确认。
③ 不要短路充电器。
④ 远离火和水、和潮湿的地方。 
⑤ 不要跌落，撞击，投掷，践踏或过度充电。 
⑥ 请找专业的人员维修，非专业的拆装会使产品受损。
⑦ 不使用时请勿长时间插在插座上。 
⑧ 该产品额定输出电流为10A，不可超载使用。
⑨ 仅限室内使用。

您的设备具有优良的品质，为了延长产品的寿命，请确保您执行以下操作：

★ 请存放在干燥并远离潮湿和腐蚀性物品的地方；

★ 不要试图拆开设备； 

★ 不要将设备存放在过热或过冷的地方； 

★ 不要扔、敲打或强烈震动设备；

★ 使用完毕后，请及时拔出产品，请勿长时间待机工作。

■保修条款：使用前请仔细阅读使用说明书，错误的使用方法和人为的损坏，本公司将不予承担任何
责任。维修时必须出示相关凭据，否则本公司有权不提供维修服务。非本公司人员曾经拆动或修理过
产品，本公司一概不保修。所有产品均经过严格检验，如果您在使用过程中发现产品有过热、变形、
破损或者其他异常现象的，请立即停止使用并与销售商或与我们联系。 
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产品简介

产品布件示意图

使用说明 

产品兼容性

故障排除

参数规格 警告 保修条款

维护和保养

包装清单 

        指示灯长亮：
表示产品正常工作

按下按键，向下
推出对应的插脚

按键

多功能插座电源指示灯

USB口最大输出DC5V/2.4A

USB接口

2

USB 输出

*ES400主机      *说明书

eLUGGAGE S

 Worldwide Travel Smart Adaptor 4 USB Ports

3 4 5 6

eLUGGAGE S 4 口USB 全球通用旅行智能充電器 特點：內置多國插頭，寬幅電壓設計，適用于不同的國家，根據所用插座標准推出對應的插頭即可
         使用。
注意：1. 請確保在推出和收回到底部時，按鍵有複位鎖定。如果按鍵未複位，說明插腳尚未推到位， 
            會影響正常使用；
         2. 爲確保安全，一次只能推出一個插頭使用，再未收回當前插腳時，另一個插腳時無法正常  
             推出的；
         3. 歐式小插頭在對用的歐規插座時，可拔出獨立使用。也可配合其它插頭使用。

       eLUGGAGE S 4 USB全球通用旅行智能充電器（型號ES400），是壹款4口USB同時輸出最大支
持25W多功能的全球通用旅行智能充電器。自帶全球可收納式插頭，寬幅電壓設計，多達150多個國
家轉換，即插即用，簡單便攜。為了使用更安全，eLUGGAGE S具有接地插角，多達萬次重復使用的
過載保護器，短路保護等多重智能保護。同時，擁有USB 4口DC 5V/5A智能分配單口最大支持2.4A
的快速輸出接口，可為您的iPhone及其他智能產品2-4部同時充電。是您旅行必備的智能充電器。
      即刻：連接您所想！

推出插頭：按住“USA”按鍵不要松開並持續向下推動，待插頭推到底部後
再松開按鍵，此時按鍵會複位鎖定插腳，即可正常使用。

收回插頭：按住“USA”按鍵不要松開並持續向上拉動，待插頭完全拉到頂
部後再松開按鍵，此時按鍵會複位鎖定插腳。

美式插頭

推出插頭：按住“AUS/CN”按鍵不要松開並持續向下推動，待插頭推到底
部後再松開按鍵，此時按鍵會複位鎖定插腳，即可正常使用。   

收回插頭：按住“AUS/CN”按鍵不要松開並持續向上拉動，待插頭完全拉
到頂部後再松開按鍵，此時按鍵會複位鎖定插腳。

中国／澳大利亚／新西兰式插头

推出插頭：按住“UK”按鍵不要松開並持續向下推動，待插頭推到底部後
再松開按鍵，此時按鍵會複位鎖定插腳，即可正常使用。

收回插頭：按住“UK”按鍵不要松開並持續向上拉動，待插頭完全拉到頂
部後再松開按鍵，此時按鍵會複位鎖定插腳。

英式插頭

該産品設備適用于大多數的電子電器，額定功率：在250V時爲2500W，在100V時 爲1000W。它可以
帶動如：數碼相機、藍牙耳機、智能手機、平板電腦、GPS、筆記本電腦、小型旅行吹風機和小型旅行
熨鬥等。

型     號：ES400

AC 輸入：100     250V（50/60Hz）

AC 輸出：10A MAX（1000W/100V ~ 2500W/250V）

USB A輸出：DC 5V     5A 25W（Total）2.4A MAX Per Port

工作溫度：0℃ ~ 35℃ 

工作濕度：25% ~ 90%RH

儲存溫度：-20℃ ~ 85℃

儲存濕度：10% ~ 95%RH

海拔高度：工作和儲存≤2000米

體      積：74*49.5*68.5mm

重      量：207克

顏      色：白色

爲什麽旅行充電器不能給我的設備充電？
1、檢查你的連接線，確保它是否兼容，以及沒有被損壞或短路；
2、檢查連接，請確保您的電源是否通電，確保電源、旅行充電器、連接
     線和設備連接正常；
3、檢查您的設備，是否超載（旅行充電器AC額定輸出電流爲10A）。

