
この度はお買い上げいただき誠にありがとう
ございます。ご使用の前に、必ず取扱説明
書をよくお読みいただき、正しくお使いくだ
さい。別紙で追加情報が梱包されているとき
は必ず参照してください。

■はじめに
取扱説明書をお読みになるにあたって
●この取扱説明書については、予告なし
に変更することがあります。
●製品改良のため、予告無く外観または仕
様の一部を変更することがあります。
●この取扱説明書につきましては、万全を尽
くして制作しておりますが、万一ご不明な点
がありましたら、この取扱説明書に記載され
ている当社までご連絡ください。
●この取扱説明書の一部または全部を無断で
複写することは、個人利用を除き禁止されて
います。また無断転載は固くお断りします。

梱包品の確認

本体 x１ 充電用ケーブル x１

（保証内容については保証書をご参照ください）
●火災、地震、第三者による行為、その他の
事故、お客様の故意または過失、誤用、その
他異常な条件下での使用による損害に関し
て、当社は一切責任を負いません。
●保証書に記載されている保証がすべてであ
り、この保証の外は、明示の保証・黙示の保
証を含め、一切保証しません。
●この取扱説明書で説明された以外の使い方
によって生じた損害に関して、当社は一切責
任を負いません。
●接続機器との組み合わせによる誤作動など
から生じた損害に関して、当社は一切責任を
負いません。
●本製品は医療用機器、原子力機器、航空宇宙
機器、輸送用機器など人命にかかわる設備や
機器、および高度な信頼性を必要とする設備、
機器での使用は意図されておりません。
●これらの設備、機器制御システムに本製品を
使用し、本製品の故障により人身事故、火災事
故などが発生した場合、当社は一切責任を
負いません。

■安全上のご注意

●濡れた手で充電器やコネクターに触れない
でください。
●使用中に異臭、発熱、発煙などの異常があっ
た場合や、万が一水や液体が入った場合は
直ちにパソコンやスマートフォンなどの

●絶対にショート、分解、改造などしないで
ください。火災、故障、事故原因となります。
●対応機種以外での使用、または本来の目的
以外での用途では使用しないでください。
●電源は USB ポート以外からとらないでく
ださい。充電するときは USB 出力付き AC ア
ダプタやパソコン等の USB ポートを使用して
ください。USB の定格 DCV を超えた他の電
源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、
怪我の原因となります。
●使用中、スマートフォン及び本製品より多
少の熱が発生する場合がございますのでご注
意ください。

免責事項

警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を
負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

●本製品のご使用の前に、必ずスマートフォ
ンの取扱説明書に記載されている注意事項等
をよくお読みください。本製品の機能に関す
る記述をよくご理解のうえで、安全に正しく
ご使用ください。
●本製品の USB ポートは出力専用です。
●電源プラグ及びコネクターの抜き差しをす
るときには、必ずプラスチック部分を持って
おこない、コードを強く引っ張ったりして負
担をかけないでください。またコードが破損
した場合は使用しないでください。
●スマートフォンへの充電で本製品を２時
間以上の連続使用をしないでください。
●本製品を家庭用コンセントで充電する場合
は３時間以上の連続充電をしないでくださ
い。充電後は本製品を必ず家庭用コンセント
から外してください。
●炎天下や降雪時の屋外、車内など 35℃以上
あるいは５℃以下となる場所、湿気や水濡れの
多い場所などでの使用や保管はおやめください。
●幼児の手の届くところを避けて保管してく
ださい。
●本製品の汚れやほこりを取り除く場合は、
必ず本製品を接続していない状態にして
乾いた布でやさしく拭き取ってください。
●電源ボタンを押しても全く電源が入らない
状態まで放電したスマートフォンや、電池
バッテリーが古い、故障しているスマート
フォンは本製品では充電出来ません。一部可
能な機種もありますが、復帰まで 20 分以上
かかる場合もあります。
●スマートフォンの取扱説明書にも記載され
ていますが、機器本体に登録された電話帳、
音楽ファイル、セーブデータなどの各種メモ
リーは本製品の使用に関わらず何らかの原因
によって消失する可能性があります。本製
品の使用時に万が一メモリーが消失しても
弊社では一切の責任を負えません。データ
のバックアップを取るなどしてメモリーが消
失しても困らないようにしてからご使用くだ
さい。

●本製品を投げたり、衝撃を与えたり、コネ
クターを無理矢理スマートフォンに差し込む
ことはやめてください。
●コネクターを裏向きに差し込む機種があり
ます。接続方向を間違えて無理に差し込むと
コネクターを破損し、ショートやメモリーの
消失を引き起こす危険性があります。十分
に注意して接続してください。

誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性
が想定される内容や物的損害の発生が想定され
る内容を示しています。

●スマートフォンの電池パックは必ず装着し
た状態で、本製品をご使用ください。はずし
て使用しますと、故障の原因となります。ま
た電池パックが古かったり、故障している場
合は充電できません。その場合は新しい充電
パックと交換してください。また、スマート
フォンの電池パックは過放電しますと充電が
著しく短くなります。
●スマートフォンの満充電までの時間は機種や
使用環境によって異なります。
●充電状態はスマートフォンの液晶画面の
表示でご確認ください。
●本製品は一時的な補充電を目的とした充電
器です。スマートフォンのバッテリーの状
態や使用状況によっては十分な効果が得ら
れない場合があります。
●本製品の日本国外の使用トラブルなどはお受け
致しかねますので、あらかじめご了承ください。
●本製品の使用中におこる機器の破損、故障、
人体への影響トラブルの責任は一切弊社では
負うことが出来ません。
●スマートフォンの使用方法は弊社ではサ
ポートしておりません。また適合する機器
での使用であってもすべての状況で動作を保
証するものではありません。あらかじめご了
承ください。
●未使用の場合も６ヶ月に１度、充電して
ください。完全放電すると充電出来ない場合が
あります。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、
その他の注意書きに従った正常な使用状態で
故障した場合には、本記載内容に基づき、当
社にて無料交換をいたしますので、お買い上
げの販売店または当社「お客様ご相談セン
ター」にお問い合わせください。

１．保証期間内でも次のような場合には有料
　　となります。
　イ．取扱説明書で説明された以外の使い方、
　　　または改造や不当な修理による故障又
　　　は損害。
　ロ．お買い上げ後の不適切な取扱い（例え
　　　ば落下）、引っ越し、輸送等による故
　　　障又は損害。
　ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天
　　　災地変ならびに公害、塩害、ガス害（硫
　　　化ガス等）や異常電圧、その他の外部
　　　要因による故障または損害。
　　　一般家庭用以外に使用された場合（展示品
　　　等を含む）の故障又は損傷。
　ホ．保証書および購入証明書（レシート等）
　　　の提示が無い場合。
　ヘ．保証書にお買い上げ年月日、お客様の情報、
　　　販売店名、販売店印の記入がない場合、
　　　あるいは字句を書き換えられた場合。
　ト．部品の交換・仕様変更など。
　チ．オークション、リサイクルショップ等
　　　で購入された中古品など。

２．保証期間内でも商品を送付されたときの
　　送料はお客様の負担となります。
３．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売
　　店にご相談ください。
４．本書は日本国内においてのみ有効です。
　　Effective only in Japan.
５．本書は再発行いたしませんので紛失

しないように大切に保管してください。

無料保証規定

WONDER LINE 株式会社
モバイルチャージャー（モバイル充電器）

取扱説明書

保証書付き取扱説明書　１枚（本書）

　ニ．

機器からコネクターを外してください。



本記載内容で無料交換を行うことを
お約束するものです。

●この保証書は本書に明示した期間、条件の
もとにおいて無料交換をお約束するもので
す。従ってこの保証書によって保証書を発行
している者（保証責任者）、およびそれ以外
の事業者に対するお客様の法律上の権利を
制限するものではありませんので、保証期
間経過後の修理等についてご不明の場合は、
お買い上げ販売店または当社にお問い合わせ
ください。

保証書

品名 モバイルチャージャー
（モバイル充電器）

保証対象

保証期間

充電器本体

お買い上げ日より６ヶ月

★お買い上げ日 年　　　　月　　　　日

★お客様お名前

★ご住所

〒［ ］

★電話番号 ［　　　　］

★販売店様
店名・販売店印
住所・電話番号

★印欄に記入の無いときは無効となりますので
必ずご確認ください。

●メモ（レシート等お貼りください）

WONDER LINE 株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山 6-13-5 4F
TEL：03-3401-1888
FAX：03-3401-1666

■各部の名前［本体］

①出力端子OUT（USB Standard-A）
②電池残量表示LEDランプ
③入力端子 IN （USB Micro-B）

［充電用USBケーブル］

［本体ランプ表示］
【電池残量を確認する】
充電や蓄電時のライトの点滅回数でバッテ
リー残量が確認できます。

①
②

③

USB Micro-B プラグ USB Standard-Aプラグ

点　　灯：満充電です。（蓄電時のみ）

３回点滅：電池残量は十分ある状態です。
２回点滅：電池残量は中程度です。
１回点滅：電池残量が少なくなっています。
　　　　　蓄電してください。

■使い方
【モバイルチャージャーを蓄電する】
① 付属の USB ケーブルをmicroUSB に接続
します。
②パソコンもしくはコンセント（別売
USB-AC アダプタを使用）に接続してください。
③ライトが点滅し蓄電が開始されます。

