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1. 概要 

 

電源が USB ブランケットは、効果的に戦闘風チルですまたは寒い気候、最適な体温とし

たがって、あなたの健康維持を支援する付加的な熱を提供できますヒーターと共にインスト

ールされます。外側の層のウールの設計することができますより多くの熱を保持する能力をさ

らに改善、結果として寒い環境で暖かい滞在することができます。 

毛布は適切な電源銀行で使いやすいシンプルなプラグと毛布はすぐに熱くなります。自宅

やオフィスでの使用に非常に便利です。 

毛布は、同様に他のアプリケーションで使用できます。 

 冬の間に最適な体温を維持します。 

 基本的な温熱療法 

 緊急時に低体温症を和らげる 

 追加の暖かさとより良い質の高い睡眠を有効にします。 

電気毛布は、若者、高齢者とすべての間に風邪の期間、理想的な中に暖かさを提供す

る、伝統的な毛布から素晴らしい進化です。



2. 安全上の注意 

慎重にお読みくださいこの部分を通して、製品が正しく使用されていることを確認するた

め、製品を使用する前に。   

ユーザーや他の人に向かって任意の負の影響を防ぐためには、注意警告の安全と正しい使

用法のとおり。危害と損害の重大度に基づいて、予防警告は、「危険」、”警告” と”注

意” に分類されます。それらのすべては重要であり、厳密に従う必要があります。  

2.1. 危険 
 

 ウェットを取得しません。 

ヒーターや電源銀行濡れて、それが濡れた場合利用停止させてください。 

-->これは感電の可能性があります。      

 温度に達するを使用しない、または超える> 70C/158F 

-->これは、損傷を引き起こす可能性があります。 

 製品を本来の目的以外に使用しないでください。 

-->これは、製品が損傷したり、けがの原因 

 製品をスイングしないで 

    -->これは傷害の結果を可能性があります。 

 体調が悪くなり不快感を経験するかを使用して停止します。 

2.2. 警告 

 使用または保管に異常な臭い、熱、色の変化やその他の異常がある場合は使用し

ないでください。  



 バスや他の湿気の多い場所では使用しないでください。 

-->これが原因で感電などの傷害 

 

 コードが破損している場合は、毛布を使用しないでください。 

-->けが可能性があります。 

 

 電子レンジに製品、その他熱利用機械や高圧容器に入れないでください。 

        -->これは、ため傷害で起因し、製品と組み合わせて使用できる他の         

デバイスの両方にダメージを与える 

 

 スローや強い力を適用しません。 

-->製品破損の原因します。 

 

 充電時に製品を安定した保つ使用している間と、服やその他の素材の製品をカバー

していません。 

        -->これが原因で製品が過熱し、火災の可能性のある原因します。 

 教師なしの子供たちに提供されている場合、製品を使用する方法について明確な指

示を与える 

 赤ちゃん用お勧めしません。 

 火災や爆発が発生する場所で使用しないでください。 

2.3. 注意 

 強い力でヒーターを倍にしないでください。 

        -->これはショート サーキット製品し怪我につながる 

 



 自転車やモーター バイクに乗るときは、電気毛布を着用しないでください。 

        -->これは怪我につながることができます。 

 電源銀行の充電中は使用しないでください。 

        -->傷害が発生する可能性があります。  

 電気毛布を身に着けているときは、任意の暖炉にあなたの距離を保ちます。 

 QC 2.0/QC 3.0 でのみ電源銀行が優先、それ以外の場合です。 

        -->中/高温モードにアクセスできない、 

-->コント ローラーや家電製品が壊れています。 

 

 提供されるコント ローラーは、この製品は、他の電気器具のためのだけ使用できます。 

3. 潜在的な危険 

3.1. 症状と原因 

低温やけどは、あなたの体高熱源と接触するときに発生します。それにすぐにまたは時間の

長い期間にわたって発生します。 

発疹や皮膚の泡など火傷の兆候が表示されます。ただし、症状はわかりにくいかもしれま

せんが常に、表示されるまでいくつかの時間がかかることがあります。 

3.2. 低温やけどの予防 

一人一人異なる低温やけどが発生します。防ぐために起こってからこれに従ってくださいこれ

らの指示; 

 ヒーターを覆う外層が壊れている場合を使用して停止します。 

 それ自体でヒーターを使用しないでください。 



 それはあまりにも熱く感じている場合を使用して停止します。 

 低温やけどは、スリープまたは毛布を肌に押し付けとき簡単に起こる。 

 肌の状態、幼い子供や障害を持つ人々 を持つ人々 に余分な注意を払います。 

 キルトの中や高温の場所では使用しないでください。 

 糖尿病や循環器の問題がある場合は使用しないでください。 

4. 製品の説明 

 

