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2はじめに

安全にお使いいただくために

ご使用の前にこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みください。
製品を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

警告
注意

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。

人がけがをしたり、損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例
記号は、禁止される行為を表しています。

記号は、行わなければならないことを表しています。

危険

危険 人が死亡または重傷を負う恐れが大きい内容を示しています。

内蔵バッテリーは火中投入、加熱、
高温下で放置、充電、使用しない
液漏れ、発熱、発火、破裂、火災の原因
となります。

高温になる場所に置かない
窓を閉め切った車の中、ダッシュボード
やボンネットの上や直射日光が当たる場
所、暖房器具や熱器具、電子レンジ、オー
ブンといった加熱器具そばなど、高温に
なる場所に置かないでください。
発熱や発火、破裂、火災、破損、感電の
原因となります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。
キャビネットを開けないでください。内
部には高電圧部があるため、感電の原因
となります。また保証対象外となります。

水の中に入れない
感電や発火、火災の原因となります。涼
しく乾燥した場所に保管してください。

ガソリンやガス、化学薬品など、可
燃性または爆発性の環境で使用した
り、一緒に保管したり、運搬したり
しない。
爆発や発火、火災の原因となります。

警告
腐食性の環境で使用、保管しない
発火、火災、故障の原因となります。

付属するまたは弊社が承認した AC
アダプター /充電器を使う
発火や火災、感電、故障の原因となるこ
とがあります。
弊社以外の充電器が原因で故障した場合
は保証対象外となります。

内蔵バッテリーは指定の方法で充電
する
間違った方法で充電すると、火災や破損、
液漏れ、故障の原因となります。



安全にお使いいただくために

雷が鳴りだしたら ACアダプターや
ケーブルに触れない
感電の原因となります。接触禁止

傷んだケーブルを使用しない、破損
させない
• ケーブルを傷つけたり、破損させたり、
加工しないでください。
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱっ
たり、加熱したりしないでください。
• 重いものをのせないでください。
• 熱器具に近づけないでください。
• ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っぱ
らずにプラグ部分を持って抜いてください。

注意

3 はじめに

風呂場などで使用しない
火災・感電・故障の原因となります。

水場禁止

濡れた手で ACアダプターやケーブ
ルを抜き挿ししない
感電の原因になることがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がしたり
するなどの異常が見つかったら、すぐ
に電源をオフにし電源プラグを抜く
そのまま使用すると、火災・感電の原因
となります。弊社サポートセンターに修
理をご依頼ください。お客様による修理
は絶対にしないでください。内部の点検、
調整、修理は、弊社サポートセンターに
ご相談ください。

プラグ
を抜く

電源プラグの付着物は取り除く
ほこりなどがたまると火災の原因となりま
す。プラグを抜いて乾いた布でふき取って
ください。

電源プラグはきちんと挿し込む
挿し込みが不完全ですと、火災・感電の
原因となります。

内部に水分や異物を入れない
金属類や燃えやすいもの、水分などが内
部に入ると、感電や火災の原因となりま
す。
• 金属類や燃えやすいものを内部に挿し込
んだり、落とし込んだりしないでくださ
い。
• 本機の周囲に水の入った容器や植木鉢、
小さな金属類を置かないでください。
• 水がかかるような場所では使用しないで
ください。

雷雨時には使用しない
感電や、機器が誤動作を起こす原因とな
ります。

本機の周囲に少なくとも5cmの空間
を空ける
放熱が妨げられると発火、火災、故障の
原因となります。

塗料を塗ったり、ステッカーを貼り
付けない
通風孔をふさいで発熱、発火、火災、故
障の原因となります。

バッテリーに穴を空けたり加工した
り、高電圧にさらしたりしない
発熱、発火、火災、感電、故障の原因と
なります。

適切な温度環境で使用する
極端な高温または低温にさらさないでく
ださい。電池寿命の低下や故障の原因と
なります。

乾燥した環境で使用する
感電や故障の原因となります。
• 水がかかる場所では使わないでください。
• 濡れた状態で電源を入れないでください。
電源がオンの場合はすぐにオフにします。



使用上の注意

不安定な場所に置かない
ぐらついた台や傾いた台などに置くと、
落下によるけがや物損事故の原因となる
ことがあります。

注意

布や布団で覆わない
本体や ACアダプターを布や布団、毛布
で覆ったり、包んだりしないでください。
内部に熱がこもり発火やけが、感電の原
因となることがあります。