注意：
1.  負載設備超載≥20A時，本産品將會在60秒內自動斷開輸出保護；
2. 恢複使用操作：該産品斷開自動保護時，在30秒後按下過流保護器按鍵
    ，即可恢複正常輸出狀態。

額定電壓：交流100-250V（50/60Hz）
最大功率：100V-1000W/250V-1500W
僅僅適用10A以下電流的設備

拔出插頭：拔出歐規“EU”小插頭，即可單獨當轉換插頭使用。也可將其它任意
一個插頭（USA、UK、AUS/CN）插入“EU”小插頭，即可使用USB輸出功能。                      

USB-A單口：DC  5V     2.4A 12W（Total）Smart
USB A總輸出：DC 5V     5A 25W（Total）

收回插頭：使用完畢後，將“EU”小插頭插回原位置即可。

歐式插頭

澳大利亞 美國 英國 歐洲
中國

在使用本産品之前請先仔細閱讀說明書！

① 該産品不具備變壓功能，爲了避免損壞您的設備或其它的安全隱患，請確認您的設備額定電壓
    適用于您所在國家的電源插座電壓。
② 關于旅行適配器的使用，每個國家都有自已的規定，在使用前請先確認。
③ 不要短路充電器。
④ 遠離火和水、和潮濕的地方。 
⑤ 不要跌落，撞擊，投擲，踐踏或過度充電。 
⑥ 請找專業的人員維修，非專業的拆裝會使産品受損。
⑦ 不使用時請勿長時間插在插座上。 
⑧ 該産品額定輸出電流爲10A，不可超載使用。
⑨ 僅限室內使用。

您的設備具有優良的品質，爲了延長産品的壽命，請確保您執行以下操作：

★ 請存放在幹燥並遠離潮濕和腐蝕性物品的地方；

★ 不要試圖拆開設備； 

★ 不要將設備存放在過熱或過冷的地方； 

★ 不要扔、敲打或強烈震動設備；

★ 使用完畢後，請及時拔出産品，請勿長時間待機工作。

■保修條款：使用前請仔細閱讀使用說明書，錯誤的使用方法和人爲的損壞，本公司將不予承擔任何
責任。維修時必須出示相關憑據，否則本公司有權不提供維修服務。非本公司人員曾經拆動或修理過
産品，本公司一概不保修。所有産品均經過嚴格檢驗，如果您在使用過程中發現産品有過熱、變形、
破損或者其他異常現象的，請立即停止使用並與銷售商或與我們聯系。 
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產品簡介

產品布件示意圖

使用說明 

産品兼容性

故障排除

參數規格 警告 保修條款

維護和保養

包裝清單 

        指示燈長亮：
表示產品正常工作

按下按键，向下
推出对应的插脚

按鍵

多功能插座電源指示燈

USB口最大輸出DC5V/2.4A

USB接口

8

USB 輸出

*ES400主機      *說明書

9 10 11 12

eLUGGAGE S 4 口USBグローバル汎用旅行スマート充電器

       eLUGGAGE S 4 USB全世界汎用携帯型スマート充電器(型番ES400)は、4ポートUSBで同時出力
で最大25W多機能対応の全世界汎用携帯型スマート充電器です。全世界対応収納可能なプラグが造り
付けられ、入力電圧範囲が広く、150ヶ国以上の国々の入力電圧に対応でき、挿入するだけで使用でき
る利便性を持った携帯型の製品です。より一層の安全性を図るため、eLUGGAGE Sには接地機構、何
万回も繰り返して使用できる過負荷保護器、短絡保護機構などが搭載されています。それに加え、
USB 4ポートDC 5V/5Aスマート分配シングルポートと最大2.4Aに対応する迅速出力ポートが搭載され
ていますので、 iPhoneやその他スマート機器を2-4台を同時に充電することができます。ご旅行時の
最適なスマート充電器となります。
     Zikko: Connect Smart.

この設備が多くの電子設備に適合し、定格電力に関しては、250Vの場合は1500W、100Vの場合は1000W
です。適合製品例えば：デジタルカメラ、Bluetoothヘッドセット、スマートフォン、タブレット型パソコ
ン、GPS、ノートパソコン、小型旅行ドライヤーや小型旅行アイロンなどあります。

定格電圧：交流100-250V（50/60Hz）
最大出力：100V-1000W/250V-1500W
10Aこ以下電流の設備に適用されます。

プラグの抜け出し：ヨーロッパ標準（「EU」）ミニプラグを抜け出すと、単
独に変換プラグとして使用できます。又はその他の何れかのプラグ（USA、
UK、AUS/CN）に、「EU」ミニプラグを挿入すると、USB出力機能を使用で
きます。

