
■ お問い合わせは
異常を感じたり製品に不具合があった場合などはただちに使用を中止し、
１　不具合内容(具体的に）
２　購入店舗（Amazon/楽天市場/cheero.netなど）
３　注文番号
を下記アドレスまでメールにてご連絡ください。

お問い合わせ先：love@cheero.jp

 衝撃や振動を与えたり、投げた
りしない

発熱や発火、感電、けがの
原因になります。

 －10℃～40℃以外の場所で
使用しない

電池が液もれ・発熱・破裂
する原因になります。

 充電中に携帯電話などの電子
機器を接続しない

故障の原因になります。

 使い捨てタイプのバッテリーを
接続しない

発熱や発火、感電の原因
になります。

 カバンの中など目に届かない
場所で充電しない

発熱や発火の原因になり
ます。

 充電完了後は本体から接続
ケーブルをはずす

バッテリー消耗の原因に
なります。

 発熱時はケーブルをはずしてし
ばらく放置する

発熱や発火の原因になり
ます。

 注意

人への危害、財産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。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、
 　説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する
おそれがある内容」です。

 

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

（次は図記号の例です。）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

 警告
 

ケーブルを接続する際は端子
にゴミが付着していないことを
ご確認ください。

発熱や発火の原因になり
ます。

アダプターで本製品を充電さ
れる際は、必ず定格出力電流
1A(1アンペア)のアダプター
をご使用ください。

発熱や発火の原因になり
ます。

断線したケーブルを
使用しない

発熱や発火の原因になり
ます。

小さなお子様の手の届くところ
で使用・保管しない

感電やけがの原因になり
ます。

 金属性製品の近くで使用・
保管をしない

短絡(ショート）の原因に
なります。

 
水やその他の液体を入れたり、
濡らしたりしない

発熱や発火の原因にな
ります。水ぬれ禁止

 電解液が漏れている場合は
使用を続けない

発熱や破裂、発火の原因
になります。

 分解・改造しない
発熱や発火、感電の原因
になります。

 直射日光、高温、多湿、火気
やハイボルテージ･デバイス
の近くで使用・保管しない

発熱や破裂、発火の原因
になります。

 異臭や本体の発熱、ひずみ、
変色などの異変に気づいたら
使用を続けない

発熱や破裂、発火の原因
になります。

 危険

iPod/各種iPhone
microUSB対応スマートフォン
各種iPad
microUSB対応WiFiルーター

※その他、ポータブルゲーム機、MP3プレイヤ等機種によっては、充電できないものもあります。

型番　　　　　　CHE-060

品名　　　　　　cheero Energy Plus mini 4400mAh

内蔵バッテリー　 リチウム・ポリマーバッテリー

サイズ (本体)　　約105mm(L) x 64mm(W) x 12mm(H)

容量　　　　　　3.7V 4400mAh(16.28Wh)

重量 (本体)　　　約110 g

入力　　　　　　DC 5V/1.0A max

出力 　　　　　　DC 5V/2.1A

本体充電時間　　約6時間 (別売り1Aアダプタ使用時)

使用回数　　　　500回まで

各種保護機能
○過充電（電圧/電流）時、過放電（電圧/電流）時、短絡化（ショート）時、
　発熱時 自動停止機能
○デバイス充電完了時自動停止機能 
※未対応機種デバイスもございます。

安全上のご注意 必ずお守りください

使用上のご注意 

製品仕様

対応機種

取扱説明書

c h e e r o  E n e r g y  P l u s  m i n i  4 4 0 0 m A h
型番　 CHE-060

発熱など、製品に異常を感じた場合は、左記「お問い合わせ先」にご連絡
ください。

お子様が本体や付属品を飲み込んだ場合は、ただちに医療施設で治療を
受けてください。

漏れた電解液が肌についたり目に入った場合は、こすらずに水で洗ってか
ら、ただちに医療施設で治療を受けてください。

海外で本体充電を行う場合は、変圧器をご利用の上、ご利用のUSBコン
セントの電圧が対応している事をご確認の上、充電してください。

長期間使用しなかった場合、再使用の前にUSB出入力口などから汚れを
取り除いてください。



4つのインジケーターの点灯数によって残容量を示します。

接続した電子機器への充電が始まります。 Q.

Ａ．

上記以外にも使用上、故障かな？と思われた場合は、本紙記載の「お問い合わ
せ先」にご連絡ください。サポート窓口より対応させていただきます。
＊

充電用ケーブル（付属）のm i c r oUSB側を本製品の
「microUSB入力口」に接続する

1

充電用ケーブル（付属）またはお手持ちの機器用のケーブルの
microUSB側を、充電したい電子機器に接続する

1

充電用ケーブル（付属）またはお手持ちの機器用のケーブルの
microUSB側を、「USB2.1A出力口」に接続する

2

本製品の電源ボタンを押す
200Vなどの海外電圧に対応していますか？

3

充電が終われば充電用ケーブルをはずす4

2

3

充電用ケーブル(付属)のUSB側をパソコンに接続する。また
はケーブルをUSBACアダプタ(別売り)に接続し、アダプタを
家庭用コンセントに接続する。
本体充電が開始し、インジケーターのランプが順番に点滅します。4つ全てが
点灯したら、充電完了です。

