
取扱説明書

Mushroom LED Power Bank
5000mAh

１．製品構成

マッシュルーム型 LEDライトwith バッテリー 　本体

Micro USB ケーブル

取扱説明書（本書）

1個

1本

1部

2．本製品の解説と特徴

1. 各部の名称

①電源ボタン
②Power インジケーター
③Micro USB ポート（入力：2A）※
④Lightning コネクタ（出力：2.4A）
⑤LED ランプ

2. 特徴

※：バッテリー本体専用の充電ポートとなります。出力には対応しておりません
　 ので、ご注意ください。

①Lightningコネクタに対応したデバイスを充電できるバッテリー機能だけでなく、
　お部屋のインテリアとしてもオススメな LEDランプ一体型モバイルドック。
②LEDランプ機能は最大約 20 時間の連続使用が可能※1
③5000mAhの大容量バッテリーにより、iPhone7であれば約3回分充電頂けます。※2
④電源ボタンを押すだけで、充電残量が簡単に確認できます。
　（詳しくは 6. 電池残量の確認をご参照ください）

※1：本製品を 100％まで充電後、一番弱い光でのご使用の場合となります。
　　 使用環境によっては、使用可能時間が短くなる場合もありますので、予
　　 めご了承ください。
※2：お使いのデバイスにより、充電できる回数は異なります。

3．本製品の使用準備
ご購入後初めてお使いになる前に充電をしてください。

1. 本製品の本体充電用入力ポート（micro USB ポート）に付属のUSB ケーブルを差し
　込みます。
2.USB ケーブルの反対側を充電が可能なUSB ポートまたは充電アダプタにつなぎます。
　（100v ～ 200v 対応の充電アダプタを別途ご用意ください）※
3. 本体の Power インジケーターが、充電残量状況に応じて点滅します。
　（1つのインジケーターの点滅が、約 25%の充電残量を表します）
4.Power インジケーターの 4つ目が点滅した後に、全てのインジケーターが消灯しま
　すと、充電完了となります。
5. 充電が完了しましたら、USB ケーブルをはずしてください。

　※：出力電圧 7V未満の各モバイルバッテリー製品などもお使い頂けます。

4．本製品の使用方法
1.Lightning コネクタによる充電に対応したデバイスを、本体上のコネクタへ差し込み
　ます。（本体の Power インジケーター側が、デバイスの背面側となりますので、必
　ずご確認の上デバイスを設置してください）
2. 電源ボタンを押すと、Power インジケーターが点灯し、デバイスへの充電が開始さ
　れます。（Power インジケーターが消灯した場合でも、引き続きデバイスへの充電は
　継続されます）
3. 充電が完了しましたら、USB ケーブルをはずしてください。

7．製品仕様

バッテリー容量

140×140×132mm

5000ｍAh

サイズ

製品重量

バッテリータイプ

対応機器

本体材質

入力電圧

出力電圧

充電時間 約 3時間（ACアダプター）
約 4時間（PC）

580ｇ

リチウムポリマーバッテリー

iPad シリーズ、iPhone シリーズ※1

ガラス、カエデ

5V/2A

5V / 2 . 4A

※1：お使いの対応機器によっては、Lightning コネクタに接続したデバイスが傾
　　 くなど、正しく設置できない場合がございます。デバイスが大きく傾いたり
　　 した場合などは、本体に大きな損害を与える可能性がありますので、直ちに
　　 使用を中止してください。
※2：本製品を 100％まで充電後、一番弱い光でのご使用の場合となります。
　　 使用環境によっては、使用可能時間が短くなる場合もありますので、予めご了
　　　承ください。
※本製品は全てのデバイスへの充電を保証するものではありません。お使いの接
　続端末によって本体への充電ができない場合もございますので、予めご了承くだ
　さい。
※本製品の Lightning コネクタは、スタンド部分の形状に合わせて、予め角度を付
　けて設計されています。

●煙が出る場合、異常なにおいや音がする場合は、すぐに使用をやめる
　煙が出なくなるのを確認して、販売店またはサポートダイヤルに修理を依頼してく
　ださい。
●水道の蛇口付近や風呂場などのぬれている場所、水気の多い場所では使用しない
　火災・感電の原因となります。
●濡れた液にはさわらない
　本製品内部の液体などが目の中に入った場合には、こすらずきれいな水などで洗っ
　た後ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
●火の近くや直射日光が当たる場所、温度が異常に高くなる場所（暖房機の傍など）
　に設置しない
　本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。
●体に触れた状態で長時間使用しない
　発熱し、やけどの原因となります。

