モバイルバッテリー

MOT- MB10001 取扱説明書
付属品
この度は MOTTERU 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

●専用ポーチ

１枚

※本取扱説明書では、本製品を充電することを “充電” 本製品から接続機器を充電することを
“給電” と表します。

●Type-A ー Type-C ケーブル (30cm)

１本

●保証書

１枚

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告

人が死亡する、または重症を負う
などの可能性がある内容です。

●使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャット
ダウン ) が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
火災感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
●分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。

別売品
●AC 充電器 ( 以下いずれかの充電器をご使用ください )
Power Delivery 18W 以上 AC 充電器 (Type-C ポート対応 )
Type-A 5V1.5A 以上出力 AC 充電器
Type-C 5V3A 出力 AC 充電器
●USB ケーブル
接続機器に適合するケーブルをご用意ください。
付属ケーブルを使用することも可能です。

●落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してく

製品説明

ださい。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因にな
ります。
●濡れた状態で、ケーブルや AC アダプタの抜き差しをしないでく
ださい。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因にな
ります。
●ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでくだ
さい。発熱しやけどの原因になります。

●電源ボタン
１回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。
素早く 2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。
5 秒以上押すと低電流モードになります。

●鞄の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電は
しないでください。やけど、発火の原因になります。
●USB ケーブルや AC 充電器は根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

注意

人が傷害を負う可能性や物的損害
が発生する可能性がある内容です。

●0 〜 35℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏
れ・発熱・破裂する原因になります。

●パワーインジケータ
バッテリーレベルを表示します。

●直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
発熱や発火の原因になります。
●本体充電時以外は、USB 充電器を抜いてください。発火や感電の
原因になるおそれがあります。
●USB ケーブルや AC 充電器が傷んだり、端子やコンセントの差し込

●Type-C 入出力ポート
AC 充電器での充電と接続機器への給電を行います。
Power Delivery 入出力に対応しています。

みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になりま
す。
●湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や
発火 、
感電の原因になります。
●本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使
用しないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
●USB ケーブルのコネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾い
た布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因に
なります。

●Type-A 出力ポート
給電用ケーブルを使用して接続機器を接続してください。

●本製品の Type-A ポートと Type-C ポート同士を USB ケーブルで
接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
●本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれい
な水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調
不良などの原因となります。
●飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）では無く、手
荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細
に関しては各航空会社ホームページなどでご確認ください。

※給電を行う際は、必ず電源ボタンを押して出力を ON の操作を実施してください。

充電の仕方

低電流モード
低電流モードとは、Bluetooth イヤホンなどの充電電流の小さな小型

AC 充電器へ

電子機器に給電できるモードです。

Type-C 入出力ポートへ

●低電流モードへの切り替えは、電源ボタンを 5 秒以上長押ししてく
ださい。

本体充電➡

●低電流モードに切り替わると、パワーインジケータは遅い点滅表示
をします。
●低電流モードは、約 3 時間で自動的にOFF します。途中で解除した
い場合は電源ボタンを素早く 2 回押してください。

パワーインジケータ表示
１.AC 充電器と本体の Type-C 入出力ポートを接続します。

接続機器給電時

⬅

※画像は付属ケーブルではありません。

インジケータ表示

バッテリーレベル

●●●●

76%-100%

〇●●●

51%-75%

〇〇●●

26%-50%

〇〇〇●

6%-25%

〇〇〇◎

1-5%

〇〇〇〇

0%

２．
充電を開始すると、パワーインジケータは現在のバッテリーレベル
を点滅表示します。
３．
パワーインジケータの４つの LED が点灯すると充電は完了です。
USB ケーブルを外してください。
※本体充電時間は、空の状態から満充電まで約 3.5 時間となります。
（Power Delivery 18W 出力 AC 充電器時の目安です。）
※本体充電中は接続機器への給電をしないでください。( 充電と給電は同時に出来ません。）
※バッテリーの寿命を長く保つ為に、少なくとも 3ヵ月に一度は充電を行ってください。

本体充電時

⬅

給電の仕方
インジケータ表示

バッテリーレベル

●●●●

100%

◎●●●

76%-99%

〇◎●●

51%-75%

〇〇◎●

26%-50%

〇〇〇◎

0%-25%

●＝点灯、
〇＝消灯、◎＝点滅
※Power Delivery 使用時は、最上位 LED が緑色になります。

対応機種

●Type-C の場合

Type-C 入出力ポートへ

⬅接続機器へ給電

●Type-A の場合

Type-A 出力ポートへ

⬅接続機器へ給電

１．接続機器と本体の Type-C 入出力ポートもしくは Type-A 出力ポー
トを接続します。
※USB ケーブルは、接続機器に適合するケーブルをご使用ください。
※給電には付属ケーブルを使用することが可能です。

２．電源ボタンを押します。パワーインジケータが点灯している場合は、
●iPhone、iPad、iPod シリーズ
●各種スマートフォン、タブレット
●Wi-Fi ルーター
●電子タバコ
●その他 ポータブルゲーム機、MP3 プレーヤーなど USB で充電でき
る機器
※機種によっては充電出来ないものもあります。

正常に給電されています。
３．接続機器もしくは本体からプラグを抜くと給電は終了します。
30 秒ほどで本体の電源が OFF になります。
※Type-C 出力ポートと Type-A 出力ポートを同時に使用した際、Type-C 出力は最大
5V3A 出力固定となります。
※接続機器によっては、給電開始まで 1 分ほどかかる場合があります。
※パワーインジケータに表示されるバッテリーレベルが少なくなった際は本体を充電して
ください。

充電 / 給電ができない場合
１．パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してくだ
さい。
（電源ボタンを押す）残量不足の時は、本体を充電してください。
２．接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押して
みてください。
３．スマートフォンの種類によっては、給電開始まで１分ほど時間がか
かる場合があります。
４．本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっ
かり挿されているか確認してください。
５．ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。

製品仕様
定格入力

Type-C：5V/3A,9V/2A [PD18W]

定格出力

Type-A：5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
Type-C：5V/3A,9V/2A,12V/1.5A [PD18W]

寸法

78(W)×25 (D)×58(H) mm

質量

約174g

使用温度

充電時：0 〜 35℃ 放電時：0 〜 35℃

内蔵バッテリー

リチウムイオン電池 3.63V 10000mAh

保護機能

過充電 ( 電圧 / 電流 ) 保護
過放電 ( 電圧 / 電流 ) 保護
短絡 ( ショート ) 保護

回収する際の注意事項
本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。
リサイクル回収の際は、
リサイクル協力店に設置された「小型充電式電
池リサイクル BOX」にお出しください。
■回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。
（付属品は全て取り外して下さい。）
■本体に収納できるものは、
確実に収納した上で、
外れないようにテー
プで固定して下さい。
■端子等はテープで絶縁を行って下さい。
■本製品の使用電池は次の通りです。
表示

Li-ion20

電池の種類

リチウムイオン電池

お問い合わせ