USB　Aシングルポート：DC 5V     2.4A 12W Smart
USB A総出力：DC 5V     5A 25W（Total）

プラグの取り戻し：使用した後、「EU」ミニプラグを元の位置に挿入するだ
けで良いです。

ヨーロッパ標準プラグ

オーストラリア アメリカ イギリス ヨーロッパ
中国

製品案内

製品部品構成の模式図

製品の適合性

USB出力

eLUGGAGE S Worldwide Travel Smart Adaptor 4 USB Ports

     eLUGGAGE S 4 USB Worldwide Travel Smart Adaptor (Model: ES400) is the multi-functional 
worldwide travel smart adaptor which supports at max 25W of simultaneous output from 4 USB 
ports. With globally accessible plug, wide voltage design, it is applicable to more than 150 
countries, plug and play, simple and portable. In order to ensure safer use, eLUGGAGE S is 
equipped with grounding plug, overload protector with 10,000 times of repeated use, and short 
circuit protection.  In addition, it possesses USB 4 ports DC 5V/5A smart distribution with the quick 
output port of max support of single port reaching 2.4A, therefore, it is capable of simultaneously 
charging your iPhone and 2-4 smart products as the necessary intelligent charger for your journey. 
     Zikko: Connect Smart.
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Product Introduction

Illustration description

eLUGGAGE S 4 USB  글로벌 범용 여행 스마트 충전기

      eLUGGAGE S 4 USB 세계 통용 관광용 스마트 충전기(모델 ES400)은 최대 25W 동시 출력을 지원하는 4

포트 USB 다기능 세계 통용 관관용 스마트 충전기입니다. 세계 통용 수납식 플러그, 대역폭 전압 설계 적용으로 

150여개 국가에서 전환 가능하여 삽입 즉시 충전할 수 있으며 심플하고 휴대하기에 편리합니다. 안전을 위하여 

eLUGGAGE S에는 접지 삽입각과 10000회 중복 사용 가능 과부하 보호기, 단락 보호 등을 구비하였습니다. 

동시에 최대 2.4A 지원 가능 USB 4포트 DC 5V/5A 스마트 분배 싱글 포트 신속 출력 인터페이스를 구비하여 

고객님의 iPhone과 기타 스마트 제품 2~4대를 동시 충전하실 수 있어 관광시 필수 스마트 충전기입니다. 

     Zikko: Connect Smart.

이 소켓 제품은 대다수 전자 전기 설비에 적용 가능하며 정격 파워는 250V시에1500W, 100V시에 1000W
입니다. 이 소켓은 디지털 카메라, 불루투스 이어폰, 스마트폰, 테블릿 PC, GPS, 노트북, 소형 휴대식 헤어 
드라이어와 소형 여해용 다리미 등에 사용하실 수 있습니다. 이 설비를 사용하시기 전에 제품에 표시한 파라미터 

정보들을 숙지하여 주십시요.                                   

타입：ES400 

AC 입력： 100     250V（50/60Hz）

AC 출력： 10A MAX（1000W/100V ~ 2500W/250V）

USB A출력： DC 5V      5A 25W（Total）2.4A MAX Per Port

작업 온도：0℃~ 35℃ 

작업 습도：25% ~ 90%RH

저장 온도：-20℃~ 85℃

저장 습도：10%~95%RH

해발 높이：작업 및 저장≤2000m

부     피：74*49.5*68.5mm

중     량：207g

색      상 ：흰색

여행 충전기로 나의 설비를 충전하지 못하는 원인？

1. 연결선을 검사하며 호환 여부, 및 파손 또는 단락 여부를 확인하기；

2. 연결을 검사하며 전원에 전기가 있는지, 전원, 여행 충전기, 연결선 및 설비가 

    연결 정상 여부를 검사하십시오；

3. 설비의 과부하 여부를 검사하십시오(여행충전기 AC정격 출력 전류는10A）.

주의：

1. 부하 설비가 과부하≥20A일때 본 제품은 자동으로 60초간 차단되어 출력 

    보호합니다；

2. 사용 회복 작동: 본 제품이 자동 보호로 차단되면 30초후에 회복 버튼을 누르면 

    즉시 정상 출력 상태로 회복합니다.

정격 전압：교류100-250V（50/60Hz）
최고 능율：100V-1000W/250V-1500W
10A미만의 전류 설비에만 적용 

플러그를 뽑기: 유럽 규격 “EU” 소형 플러그를 뽑으면 독립적으로 전환 플러그로 
사용할 수 있습니다. 또한 기타 임의 한개 플러그（USA, UK, AUS/CN）를 “EU” 소형 
플러그에 삽입하면 USB  출력 기능을 사용할 수 있습니다. 

USB A싱글 포트：DC 5V      2.4A 12W Smart

USB A총파워：DC 5V      5A 25W（Total）

플러그 회수: 사용 완료 후 “EU”소형 플러그를 원래 위치로 반환합니다.

유럽식 플러그

호주 미국 영국 유럽

중국

제품 소개

제품 배치 사시도

제품 호환성

고장 제거

파라미터 규격

표시등이 항상 켜진 상태이면:
제품이 정상 작업 상태임을 표시
합니다.

버튼을 누르면 대응하는

핀을 하부로 인출 합니다.

