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• 本製品を正しく安全にお使い頂くために、
以下
の重要な注意事項を必ずお守りください。
• Samsungは、
不適切な使用または安全注意
事項の不順守の結果として生じた負傷または
損害に対して責任を負いません。

注意
ここに記載された事項を無視すると、
怪我をした
り、
物的損害を受ける恐れがあります。

分解禁止

分解・改造しない
発熱、
発火、
感電の危険があります。

濡れ手禁止

濡れた手で触らない
水に濡らしたり、
濡れた手で触ると、
感
電の危険があります。

禁止

落下、衝撃を与えない
発熱、
発火の危険があります。

禁止

直射日光の当たる場所や高温の場所
に放置しない
発熱、
破裂、
発火の危険があります。

禁止

火の中に入れたり、加熱、高温での充
電、使用、保管をしない
発熱、
破裂、
発火の危険があります。

安全注意事項
濡れた手で機器または電源コードに触れないで
ください。感電の原因となることがあります
本製品を本来の目的以外に使用しないでく
ださい
本製品は水に濡れないようにしてください。湿
気および液体は機器の部品または電子回路に損
傷を与えることがあります
本製品を落としたり衝撃を与えたりしないで
ください
本製品を極端に高温または低温になる場所に置
かないでください。本製品の使用推奨温度は 5
～35°
C です
• 本製品を直射日光に長時間さらさないでくだ
さい (自動車のダッシュボードなど)。
• 本製品をヒーター、
電子レンジ、
加熱調理器の
中または近くに置かないでください。
過熱した本製品が皮膚と長時間接触すると、発
疹や色素沈着などの低温やけどの原因となるこ
とがあります

本製品の調子がおかしくなったり、異臭、異音、液
漏れ、煙などの症状が現れたりした場合は、直ち
に使用を中止してください
発煙や破裂の原因となることがあります。

本製品をホコリの多い汚れた場所で使用または
保管しないでください
ホコリは本製品の故障の原因となることがあ
ります。

本製品を噛んだりなめたりしないでください
• このような行為は本製品の損傷や破裂の原因
となることがあります。
• お子様が本製品を使用する場合、
本製品が正
しく使用されていることを確認してください。

本製品をコイン、
カギ、ネックレスなどの金属類
と一緒に置かないでください
金属類との接触によりバッテリーがショートする
と、
発煙の原因となることがあります。

完全に充電された後は、充電器を本製品から取
り外してください
過充電によりバッテリーの寿命が短くなること
があります。
長期間使用しない場合でも、バッテリーの状態を
確認して月に一度は本製品に充電してください
• 過放電によりバッテリーの寿命が短くなったり
故障の原因となることがあります。
• 本製品の管理をおろそかにすると、
故障、
破裂
または発煙の原因となることがあります。

本製品をご自分で分解、改造、
または修理しな
いでください
本製品に改造や変更を加えると、
メーカー保証の
対象外となることがあります。
充電器は、Samsung製のACアダプターの
みを使用してください。非認可の充電器や
Samsung製以外の充電器は本製品に損傷を与
えることがあります
本製品のリサイクルについて
本製品のリチウムイオン電池はリサイク
ル可能な貴重な資源です。本製品が不要
になった場合は金属部にセロハンテープ
などの絶縁テープを貼って充電式電池リ
サイクル協力店にお持ちください。
回収・リサイクル方法およびリサイクル協
力店については、
一般社団法人JBRCの
ホームページを参照してください。
http://www.jbrc.net/hp/contents/
index.html

このマニュアルで使用されている画像はイメー
ジです。実際の製品とは異なる場合があります。

外観
充電器の
入力ジャック
OUT
ジャック
インジケーター
ライト

電源
スイッチ

•

•

以下の内容がそろっていることを確認
してください: バッテリーパック、
30ピ
ンケーブル (タブレット用)、
USBケー
ブル (スマートフォン用)、
およびユーザ
ーマニュアル。
付属品は変更されることがあります。

本製品の充電
本製品にはバッテリーが内蔵されています。本
製品を初めて使用する場合、
最初にバッテリーを
充電してください。

•
•

効率的で高速な充電を行うには、
Samsung製10W ACアダプターを
使用してください。
Samsung製10W ACアダプターは
別売りです。
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本製品を充電するには、
以下のいずれかの
方法を使用してください。
• Samsung製10W ACアダプターを本製
品とコンセントに接続します。
• スマートフォンまたはタブレットの充電器
を本製品とコンセントに接続します。
• USBケーブルを本製品とPCに接続し
ます。
充電中はインジケーターが赤色に点灯
します。充電が開始されない場合は、
充
電器のプラグを一度抜いて接続し直し
てください。
完全に充電されると、
充電インジケータ
ーが緑色に変わります。充電器を本製品
から取り外してください。

本製品の充電時間

バッテリーレベルのチェック

スマートフォンの充電

タブレットの充電

バッテリー容量 : 9000mAh

バッテリーレベルは点灯するインジケーターライ
トの数で確認できます。
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充電器
Samsung製 10W
ACアダプター ※1
Samsung製 5W
ACアダプター ※2
USBケーブル

充電時間
約 6 時間
約 12～16 時間
約 18～22 時間

お買い求めの際は以下の型名でご確認ください。
(2013年10月現在)
※1『ACアダプタSC01』
：
、
『ACアダプタSC02』等
※2『ACアダプタSC03』
：
、
『ACアダプタSC04』等

バッテリー
ステータス
75～100%
50～75%
25～50%
5～25%
0～5%

•

•
•
•

インジケーター
ステータス
ライト 4 つ
ライト 3 つ
ライト 2 つ
ライト 1 つ
ライト 1 つが点滅

Samsung製10W ACアダプターで
は、
まずモバイル機器が充電され、
次に
本製品が充電されます。Samsung製
10W ACアダプター以外の充電器で
は、
本製品のみが充電されます。
カーステレオ、
TVコンポーネントなど他
の機器のUSBケーブルでは充電でき
ないことがあります。
充電時間とバッテリー寿命は充電状
態や使用状況によって異なることが
あります。
バッテリーは時間とともに劣化し、
蓄電
能力を失います。
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電源スイッチをオンにして本製品の電源
を入れます。
USBケーブルを機器のOUTジャックに
接続して、
もう一方の端をスマートフォン
のジャックに差し込みます。
充電後は、
本製品の電源をオフにします。

2
3

電源スイッチをオンにして本製品の電源
を入れます。
USBケーブルを機器のOUTジャックに
接続して、
もう一方の端をタブレットのジ
ャックに差し込みます。
充電後は、
本製品の電源をオフにします。

•
•

本製品は予備バッテリーとして設計さ
れているため、
一部のスマートフォンま
たはタブレットは完全に充電されないこ
とがあります。
温度に問題がある場合や本製品が故障
している場合は、
インジケーターライト
が赤色に点滅します。

