
取扱説明書

GAME POWER
10000mAh モバイルバッテリー
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使用上のご注意

製品特徴

パッケージ・付属品 各部の名称

本製品の使い方

このたびは、GAME POWER をお買い上げ頂きまして
誠にありがとうございます。
製品をご使用になる前に取り扱い説明書をお読み頂き
正しく安全にご使用下さい。
お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず
保管してご利用ください。

◆ 製品パッケージ

( 1 )

( 2 )

( 1 )  本体
( 2 )  USB-Micro USB
        ハイスピード 2A からみにくい & 断線に強い ! 
        充電専用ケーブル約50cm
           ※付属ケーブルはモバイルバッテリー充電専用

☆1 : ツマミ部分は優しく扱ってください。強い力で曲げると破損の恐れがあります。

※お取り付け頂く製品と本製品の電源は必ずお切りください。
　 電源が付いたままで取り付けると製品が壊れる恐れがあります。※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。

    

◆ 大容量 10000mAhモバイルバッテリー
◆ 燃えにくく安定性の高いリチウムポリマー採用
◆ ゲーム機 Switch にも対応
◆ スタンド機能付き
◆ 最大で約 3~7 時間使える (※連続使用の場合 )
◆ USB 出力ポート付き USB 対応機種で充電対応

Switch の充電方法

「ツマミ」を矢印方向へ
優しく持ち上げる☆1

①

折りたたみ式スタンド

電池残量ランプ

電源スイッチ

出力
Type C 5V/3A 出力

USB 5V/2A

入力
Micro USB 5V/2A

通気穴
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※注意 : コネクタに接続する際は、Switch 本体の向きに注意してください。
　無理に差し込むと折れてしまったり本体破損の恐れがございます。

※万一、自動で充電が開始されない場合、手動で
   電源スイッチを入れてください。これは故障ではありません。

※ 「●」の点滅表示は残量わずかなので電子機器の充電はできません。
    本製品の充電を行ってください。
※ 本製品を充電中も点滅表示します。故障ではございませんのでご安心下さい。

※ 注意 : 画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。 
※ 付属ケーブルについては、バッテリー本体を充電するために付属しております。
    バッテリー本体が充電でき れば、不具合でございません。
    スマホや充電するデバイスに付属されている純正ケーブルをご利用ください。
 ※ 弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を 変更する場合があります。  
     これは欠品ではありませんので予めご了承ください。

※本製品を充電する USB アダプターは、別途ご用意下さい。
※5V/2A 供給できる USB アダプターがおすすめです。

GAME POWER の充電方法

電池残量を確認したい

Switch の取り外し方法

USB 製品を充電したい

仕様

(1) 持ち上げたまま(1) 持ち上げたまま

(2) 下から
      取り付け
(2) 下から
      取り付け

自動で充電が開始されます

付属のケーブルを用意します。
(USB-Micro USB ケーブル )
付属のケーブルを用意します。
(USB-Micro USB ケーブル )

本体側面の「電源」を押すと
電池残量が表示されます。 
本体側面の「電源」を押すと
電池残量が表示されます。 

　にケーブルを
差し込み充電します
　にケーブルを
差し込み充電します

②

③

①

②

本体上部「USB ポート」
から同時充電できます。
2A 急速充電対応

本体上部「USB ポート」
から同時充電できます。
2A 急速充電対応

● ~25%
●● ~50%
●●● ~75%
●●●● ~100%

これで OK ！これで OK ！

※ コネクタの向きに注意！※ コネクタの向きに注意！

本体をしっかり持ち
優しく取り外します

AA

AA

商品名

型番

カラー

電池容量

電池タイプ

入力

出力

サイズ ( 本体 )

重量 ( 本体 )

付属品

パッケージサイズ

対応機種

保証期間

GAME POWER
NS10000C
ブラック
10000mAh
リチウムポリマー
Micro USB 5V/2A
TYPE C 5V/3A & USB 5V/2.0A
170×106×30mm
約 265g
ハイスピート 2A に対応した絡みにくい＆断線に強い編み込み式ケーブル 50cm

（バッテリー本体充電専用品）

200×136×40mm( 約 375g)
iPhone X /iPhone8/8plus/iPhone7/7plus /iPhone6S/6S plus/iPhone6/6plus/
iPhone5S/5C/5/4S/iPad Air/Galaxy/Xperia など各種 Android 端末 /
WiFi ルーター /PSP/NDS/ ドライブレコーダー / デジタルカメラ /Bluetooth
イヤホンなど　
6 ヶ月
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保証規定