버튼

다기능 소켓전원 표시등

USB포트의 최고 출력은DC5V/2.4A

USB포트

USB출력

특점: 다국적 플러그가 내장되고 넓은폭 전압 설계로 서로 다른 국가에 적용하며 사용한 소켓 표준에 근거하여   
        대응하는 플러그를 인출하여 사용 가능합니다.
주의: 
1.  하부를 인출 또는 회수할때 버튼은 리셋 잠금 장치가 있습니다. 만약 버튼이 리셋하지 않으면 핀이 위치에    
     미달하였기에 정상적인 사용에 영향 주게 됩니다.
2.  안전을 확보하기 위하여, 한번에 오직 한개 플러그를 인출하여 사용하며 현재 핀이 회수되기 전에 다른 핀은 
     정상적으로 인출되지 않습니다.
3.  유럽식 소형 플러그를 대응하는 유럽 규정 소켓에 사용할때 독립적으로 사용할 수 있습니다. 또한 기타의 
     플러그와 배합하여 사용할 수 있습니다.

사용 설명 

핀 밀어 내기：“USA” 버튼을 누른 채로 아래로 밀어 핀을 하단까지 밀어 낸 후 
버튼을 누른 손가락으 놓습니다. 이 때에 버튼이 리셋되면서 핀을 잠그어 
정상적으로 사용하실 수 있습니다.

핀 당겨 들이기：“USA” 버튼을 누른 채로 위로 당겨 핀을 상단까지 당긴 후에 
버튼을 누른 손가락을 놓습니다. 이 때에 버튼이 리셋되면서 핀을 잠그게 됩니다. 

미국

핀 밀어 내기：“UK” 버튼을 누른 채로 아래로 밀어 핀을 하단까지 밀어 낸 후 
버튼을 누른 손가락으 놓습니다. 이 때에 버튼이 리셋되면서 핀을 잠그어 
정상적으로 사용하실 수 있습니다.

핀 당겨 들이기：“UK” 버튼을 누른 채로 위로 당겨 핀을 상단까지 당긴 후에 
버튼을 누른 손가락을 놓습니다. 이 때에 버튼이 리셋되면서 핀을 잠그게 됩니다. 

영국

핀 밀어 내기：“AUS/CN” 버튼을 누른 채로 아래로 밀어 핀을 하단까지 밀어 낸 
후 버튼을 누른 손가락으 놓습니다. 이 때에 버튼이 리셋되면서 핀을 잠그어 
정상적으로 사용하실 수 있습니다.

핀 당겨 들이기：“AUS/CN” 버튼을 누른 채로 위로 당겨 핀을 상단까지 당긴 
후에 버튼을 누른 손가락을 놓습니다. 이 때에 버튼이 리셋되면서 핀을 잠그게 
됩니다. 

중국/ 호주/뉴질랜드식 플러그

본 제품을 사용하기전에 반드시 설명서를 자세히 열람하십시오！

① 본 제품은 변압 기능이 구비되지 않았으며 설비 손상 또는 기타 안전 문제를 피하기 위하여 설비의 정격 전압이 

    소재국 전원 소켓 전압에 적용함을 확인하십시오.

② 여행 어댑터의 사용에 관하여 각 국가는 별도의 규정이 있기에 사용전에 반드시 확인 하십시오.

③ 충전기를 단락 시키지 마십시오.

④ 불, 물, 습기가 있는 장소를 피하십시오.

⑤ 추락, 충격, 던짐, 밟음 또는 과한 충전을 피하십시오.

⑥ 전문 인원을 찾아 유지관리하며 비 전문 인원이 분해하면 제품을 손상할 수 있습니다.

⑦ 사용하지 않을때 장기간 소켓에 끼워놓지 마십시오.

⑧ 본 제품의 정격 출력 전류는10A이며 과부하로 사용하지 마십시오.

⑨ 오직 실내에서만 사용하십시오.

당신의 설비는 품질이 우수하며 제품의 수명을 연장하기 위하여 당신은 이하의 작동을 확보하십시오：

★ 건조하고 습기와 부식성 물품이 없는 장소에 저장하십시오；

★ 설비를 분해하려고 시도하지 마십시오； 

★ 설비를 과열 또는 과냉 장소에 저장하지 마십시오；

★ 제품을 던짐, 두드림 또는 강한 진동을  부여하지 마십시오；

★ 사용 완료후 제때에 제품을 뽑으며 장기간 대기 작업을 피하십시오.

■보증 조항: 사용 전에 반드시 사용 설명서를 자세히 열람하며 틀린 사용 방법 및 인력적인 손상에 대하여 본 

회사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 유지관리할때 반드시 관련 증빙을 제출하며 위반시 당사는 

유지관리서비스를 거절할 권리가 있습니다. 본 회사에 속하지 않는 인원이 분해 또는 수리한 제품에 대하여 당사는 

보증을 제공하지 않습니다. 모든 제품은 전부 엄격한 검사를 통과하였습니다. 만약 당신이 사용 과정에서 제품의 

과열, 변형, 파손 또는 기타 이상한 현상을 발견한 경우, 즉시 사용을 정지하고 판매자 또는 당사와 연락하십시오. 

경고 보증 조항

유지관리 및 보양

포장 목록

*ES400본체      *설명서

Compliant with
BS 8546:2016

IEC 60884-2-5:2017

Multi-functional socket

The maximum output of USB
port is DC5V/ 2.4A

USB port 

Features: Built-in plugs for various countries, the product is designed with wide voltage and is 
suitable for different countries, works after pushing out corresponding plug according to the 
socket standard.
Notes: 
1. Make sure that the button is reset and locked when the pins are pushed out and retracted to the 
   bottom. If the button is not reset, it means that the pin has not been pushed in place, which will 
   affect the normal operation;
2. In order to ensure safety, only one plug shall be pushed out each time, and when the current pin 
   is not retracted, the other pin cannot be normally pushed out;
3. European mini plug can be pulled out independent when the European socket is used. It can also 
   be used with other plugs.