 

 

 

外 (内側) 

 

プラグコードホール 

 

ポケット 
 

ヒータ 

 

プラグ 

 

コントローラ 
 

延長コード 

電源バンクとの接続 



5. .操作 

1. ヒーターのプラグを抜く、それをコント ローラーに接続します。 

  

2. 必要な場合は、コント ローラーと電源銀行延長コードを追加します。 

 

3. 電源銀行のポケットに電源銀行を入れるし、固定します。 

 

4. 毛布を適用すると、それを使用したいです。 

 

5. 低/中/高温モードを選択するコント ローラーのボタンを押します。 

 



-->電源銀行が充電されているときは、電気毛布を使用しないでください。 

 

-->一つの光は、低温モードを意味します。 

-->手段媒体温度モードの 2 つのライト。 

-->手段高温モードで 3 つのライト。 

6.トラブルシューティング  

電源銀行は熱くなります。 

 •理由: 中や充電直後後、電源銀行が暑い可能性があります。 

 •解決方法: は、充電後使用する前にしばらくの間、電源銀行を残します。  

毛布がない電源銀行に接続した後加熱しています。 

 •理由: 電源銀行を空にすることがあります。 

 •解決方法: 充電電源銀行です。 

電気毛布の運用時間が短すぎます。 

 

 •理由: 電源銀行十分に満たされる 

 •解決方法: は、電源銀行が完全に充電後に電気毛布を使用します。 

 

 •理由: 電源銀行は寿命の終わりにあって 

 •解決策: 新しい電源銀行が必要です。 

問題は、上記のソリューションで解決できない、毛布の使用を停止し、詳細については、売

り手を問い合わせてください。   

 



7. ケア 

7.1. 注意と考察 

毛布を洗濯の際は、慎重にこれらの手順をに従ってください。 

 

⁃  洗濯機で洗い, 弱い, 30 ° C 

-   洗っていない他の洗濯物に色実行が発生するそれ以外の場合。 

⁃  漂白しない. 

-   ベンジンやシンナーを使わない。 

⁃  アイロンをかけないでください。 

⁃  きれいに乾燥しないでください。 

⁃  ねじらない。 

⁃  ハング ドライ タンブル乾燥不可。 

7.2. 洗濯 

洗濯前に洗濯してください電源銀行、延長コードとコント ローラーが削除されますを確認し

ます。電源銀行、延長コードやコント ローラーを洗浄しないでください。 

 手を洗う 

1. 適当な大きさで分類された容器に毛布をかけた。 

2. (30 ° C) の下の水を注ぐし、洗剤を追加します。 

3. 毛布を洗うを繰り返し押します。 

 洗濯機 

1. 洗濯機の中の毛布を置きます。 



2. 水の設定温度 30 ° C 以下は洗剤を追加。 

3. 洗浄羊毛のモードを選択します。10 分以上は、もはや時間を洗います。 

7.3. リンス 

 洗剤の残留を避けるために手洗い後洗い流してください。 

 静電気を避けるためには、してください後洗浄剤を使用します。 

7.4. ドレイン/スピン 

 余分な水分を排出する手洗い後、軽く絞る。 

 1 分以上回転しません。 

7.5. 乾燥 

風通しのよい日陰で乾燥してハングします。 

8. 仕様 

8.1. 外側の層 

1. 材料 

 •表面: ポリエステル 70% レーヨン 30% 

 •裏地: コットン 100% 

2. 測定 

 •130 cm x 80cm 

8.2. ヒーター 

1. 材料 

 • ポリプロピレン 100% 

2. 測定 

 •30 cm × 60 cm (コード除く) 

8.4. コント ローラー 



1. 名前: DT-QC3.0-V02 

2. 測定 

•36.5 x 18.5 x 1.0mm 

3. 技術的なパラメーター 

•電源銀行/入力: QC2.0/QC3.0 

•出力: 低、中、高、出力を変更するボタンを押します。 

-->低温モードを示しますそれ単一のライトがオンのとき 

       -->ランプが 2 つ点灯中温モードを示します 

       -->3 つの光が高温モードを示します  

8.4. 温度 (表面温度) 

最高温度を記録した: 飛行機約 60 ° C または 140 の ° F   

8.5. 含まれる項目 

 • 外側の層 

 • ヒーター 

 • USB 延長コード 

 • コント ローラー 

 • 取扱説明書 (本書) 

8.6. 重量 

重量: 約 583 g (0.5 g) +/- 

9. 運用時間 

容量 20000mAh と電源銀行を参照として使用します。 

1. 低温モード: 約 20 時間使用できます 

2. 中温モード: 約 6 時間 30 分使用できます 

   3. 高温。モード: 約 3 時間 30 分使用できます 