＜注意＞
この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは
物的損害を負う危険性がある内容です。
●本体に金属などを差し込まない
　発熱、発火、破裂、液漏れ、感電、故障の原因となります。
●乳幼児の手の届かないところで使用・保管する
　感電、怪我の原因となります。
●ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたりしない。コネクタ部分以外を持って抜き
　差ししない
　ケーブルが損傷し、発熱、発火の原因となります。
●ケーブルは各ポートの根元まで確実に差し込む
　発火、感電の原因となります。

※：ケースを着けた状態などでの充電の場合、正しくコネクタが差し込まれず、正常
　　な充電ができない場合がございます。また、無理にデバイスを差し込むと、コネ
　　クタが損傷する可能性がありますので、必ずデバイスの表面 /裏面をご確認の上、
　　充電してください。
※：充電には付属のUSB ケーブルをお使いください。本製品は付属品以外の全てのケ
　　ーブル、周辺機器の動作を保証するものではありません。お使いのケーブル、充
　　電器などによっては、本製品またはデバイスへ正常に充電することができない場
　　合がございますので、予めご了承ください。
※：充電の際は、正常な電圧において行ってください。

5．LED ランプの使用方法
1. 本製品の Power インジケーターが点灯していない状態で、本体の電源ボタンを 2回
　押すと本体の LEDランプが点灯します。
2. 続けて電源ボタンを押すと、LEDランプの明るさを調整できます。（明るさは 3段階
　となります）
3. 3 段階目の調整後にもう一度電源ボタンを押すと、LEDランプが消灯します。

1. 本製品の Power インジケーターが点灯していない状態で、本体の電源ボタンを押す
　とインジケーターが点灯します。
2. Power インジケーターに点灯するインジケーター数がバッテリー本体の電池残量を
　表します。

6．電池残量の確認

Power インジケーターステータス

＜25％ 25－50％ 50－75％ 75－100％

〇 〇〇 〇〇〇 〇〇〇〇

3. 電池残量が少なくなると、デバイスの充電中に Power インジケーターがすべて消灯
　します。その場合は、本体の充電が必要となりますので、付属のUSB ケーブルを使
　用して充電してください。

②販売後７日以内に製品の故障または品質に異常が認められた場合は、同一仕様の製
　品との交換または返金をさせていただきます。
③以下のような場合には、無償修理の有効期間内でも、無償修理の適用を受けること
　ができません。有償修理となりますのでご注意ください。
●お客様が製品をご購入された後、お客様自身による運送または移動に際し、落下ま
　たは衝撃等に起因して故障または破損した場合
●お客様における使用上の誤り、不当な改造や分解または修理、または、弊社が指定
　するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合
●外部の衝撃により製品が傷ついたり故障した場合
●火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または異常電圧などの外部的要因に
　より故障または破損した場合
●消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合
●修理をご依頼する際に保証書をご提示頂けない場合
●販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日
　を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合
●その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合
④また海外、産業用途、組込ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社
　はいかなる保証もいたしません。

9．修理・保証の流れ
＜製品の無償修理の条件＞
①無償修理の有効期間は製品を購入された日から 1年間です。有効期間内に製品の故
　障が発生した場合は、無償で修理をいたします。

＜サポート手続き＞
①製品に異常を発見：取扱説明書に従い、正常に使用していた際に発見された故障に
　対して、1年間は無償でサービスを提供いたします。
②修理が可能かどうかを確認：弊社サポートセンター（0120 -965 -933）へ電話し、
　修理が可能かどうか、無償か有償かなどを確認してください。
③修理の受付：対象製品に保証書を同封し、宅急便などで送付してください。（ご送
　付時には宅急便など、送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断りい
　たします。また、購入後７日以内の不良につきましては、販売者が宅急便料金を負
　担、購入後７日以降の宅急便料金は送付元の負担とさせていただきます）
④修理状況のご案内：到着順に受付し、修理期間及び費用などを算定後、ご連絡いた
　します。
⑤修理完了：有償の場合は、お知らせした決済方法にて修理費用をお支払いいただき、
　入金を確認した後製品を発送いたします。

10．製品に関するお問い合わせ
輸入元
株式会社スリーイーホールディングス
〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町 4 番 2 号
ホームページ：ht tp：/ /p r odu c t . 3 e c . j p /
フリーコール：0 1 2 0 - 9 6 5 - 9 3 3
月～金 9 時 ～ 17 時（土日祝日、弊社指定休日を除く）

11．保証書
本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態
で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理い
たします。

お客様
お名前

ご住所

品 番 DS5000

ご購入日より１年間有効

年　　　月　　日

保証期間

　　ご購入日
（販売店様記入欄）

注意事項
・この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
・販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日
　を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合は、保証が適用されま
　せんのでご注意ください。

LED ランプ点灯時間 最大約 20時間※2

8．安全上のご注意
人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

＜警告＞
この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険がある
内容です。
●対応以外のUSB ケーブルを使わない
　電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。
●分解や改造、本体を開けたりしない
　火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。

製品仕様