Slightly press the button and slide to the down for USA plug 
completely as shown. make sure the contact blades are turned to the 
parallel position.
Recover the plug: press and hold the "USA" button to release 
andcontinue to pull up, until the plug completely pull the top and then 
release the button, then the button will reset and lock the plug.

USA

Slightly press the button and slide to the down for  AUS/CN plug 
completely as shown. make sure the contact blades are turnedto the 
parallel position.
Recover the plug: press and hold the "AUS/CN" button to release and 
continue to pull up, until the plug completely pull the top and then 
release the button, then the button will reset and lock the plug.

Chinese / Australian / New Zealand plug

Slightly press the button and slide to the down for UK plug completely 
as shown. Pull out the insulated ground pin from the housing.
Recover the plug: press and hold the "AUST" button to release and 
continue to pull up, until the plug completely pull the top and then 
release the button, then the button will reset and lock the plug.

United Kingdom

Instructions
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Button

Power indicator

the indicator keeps ON：
it means the normal 
operation of the product

Press the button and push 
out corresponding pins

The product is suitable for use with most electronic devices up to 1500W at 250V and 1000W at 
100V. It can be used witha multitude of appliances such as: Camera,Shaver,Playstation,Cam-
corder,Hair straightener,Electrical toothbrush, portable Game Console,etc. Please check the 
safety data sheet or data plate on the device to find this information before plugging it in.

Rated voltage: AC 100-250V (50/60Hz)
Maximum power: 100V-1000W/250V-1500W
Only applicable to devices with current 10A or less                  

Pull out the plug: pull out the small "EU" plug of the European standard to 
use it independently as the changeover plug. Any other plug (USA, UK, 
AUS/CN) can be inserted in "EU" small plug to use the USB output function.

USB A single port ：DC 5V     2.4A 12W Smart

USB A total output : DC 5V/5A 25W（Total）

Retract the plug: After use, insert the "EU" small plug back to the original 
position. 

European plug

Australia USA UK Europe
China

Product Compatibility

USB output
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Why can't the travel adaptor charge my device?
1.  Check your connecting cable, make sure it is compatible and not 
    damaged or short-circuited;
2. Check the connection, ensure that power is supplied, and ensure that 
    the power supply, travel adaptor, connecting wire and the device are 
    connected properly;
3. Check whether your device is overloaded (AC rated output current of 
   travel adaptor is 10A)
Notes:
1. When the device is overloaded ≥ 20A, the product will automatically 
   disconnect the output protection within 60 seconds;
2. Restore the use: When the device disconnects the output protection, 
    press the Restore button 30 seconds later to restore it to normal output 
    state. 

Please read the instructions carefully before operating this product!
① This product does not have voltage transformation function. In order to avoid damage to your 
    device or other potential safety hazards, please confirm that the rated voltage of your device 
    is applicable to the power socket voltage of your country.
② For the use of travel adaptor, different countries have different regulations. Please confirm 
    before use.
③ Do not make the adaptor short circuit.
④ Keep away from fire, water, and humidity.
⑤ Do not fall, knock, throw, trample or overcharge.
⑥ The product can only be repaired by professional technician, and the non-professional 
    disassembly and assembly will cause damage to the product.
⑦ Do not keep it on the socket for a long time when it is not in use.
⑧ The rated output current of the product is 10A, do not use it with overload.
⑨ For indoor use only.

Your device has excellent quality. In order to extend the life of the product, make sure you 
perform the followings:
★ Please keep it in dry place without moisture and corrosive goods.
★ Do not attempt to disassemble the device;
★ Do not store the device in very hot and very cold places;
★ Do not throw, knock, or fiercely vibrate the device;
★ After use, please pull out the product in time. Do not keep it standby for a long time.
 

■ Warranty Terms: Before use, please read carefully the instructions, our Company will not 
assume any responsibility for the damage caused by incorrect use and man-made damage. 
Relevant certificates must be presented before repair; otherwise our Company has the right not 
to provide maintenance services. Our Company does not provide warranty service for the 
product which has been disassembled or repaired by others who are not the staff of our 
Company. All products have passed strict inspection, if you find that the product is overheated, 
deformed, damaged or has other abnormal phenomena when using it, please immediately stop 
using and contact the dealer or our Company.
 