ほこりの多いところに置かない
誤動作や火災、感電の原因となることが
あります。

本機の上に重いものを置いたり、乗っ
たり、強い衝撃を与えたりしない
破損やけがの原因となることがあります。

安全のため ACアダプターの電源プ
ラグを抜く
次の場合は電源プラグをコンセントから
抜いてください。
• 旅行などでしばらく使わない場合。
• お手入れをする場合。
• 本機を移動させる場合。

乳幼児の手の届かない場所に置く
感電の原因となることがあります。

4はじめに

お手入れに化学薬品を使わない
お手入れにはベンジンなどの化学薬品を
使わないでください。表面が変質する原
因となります。汚れが付いた場合は柔ら
かい布で拭いてください。油汚れの場合
は、薄めた中性洗剤にやわらかい布を浸
して固く絞り、軽く拭いてください。

結露した状態で電源を入れない
寒い場所から温かい場所へ急に移動した
り、本機を湿気の多い場所に置いたりす
ると、湿気が本体の表面や内部に結露す
ることがあります。このまま電源を入れ
ると故障の原因となりますので、本機の
電源を入れずに放置し、結露を蒸発させ
てからご使用ください。

バッテリーに関する注意事項
・ バッテリーは自然放電します。6ヶ月ご
とに充電してください。
・ 長期間保管し再使用する場合は最初に
100%まで充電してください。
・ バッテリーの劣化を抑えるために 0%
まで使用せず、10%になったら充電して
ください。
・ 本機の性能を最大限に引き出すために付
属品、アクセサリなどは弊社の純正品を
ご使用ください。
・ 他社製品を使用したことによる故障は保
証対象外となります。

許容温度範囲内で使用する
給電時は－20℃～60℃の範囲で使用し
てください。充電時は０℃～40℃の範囲
で使用してください。



付属品の確認

・ACアダプター：1個 ・ACアダプター用電源ケーブル：１本

・取扱説明書 (本書 )：1冊
・保証書：1枚

本製品にはモバイル電源のほか、以下のものが同梱されています。

・カーアダプター：1本

5 ご使用の前に



6ご使用の前に

各部の名称

ボタン・端子 説明
充電用DC入力端子 本機に充電する充電端子です。13V～30V(最大7A)まで入力でき

ます。付属のカーアダプターでも充電できます。

電源ボタン USB電源および表示パネルのON/OFFボタンです。

シガーソケット シガーソケット出力端子です。9V～12.6V(8A/最大15A)まで出力
できます。

DC出力端子 DC(直流)出力端子です。9V～12.6V(8A/最大15A)まで出力でき
ます。

USB(Type-A)出力
端子

USB(Type-A)出力端子です。合計5V 2Aまで出力できます。
スマートフォンやタブレットなどの充電に使用できます。

表示パネル バッテリー残量のほか、現在の消費電力や充電または給電の推定残り
時間を表示します。

LEDライト 1W出力のLEDを3個搭載しています。

ライト用スイッチ LEDライトをON/OFFします。

AC電源用スイッチ AC電源をON/OFFします。

AC出力端子 AC出力端子を3つ搭載しています。110V 60Hzで出力し、400W出
力まで可能です。

AC出力端子

USB(Type-A)出力端子シガーソケット

AC電源用
スイッチ

充電用DC
入力端子

LED
ライト

表示パネル

ライト用
スイッチ

電源ボタン

DC出力端子

持ち運び用ハンドル



充電する

ご使用前にモバイル電源を充電してください。

【充電に関する注意】
・ 充電時間は電源オフの状態で約6～ 7時間です。
　＊ACアダプターは付属の純正品をご使用ください。

他社製ACアダプターで充電された場合の不具合は保証対象外となります。
　＊周囲温度などの環境により充電時間は変わります。
・バッテリー残量が表示されます。100％と表示されると充電は完了です。
・充電が完了したら充電器を取り外してください。
・10%になると電池マークの枠が点滅し、充電のタイミングであることをお知らせします。
　バッテリーは0%まで使用せず、10%になったら充電してください。
・バッテリーの劣化を抑えるために、6ヶ月に1回はバッテリーを充電してください。

【バッテリーに関する注意】
・バッテリーは消耗品です。充放電回数の目安は約1000回です。
・高温下で充電しないでください。低温下では動作時間が短くなります。
・バッテリーは、完全に空になる前(10%になったら)に充電を始めてください。
　→長時間ご使用にならなかった場合はバッテリーが空の状態になっている可能性があります。
　　その場合、ACアダプターを接続してもすぐに充電が始まらない場合があります。数時間充電を
　　続けて様子を見てください。
　→長期間、空の状態が続くとバッテリーが劣化し、充電できなくなることがあります。その場合は
　　有償修理となります。