約６時間（１A での蓄電の場合）
約 12 時間（0.5A での蓄電の場合）
※出力１Aを超える充電器を使用しても１Aになります。

【スマホ・タブレット等を充電する】
①充電したい機器の USB 充電ケーブルを
USB ポートに接続してください。
②ライトが点滅し充電が開始されます
※蓄電しながらの充電はおやめください（本製品が高温に
なる場合がございます）。
※使用後は本体から接続ケーブルを外してください。

満充電の目安

(ご注意 )
●本製品の出力端子OUT（USB standard-A）
は出力専用です。本製品の出力端子OUTと
パソコンなどのUSBポートをつながないでく
ださい。故障の原因となります。
●端子の向きをよく確認してから差し込んで
ください。間違えるとコネクターが破損する
原因となります。
●所定の時間が経過しても充電が完了しない
場合は、充電を中止してください。
●他の機器を本製品に接続したまま本製品を
充電しないでください。発熱、故障の原因と
なる場合があります。また、USBポートの電
力が不足し、充電出来ない場合があります。
●本製品を長期間使用しない場合でも、６ヶ
月に一度、充電を行ってください。自己放電
により完全放電すると充電出来ない場合があ
ります。

(ご注意 )
●本製品はDC5V最大 1.0Aの出力が可能で
す。接続した機器の充電電流が定格を超える
ときは、保護回路が作動し充電出来ない場合
があります。
●パソコン側と通信を行う機器の場合、
充電できない場合があります。
●機器のバッテリー残量が0のとき、または、
スマートフォン以外の機器を充電するとき
は、起動に時間がかかる場合や充電できない
場合があります。
●機器によっては、充電器の使用に限らず登
録内容のメモリーが突然消失することがある
と警告されています。（各機器の付属取扱説
明書をご覧ください。）登録内容は必ずバッ
クアップを取り、消失しても困らないように
してからご使用ください。本製品の使用に際
して、登録内容等の保証は一切いたしません
ので、あらかじめご了承ください。

■仕様
外形寸法：111×65×9mm
入力電圧 / 電流：DC5V/1A
出力電圧 / 電流：DC5V/1A
本体質量：約 100g
充電用ケーブル長 / 約 23cm
内臓電池：リチウムポリマー電池 4000mAh
サイクル寿命：約 200 回
※機器及び使用条件により実際の使用回数とは異なります。

■リチウムイオン電池のリサイクルについて

■保証とアフターサービス
保証書
保証書は必ず「販売店・お買い上げの日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。
また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から６ヶ月です。

■本製品に関するお問い合わせ先
本製品に関する質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった製品
は充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。
リチウムイオン電池は、一般家庭ゴミとして廃棄しないでください。廃棄されたリ
チウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原
因になります。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については一般社団法人
JBRCホームページを参照してください。

■故障かな？と思ったら（トラブルシューティング）
下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店、または当社へお問い合わせください。

現象 原因 対処の方法
パソコンがスタンバイモードになっている

USBポートの電力が不足している
充電する場所の温度が
使用温度範囲を超えている

長期保管し、電池が完全放電した

スタンバイモードを解除する

USBポートに接続している他の機器を外す

使用温度範囲内で充電する

ご使用できません。完全放電させないよう
6ヶ月に1度充電してください

本製品充電時に LEDが点灯しない
または、所定より充電時間が長い

充電器本体があたたかい 充電中および放電直後はあたたかくなりま
すが異常ではありません。

しばらくおいてから使用する

機器が充電出来ない

電池残量が無い、あるいは、
過電流保護回路が作動した 充電する

付属の充電用ケーブルを使用する
機器の入力端子形状を確認する接続したケーブル端子が違っている

端子の接続が不十分 接続を確認する

機器を使用しながら充電している 使用を中止する

放電時間が短い
電池の残量が少ない

電池が寿命になっている

充電する

使用を中止するか、
新品をご購入ください

４回点滅：電池残量は満タンに近い状態です。

お客様ご相談センター WONDER LINE 株式会社

〒107-0062 東京都港区南青山 6-13-5 4F
TEL：03-3401-1888
FAX：03-3401-1666

お客様ご相談センター
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