Troubleshooting 

Specifications Warning Warranty Terms

Maintenance

Packaging list

* ES400 main unit      * Instructions

Model: ES400 

AC input: 100     250V（50/60Hz）

AC output: 10A MAX（1000W/100V ~ 2500W/250V）

USB  A output: DC 5V     5A 25W（Total）2.4A MAX Per Port

Working temperature: 0℃~ 35℃

Working humidity: 25% ~ 90%RH

Storage temperature: -20℃~ 85℃

Storage humidity: 10%~95%RH

Elevation: working and storage ≤2000m 

Size: 74*49.5*68.5mm

Weight: 207g

Colors: white                 
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Compliant with
BS 8546:2016

IEC 60884-2-5:2017

El cargador inteligente para viaje universal global eLUGGAGE S 4

    El cargador inteligente para viaje universal global eLUGGAGE S 4 (modelo ES400) es un cargador 
inteligente para viaje universal global multifuncional de salida simultánea en 4 puertos de USB de una 
potencia máxima de 25W. Está equipado con enchufes extraíbles globales, de diseño de voltaje de 
amplitud amplia, permite la conversión de enchufes entre más de 150 países, enchufa y lista, y de 
transporte simple. Para el uso más seguro, eLUGGAGE S cuenta con clavija de conexión a tierra, y un 
protector de sobrecarga que permite 10 mil veces de uso repetido, protección contra cortocircuito, etc. 
Mientras tanto, cuenta con la asignación inteligente de 4 puertos rápidos USB de 5Vcc / 5A, y cada 
puerto apoya una corriente máxima de 2,4A, puede cargar su iPhone y 2-4 otros productos inteligentes 
en el mismo tiempo. Es un cargador inteligente obligatorio para su viaje.     
    Zikko: Connect Smart.

Introducción del producto

Dibujo esquemático de distribución de los componentes del producto

Este dispositivo es adaptable a la mayoría de los aparatos electrónicos y eléctricos, su potencia 
nominal: 2500W en 250V, 1000W en 100V. Puede impulsar los dispositivos tales como: cámaras 
digitales, auriculares de Bluetooth, celulares inteligentes, tabletas, GPS, computadoras 
portátiles, secadores de pelo pequeños para viaje y planchas pequeñas para viaje, etc.

Voltaje nominal: 100-250Vca (50/60Hz)
Potencia máxima: 100V-1000W/250V-1500W
Sólo aplicable a los dispositivos de corriente inferior a 10A                     

Para sacar el enchufe: Saque el enchufe pequeño “EU” de especificaciones 
europeas para utilizarlo independientemente como el enchufe adaptador. 
También se puede enchufar cualquier otro enchufe (USA, UK, AUS/CN) en el 
enchufe pequeño “EU” para utilizar la función de salida de USB.
Para recuperar el enchufe: Después del uso, vuelva a enchufar el enchufe 
pequeño “EU” en su posición original. 

Enchufe europeo

Australia EE.UU. Reino Unido Europa
China

Compatibilidad del Producto

Salida USB

なぜ旅行充電器が私の設備を充電できませんか？
1、 あなたはの接続ケーブルをチェックしてください；これと互換性があ
      り、それに加えて、損壊又は短絡がないのを確保すること；
２、接続状況をチェックしてください；あなたの電源が通電していて、つ
      、電源、旅行充電器及び、接続ケーブルが設備に正常に接続し ている
     のを確保すること；
3、あなたの設備をチェックしてください；負荷超過（旅行充電器AC定格
     出力電流が10Aです）になっているか確認してください。
注意：
1.   設備負荷≥20Aになると、本製品は、60秒内で出力を切断して保護する
     こと；
2.  使用の回復操作：本製品を切断して自動保護を行う際に、30秒後回復ボ
    タンを押すと、正常な出力状態に回復できます。

指示ランプが常時オンにな
る場合、製品の正常な作動
を表します。

相応なボタンを押した後、
下へ相応なピンを押し出します。

ボタン

電源指示ランプ

特徴：多国プラグを内蔵し、幅広の電圧設計を有していて、異なる国家に適用されます；所要コンソ
         ール標準によって、相応なプラグをリリースするだけで、使用できるようになります。
注意：
1.  底部まで押し出したり、又は取り戻したりする時に、ボタンにリセット・ロックがあるのを確保す
    ること。ボタンがリセットされていない場合、ピンが指定位置に押されていないことを説明し、こ  
    れで、正常に使用できなくなる可能性があります；
2. 安全性を確保する為に、一回で一つのプラグだけを押し出すことができるようにします；当面のピ
    ンを取り戻していない時に、その他のピンを正常に押し出すことができないように します；
3. ヨーロッパ標準ミニプラグは、相応なヨーロッパ標準コンソールと組み合わせる場合、抜き出 して
    使用してもいいし、又はその他のコンソールと組み合わせても良い。

中国／オーストラリア／ニュージーランド標準プラグ

取扱説明 

プラグ押出し：「USA」ボタンを押して外さずに下に向けて動いて、プラグが
底まで押されたときにボタンを外して、このときにボタンのリセットロックが
自動的にピンをロックして、正常に使用られます。

プラグ取戻し：「USA」ボタンを押して外さずに上に向けて動いて、プラグ
がトップまで引くときにボタンを外して、このときにボタンのリセットロッ
クが自動的にピンをロックします。

アメリカ

プラグ取戻し：「UK」ボタンを押して外さずに上に向けて動いて、プラグがト
ップまで引くときにボタンを外して、このときにボタンのリセットロックが自
動的にピンをロックします。

プラグ押出し：「UK」ボタンを押して外さずに下に向けて動いて、プラグが
底まで押されたときにボタンを外して、このときにボタンのリセットロックが
自動的にピンをロックして、正常に使用られます。