7 ご使用の前に

コンセントに挿し込む 充電用DC入力端子に挿し込む

ACアダプター(付属)

ACアダプターで充電する
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充電する

【充電に関する注意】
・ 車のエンジンを始動させてから一方を車のシガーソケットに、もう一方を本機の充電用DC入力
　端子に挿し込んでください。
　＊カーアダプターは付属の純正品をご使用ください。

他社製カーアダプターで充電された場合の不具合は保証対象外となります。
・閉め切った車内やダッシュボード、ボンネット、直射日光下など、高温になる場所で充電しない
　でください。

車のシガーソケットに挿し込む

カーアダプター(付属)

カーアダプターで充電する

充電用DC入力端子に挿し込む



AC(コンセント)出力を使う

AC(コンセント)に機器をつないで使用する前に、以下の注意点をよくお読みく
ださい。

ご使用前に

9 モバイル電源を使う

【AC出力に関する注意】
・ 本機のAC出力は110V 60Hzです(100Vの機器もご使用いただけます)。
　接続する機器が上記仕様に対応しているか事前にご確認ください。
・本機の定格出力は400Wです。接続する機器の消費電力の合計がそれ以下、できれば80%以下
　であることを確認してください。
※これらが一致していない場合、接続先の機器が故障する可能性があります。
※機器によっては始動時のみ表記の定格電力よりも大きな電力を消費する場合があります。消費電
　力の合計が400Wを超えると保護機能が働き、出力がオフになります。

【AC出力の保護機能について】
・本機は過負荷保護、短絡保護、過熱保護、過電圧保護などの保護回路を備えています。
例えば、次のような場合に保護回路が機能します。
①外部負荷の合計が定格電力負荷(400W)を超える場合。
②AC出力または負荷回路で短絡が起きた場合。
③本機の内部温度が許容範囲を超えて上昇した場合。
④内部バッテリーの電圧が低すぎる場合。



10モバイル電源を使う

AC(コンセント)出力を使う

使用方法

１．AC電源用スイッチをON（｜）にします。

2．バッテリー残量を確認します。

3．接続する機器の動作電圧と周波数を確認します。

4．接続する機器の電力が本機の定格電力(400W)以下であることを確認します。

5．AC出力端子(コンセント)に機器を接続して使用します。

6．使用後、AC電源スイッチをOFF(○)にします。

7．次の使用に備えて必要に応じてバッテリーを充電します。

※使用する必要がない場合は、節電のためAC電源用スイッチを必ずオフにして
　ください。



DC出力/LEDライトを使う

11 モバイル電源を使う

シガーソケットを使う

１．シガーソケットのカバーを開きます。

2．使用する機器のシガープラグ側をソケットに挿し込みます。

※電圧は9～12.6V、電流は8A(最大15A)まで出力が可能です。

DC出力端子を使う

１．DCケーブルのプラグの一方を本機のDC端子に挿し込みます。

2．もう一方を使用する機器のDC端子に挿し込みます。

※電圧は9～12.6V、電流は8A(最大15A)まで出力が可能です。

USB出力端子を使う

１．電源ボタンをONにします。

2．USB(Type-A)プラグをUSB端子に挿し込みます。

※最大5V 2Aまで出力が可能です。

3．もう一方をスマートフォンやタブレットなどUSB機器に挿し込みます。

LEDライトを使う

LEDライトをオンにする : ライト用スイッチをON（｜）にします。

LEDライトをオフにする : ライト用スイッチをOFF（○）にします。

※同時に2台を充電できます。



故障かな？と思ったら

お客様ご自身で自己診断、自己解決できる可能性があります。
症状をチェックして対処を行ってください。

症状 原因や対処の仕方

電源ボタンを押しても
表示が出ない • 充電してください。

AC電源用スイッチを
ONにしても出力され
ない

• 本機内部の温度が許容値よりも高くなっている可能性があり
ます。機器を外し、温度を下げてから再度試してください。

• 負荷が大きすぎる可能性があります。接続されている機器の
消費電力を再度確認し、必要に応じて機器を取り外してくだ
さい。

USBから給電されない • 電源ボタンがOFF になっている可能性があります。OFF の
場合は、ONにしてください。

電力消費が早い
• AC 電源用スイッチがONになっている可能性があります。
DC出力だけ使用する場合はAC電源用スイッチをOFF に
してください。

12お客様サポート

免責事項

何らかの不具合／故障などによって生じた損失および直接的・間接的な損害について弊社
は一切の責任を負うことができません。本機を修理に出されたときも同様です。あらかじ
めご了承ください。