※

本製品にはUSB-microUSB以外のケーブルは付属しておりまん。各デバイス
への充電は各デバイスに応じたUSBケーブルをご使用ください。

※

USBアダプタは定格出力電流1A(1アンペア)のものをご使用ください。アダ
プタの定格出力が大きすぎると発熱や発火の原因となります。

※

充電が終われば充電用ケーブルを本製品からはずす

※本製品にはUSB-micro USB以外のケーブルは付属しておりません。
　各デバイスへの充電は各デバイスに応じたUSBケーブルをご利用下さい。

付属品
本体充電用USB-microUSBケーブル
取扱説明書
保証書（半年保証）

残容量インジケーター

電源ボタン

Micro USB 入力口

USB 2.1A 出力口

LEDライト

● cheeroのお得な情報配信

● みなさまへのお願い

cheeromart 一同

cheeroでは、新製品の事前発表、発売時のキャンペーン販売の情報、
日々の改善活動の取り組みなどを facebook や twitter で随時公開し
ております。ぜひご参照ください。

cheeroでは、できるだけお安く、良い物をお手元にお届けしたいと考え
ています。直接店舗を運営していないため、製品の使用感などを皆さま
にお伝えすることが難しいというのが現状です。もちろん cheero から
様々な情報発信に努めてまいりたいと思っておりますが、cheero を応
援いただける場合は、ぜひ簡単で結構ですのでAmazonや楽天などで
製品レビューを書いていただければ幸いです。

「ワクワクするものを、ちょっとでも手に取りやすい価格で」をテーマに一
歩一歩、頑張っていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお
願いします。

facebook： https://www.facebook.com/cheeromart
twitter： @cheeromart
HP： www.cheero.net

各部のなまえ バッテリー残容量を確認するには

他機器への充電方法

よくあるお問い合わせ（Q&A）

故障かな？と思ったら
本製品の充電方法

バッテリー残容量を確認するには

充電時間 ： 約6時間(1Aアダプタ使用時)
(初回充電時はさらに時間がかかる場合があります。)

本製品を充電しながら他機器への充電をお控えください。
長期間使用しないとバッテリーが自然放電して劣化しますので、3ヶ月に一度は
本製品の充電を行ってください。

インジケーターが1つも点灯しない場合は残容量がありません。
本製品の充電操作を行ってください。

インジケーターが1つだけ点灯/点滅している場合は残容量がわずかです。この
状態で他機器への充電は、約1分程度で終了する場合があります。本製品の充
電操作を行ってください。

電源ボタンを押して残容量インジケーターを確認する

電源ボタンを３秒以上押し続けると、LEDライトが点灯・消灯します。

本体のランプが数秒で消えますが、充電はされています。 行き先の国のコンセント形状をご確認いただき、その形状に合った200V以上
の電圧に対応している出力5V/1AのUSB ACアダプターをご用意ください。

Q.

Ａ．

飛行機に持ち込めますか？
お使いになる航空会社にお問い合わせください。2014年12月時点では、多く
の航空会社で手荷物として持ち込みが可能となっております。

Q.

Ａ．

バッテリーの実効容量は？
本製品のバッテリー実効容量は電圧変換時のロスなどにより6～7割程度と
なっております。各デバイスのバッテリー容量については各デバイスの説明書
を参照してください。

充電する電子機器によって、電源ボタンを押してから充電開始まで約1分程度か
かる場合があります。

上記をお試しいただいても正常に充電できない場合は、お手数ですが下
記をお試しのうえ、本紙記載の「お問い合わせ先」にご連絡ください。

① お手持ちの他のケーブルで充電可能か
　 （極力、各デバイスに付属の純正ケーブルでお試しください）
② 他のデバイスは充電可能か

しばらくすると本製品の電源が自動でオフになります。

本製品を再度、充電してください。

再度、電源ボタンを押してください。
充電できない

充電が途切れる

本製品のバッテリー残容量が不足している（電源ボタ
ンを押すと残容量インジケータが消灯あるいは1つだ
け点灯/点滅）

電源ボタンを押していない

固定した状態で充電してください。
機器を固定しない状態で充電している

スマートフォンなどに付属されている充電ケーブルを使っ
てください。

充電ケーブルが付属のものでない

充電用ケーブルがしっかり差し込まれているか確認してく
ださい。

充電用ケーブルの差し込みが不完全である

しばらくお待ちください。

スマートフォンの機種によって充電開始までに時間が
かかる場合があります

本製品は、電源ボタンを押してから約１分間は電源
ONの状態になっております。そのため、ケーブルを接
続する前にバッテリー残容量を確認するために電源ボ
タンを押すなどしていると、ケーブルを接続すると他
機器への充電が始まる場合があります。
（本製品の充電直後も同様の操作となります。）

電源ボタンを
押していない
のにケーブル
を接続すると
充電が始まる