イギリス

プラグ押出し：「AUS/CN」ボタンを押して外さずに下に向けて動いて、プラ
グが底まで押されたときにボタンを外して、このときにボタンのリセットロッ
クが自動的にピンをロックして、正常に使用られます。

プラグ取戻し：「AUS/CN」ボタンを押して外さずに上に向けて動いて、プラ
グがトップまで引くときにボタンを外して、このときにボタンのリセットロッ
クが自動的にピンをロックします。

本製品をご使用になる前に、取扱説明書を熟読してください！
① 本製品は、変圧機能を持っていません；あなたの設備の損壊及びその他の潜在的な安全上の問
    題を避ける為に、あなたの設備定格電圧が、あなたの所在国家の電源コンソール電圧に適合す
    るのを確保すること。
② 旅行アダプターの使用について、諸国は、それぞれの規定を有するので、使用の前に確認して
    ください。
③ 充電器を短絡させないでください。
④ 火、水と湿っぽい箇所から離れてください。 
⑤ 落下させたり、衝撃させたり、投げたり、踏んたり又は過度に充電したりしてはいけません。 
⑥ 専門人員に依頼して修理してもらうこと；非専門人員が分解と組立を行うと、製品を損壊する
    可能性があります。
⑦ 長い間使用しない時に、製品をずっとコンソールに置かないでください。 
⑧ 当製品の定格出力電流が10Aであり、負荷超過状態で使用てはいけません。
⑨ 室内使用に限ります。

あなたの設備が優良な品質を持っています；製品寿命を延長する為に、あなたが下記の操作を実行
しているのを確保してください。
★ 湿気及び腐食性物品から離れている乾燥した場所に保存してください；
★ 設備の取り外しを試さないでください； 
★ 設備を過度に暑い又は冷たい箇所に保存しないでください； 
★ 設備を投げたり、叩いたり又は強く振動させたりしないでください；
★ 使用した後、製品を適時に抜け出してください。長時間に亘ってスタンバイ状態にしないでく
    ださい。

■修理保証約款：取扱説明書を熟読してから使用すること；正しくない使用方法及び人為的な損壊
の場合、当社は、如何なる責任を負いません。修理保証の時に、関連証憑を提出すること。さもな
ければ、当社は、修理保証サービスを提供しない権利を持ちます。当社以外の人員が本製品を取り
外した場合、又は修理した場合、当社は、一概に修理保証を提供しません。すべての製品は、厳し
い検査を受けました；あなたは、使用プロセス中に、製品過熱、変形、破損又はその他の異常な現
象を発見した場合、直ちに使用を停止し、それに加えて、販売業者又は我々に連絡してください。  

トラブルシューティング

パラメータ仕様 警告 修理保証約款 

お手入れと保全

梱包リスト 

*ES400主体     *取扱説明書

モデル：ES400 

AC入力：100     250V（50/60Hz）

AC 出力：10A MAX（1000W/100V ~ 2500W/250V）

USB A出力：DC 5V     5A 25W（Total）2.4A MAX Per Port

作動温度：0℃~ 35℃

作動湿度：25% ~ 90%RH

貯蔵温度：-20℃~ 85℃

貯蔵湿度：10%~95%RH

海抜：作動と貯蔵の場合≤2000メートル

体積：74*49.5*68.5mm

重量：207g

色：白色

Compliant with
BS 8546:2016

IEC 60884-2-5:2017

Características: Con enchufes multinacionales construidos, diseño de voltaje de amplia gama, es 
adaptable a diversos países, se puede empujar el enchufe correspondiente según el tomacorriente 
objetivo para el uso.
Precaución: 
1. Asegúrese de que el botón se bloquee en su posición original al empujar y recuperarlo al fondo. 
   Si el botón no ha regresado a su posición original, significa que las clavijas no han sido 
   empujadas a la posición necesaria, eso puede afectar el uso normal; 
2. Para la seguridad, sólo se puede empujar un enchufe para el uso en una sola vez, antes de 
   recuperar las clavijas actuales, otras clavijas no pueden salir normalmente.
3. El enchufe pequeño europeo puede ser quitado para el uso independiente en el tomacorriente 
    de especificaciones europeas. También puede utilizarse coordinando con otro enchufe.

Para empujar el enchufe hacia afuera: Mantenga presionado el botón “USA” y 
siga empujándolo hacia abajo, cuando el enchufe sea empujado al fondo, suelte 
el botón, en este momento, el botón regresará bloqueando las clavijas y se lo 
puede utilizar de forma normal.
Para recuperar el enchufe: Mantenga presionado el botón “USA” y siga jalándolo 
hacia arriba, cuando todo el enchufe haya sido jalado a la parte superior, suelte 
el botón, en este momento, el botón regresará bloqueando las clavijas. 

Enchufe americano 

Para empujar el enchufe hacia afuera: Mantenga presionado el botón “AUS/CN” 
y siga empujándolo hacia abajo, cuando el enchufe sea empujado al fondo, 
suelte el botón, en este momento, el botón regresará bloqueando las clavijas y 
se lo puede utilizar de forma normal.  
Para recuperar el enchufe: Mantenga presionado el botón “AUS/CN” y siga 
jalándolo hacia arriba, cuando todo el enchufe haya sido jalado a la parte 
superior, suelte el botón, en este momento, el botón regresará bloqueando las 
clavijas.        