バッテリーのリサイクルについて

本体に内蔵されている充電池はリサイクルすることができます。取り外しのため
の分解はお客様自身では行わずに、弊社お客様サポートセンターまでご相談くだ
さい。
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分類 症状

端子 • 充電用 DC 入力端子または USB 端子、シガーソケット、
DC出力端子、ACコンセントが破損している。

表示パネル
• バッテリー残量がある状態で電源ボタンを押しても表示が出
ない。

• 表示パネルが破損している。

外装・機構部品 • 外装が破損している。
• スイッチやボタンが壊れている。

バッテリー • 液漏れしている。
• 異臭がする。

故障症状と問い合わせ窓口

明確な故障症状

次の症状の場合は修理が必要です。
次ページの修理案内に沿って修理をお出しください。
なお、割れや欠けなどの破損症状や部品損耗による不具合の場合は保証対象外
のため、有償での本体交換または修理となります。

お問い合わせ窓口

お客様ご自身で解決しない場合、次をご活用ください。

① 弊社ホームページ「お客様サポート」
    https://www.bluedot.co.jp/support/

② 弊社お客様サポートセンター
    TEL：0120-070-730（固定電話から）
    TEL：043-295-8882（その他から）
    ※ご利用時間は10:00～ 17:00（土、日、祝日、会社指定休日を除く）
    E-mail：support@bluedot.co.jp
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修理のご案内

・初期不良：初期不良は商品到着日より1ヶ月以内に正常な使用で発症・発覚
　　　　　  した不良とさせていただいております。

　　　　　　送付先
　　　　　　〒267-0056　千葉県千葉市緑区大野台 2-3-1
　　　　　　BLUEDOT( 株 ) お客様サポートセンター「初期不良係」宛
　　　　　　TEL：043-295-8882
　　　　　　※ゆうパックの着払いにてお送りください。

初期不良

・無償修理：メーカー保証期間内に正常な使用で不良が発症した場合、無償修
　　　　　  理を承ります。
・有償修理：メーカー保証期間外の場合、または保証期間内であっても誤った
　　　　　  使用方法での故障や、落下・破損など「保証対象外」となる故障
　　　　　  については有償修理を承ります。

　　　　　　送付先
　　　　　　〒267-0056　千葉県千葉市緑区大野台 2-3-1
　　　　　　BLUEDOT( 株 ) お客様サポートセンター「修理係」宛
　　　　　　TEL：043-295-8882
　　　　　　※片道ずつの運賃負担をお願いしております。お客様元払いにて
                     発送をお願いします。返却の際は弊社元払いでお戻しします。

通常修理

下記の案内に沿って弊社サポートセンターまで修理品をお出しください。
なお、出張修理は行っておりませんのでご了承ください。

※保証内容は、保証書の裏面に記載している保証規定をご確認ください。
※後掲の修理カード（要記載）と同カードにある「同梱いただくもの」を一緒に
　お送りください。
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修理カード(BMB-O386)
　　　同梱いただくもの
　　　・修理品 (必要に応じて、不良に関連する付属品)
　　　・保証書 (お客様にて必要事項を記入いただいたもの)
　　　・修理カード (本紙)
　　　・購入証明書 (納品書やレシート、発送メールのコピーなど購入日付があるもの)
　　　　※不具合症状が明記されていない場合、修理完了までお時間がかかる場合がございます。

お名前 (フリガナ )：

ご住所：〒

電話・FAX番号：

メールアドレス：

ご注文番号：

不具合症状

同梱物

ご記入日　　　　　　　　　年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

弊社記入欄

修理をお出しになる際にご使用ください。
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型番 BMB-O386

容量 386Wh (3.6V 107100mAh)

充放電回数 約1000回 ( 容量 70%基準 )

AC出力電力 400W

AC出力波形 正弦波

出力 (給電 )
ACコンセント：AC110V (60Hz)
シガーソケット /DC端子：DC9～ 12.6V 8A ( 最大 15A)
USB端子：DC5V 2A ( 最大 )

入力 ( 充電 ) DC 13～ 30V 7A ( 最大 )

充電時間 6～7時間 ( 専用 ACアダプター )

LEDライト 1W×3個

保護回路 過電圧、低電圧、高温保護、高負荷、AC短絡保護など

動作温度範囲 －20℃～60℃

外形寸法 約267× 224× 149mm ( 最厚部 )

本体質量 約4.5kg

製品仕様



〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台2-3-1

https://www.bluedot.co.jp