Enchufe de China / Australia / Nueva Zelandia

Para empujar el enchufe hacia afuera: Mantenga presionado el botón “UK” y 
siga empujándolo hacia abajo, cuando el enchufe sea empujado al fondo, suelte 
el botón, en este momento, el botón regresará bloqueando las clavijas y se lo 
puede utilizar de forma normal.
Para recuperar el enchufe: Mantenga presionado el botón “UK” y siga jalándolo 
hacia arriba, cuando todo el enchufe haya sido jalado a la parte superior, suelte 
el botón, en este momento, el botón regresará bloqueando las clavijas.

Enchufe británico

¿Por qué el cargador de viaje no puede cargar mi dispositivo?
1. Verifique si cable de conexión para confirmar si es compatible, y si no 
   está dañado ni cortocircuitado; 
2. Verifique la conexión, asegúrese de que su alimentación esté encendida, 
   asegúrese de que la alimentación, el cargador de viaje, el cable de 
   conexión y el dispositivo se conecten de forma normal;
3.Verifique si dispositivo para ver si está en sobrecarga (la corriente de 
   salida nominal Ca del cargador de viaje es 10A).
Precaución:
1. Cuando la sobrecarga del dispositivo de carga es ≥20A, el presente 
   producto desconectará automáticamente la protección de salida dentro 
   de los 60s;
2. Operación de recuperación del uso: Cuando la protección automática de 
   este producto se desconecta, presione el botón de recuperación 
   después de 30s para recuperar al estado normal de salida.

¡Antes de utilizar el presente producto, lea cuidadosamente el manual!
① Este producto no cuenta con la función de cambio de transformación, para evitar dañar su 
    dispositivo u otros riesgos ocultos de seguridad, compruebe que el voltaje nominal de su 
    dispositivo sea adaptable al voltaje del tomacorriente de su país.
② Sobre el uso del adaptador de viaje, cada país tiene sus propios reglamentos, confírmelos 
    antes del uso.
③ No haga cortocircuitar el cargador.
④ Manténgalo alejado de fuego, agua y lugar húmedo.
⑤ No deje caer, colisione, arroje, pise ni sobrecargue el dispositivo.
⑥ Deje que el personal profesional lo repare, el desmontaje/montaje no profesional dañará el 
    producto. 
⑦ No manténgalo enchufado en el tomacorriente de forma prolongada si no lo utiliza.
⑧ La corriente de salida nominal del producto es 10A, no lo utilice en sobrecarga.
⑨ Sólo para el uso en interiores.

Su dispositivo tiene una calidad excelente, para extender su vida útil, asegúrese de ejecutar las 
operaciones siguientes: 
★ Almacénelo en un lugar seco y alejado de objetos húmedos y corrosivos;
★ No intente desmontar el dispositivo
★ No almacene el dispositivo en un lugar demasiado caliente o frío
★ No arroje, golpee ni vibre fuertemente el dispositivo
★ Después del uso, desenchufe el producto oportunamente, no deje que esté en estado espera 
    durante un largo tiempo

■ Disposiciones de garantía: Antes del uso, lea cuidadosamente el manual de usuario, nuestra 
empresa no asumirá ninguna responsabilidad sobre el método de uso erróneo y el daño 
humano. Para la reparación, se debe presentar los comprobantes pertinentes, de lo contrario, 
nuestra empresa tenemos el derecho de no prestar servicio de reparación. Si una persona no de 
nuestra empresa desmontó o reparó el producto, nuestra empresa no proporcionará la garantía. 
Todos los productos han pasado pruebas rigurosas, si descubre el sobrecalentamiento, la 
deformación, el daño u otros fenómenos anormales en el producto durante el uso, deje de 
usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el vendedor o con nosotros. 
 

Manual de instrucciones

Solución de fallas

Parámetros y especificaciones Advertencia Disposiciones de garantía

Cuidado y mantenimiento

Lista de embalaje

Tomacorriente 
multifuncional 

Salida máxima del puerto 
USB  5Vcc/2,4A

Interfaz USB 

*Anfitrión de EX300       *Manual de usuario

Modelo: ES400

Entrada CA: 100     250V（50/60Hz）

Salida CA: 10A MAX（1000W/100V ~ 2500W/250V）

Salida USB A: DC 5V     5A 25W（Total）2.4A MAX Per Port

Temperatura de funcionamiento: 0℃~ 35℃

Humedad de funcionamiento: 25% ~ 90%RH

Temperatura de almacenamiento: -20℃~ 85℃

Humedad de almacenamiento: 10%~95%RH

Altitud: Funcionamiento y almacenamiento ≤2000m

Volumen: 74*49.5*68.5mm

Peso: 207g

Color: Blanco

Botón

Luz indicadora 
de alimentación    

La luz indicadora se 
permanece encendida: 
significa que el producto 
está funcionando de 
forma normal.

Presione el botón para empujar 
hacia afuera las clavijas 
correspondientes

Compliant with
BS 8546:2016

IEC 60884-2-5:2017
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USBポートの最大な出力が
DC5V/2.4Aです。

USBポート

多機能コンソール

Compliant with
BS 8546:2016

IEC 60884-2-5:2017

Compliant with
BS 8546:2016

IEC 60884-2-5:2017