故障かな? と思ったら 

安全上のご注意

お問い合わせ先

当社製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
製品の初期不良及び故障につきまして、ご購入店舗又は当社サポートセンターにてご対応いたします。

製品保証やサポートサービスには製品ご購入日の証明できる書類が必要となります。
また、サービスをご利用されるには下記内容に同意頂きご利用ください。
サービスの継続・充実のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

1：保証規定
1-1：保証期間内の点検・修理依頼及び電話・メールサポートなど各サービスを無償にてご提供します。
        （保証対象外を除く）
1-2：当社が定める保証期間は製品ご購入日から 6 ヶ月以内となります。
1-3：保証期間中に交換対応を行った場合でも保証期間はご購入日から 6 ヶ月以内です。
1-4：保証期間内のサポートサービスには「ご購入日を確認できるレシートなどの証明書」が必要なため大切に
        保管してください。
1-5：販売終了や生産終了、製品によって諸事情により修理困難な場合、同等及び製品仕様の近い製品にて交換
        対応を行います。
1-6：保証期間を過ぎている場合、誠に申し訳ございませんが有償サポートでの対応となります。
　　 有償点検・有償交換・往復の送料などお客様のご負担となります。
1-7：点検・修理期間中の損害に対して当社は補償いたしかねますので予めご了承ください。
1-8：点検・修理期間中の代替機や貸出など理由の如何を問わずご対応を一切行っておりません。
1-9：運送中の破損や紛失などに対して当社では一切責任を負いません。
　　  運送中の衝撃や破損に耐えるようしっかり梱包してください
 
2：保証対象外
本項目に該当する場合、理由の如何を問わず全ての保証やサポートサービスなど対象外となります。
2-1：保証書やご購入証明書、製品シリアルナンバーの紛失や偽造。
2-2：ご購入日を証明できない場合（当社規定の保証期間の変更や修正を含む）
2-3：ご使用上の誤り（水没・落下・外部の衝撃、接続や挿入の誤りなど）や改造、故意による故障・損傷
2-4：当社以外での修理・分解・調整・改造による破損や故障（コネクター増設や分岐ケーブルの使用など
        電圧低下と電源への損害が起きた場合などを含む）
2-6：火災・地震・落雷・水害・雷などの天災地変、公害・塩害・ガス害・結露などの環境要因、異常電圧や
        規定外の電源使用による破損・故障の場合
2-7：医療機器に影響のある場所での使用による故障・損傷・損害
2-8：運搬や移動中による製品の破損・損傷の場合
2-9：長期間保管された製品の酸化を含む色変化のある場合
2-11：お客様の使用環境・維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷（例：埃・錆・カビ・虫など）
2-12：本製品の構成をパッケージやセット販売している製品で構成要素を変更・改造している場合
2-13：製品以外の部材（外箱 / 説明書 / 保証書など）
2-14：有寿命部品、消耗品（バッテリーなどの蓄電デバイス）または定期交換部品の自然消耗、磨耗、劣化等に
          より部品の交換が必要な場合
2-16：本製品の故障・損傷・使用中に生じた他の機器の故障・データ変更や消失などの直接・二次的な損害
          について一切その責任を負いません。
2-17：故障原因が本製品以外の環境や他の機器によって破損や故障した場合
2.18：他社製品との相性による不具合。
2.19：保証もこの保証条件に適合しなかった場合。指定された目的以外で使用された場合のいづれかに
          該当する場合
2.20：製品を使用できなかった事の対価、取り付け・取り外し・輸送代・移動費など直接或いは間接的に
          発生する手間等の対価
2-21：海外からの購入品・並行輸入品・オークション・中古品・譲渡など

入力と出力を逆にしない
発熱、発火、液もれ、破裂、けがの原因となります。

電源は USB ポート以外からとらない
充電するときは USB 出力付き AC アダプタやパソコン等をご使用ください。
DC5V を超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。

分解・改造をしない
発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。

水に濡らさない
水、海水などの液体が入ると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。

端子をショートさせない
金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。
発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。

高温の場所で保管・使用しない
火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所に
置かないでください。変形、故障、やけどの原因となります。

もれた液体に触らない
本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらず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。失明などの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない
発熱、発煙、発火の原因となります。

引火、爆発のおそれがある場所では使用しない
爆発や火災の原因となります。

本体に金属などを差し込まない
発熱、感電、故障の原因となります。

小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える
使用中も安全に使用しているかご確認ください。
感電やけがの原因となります。

本製品の充電と、本製品から他の機器への充電を同時位に行わない
発熱、液漏れ、故障の原因となります。

定期的に充電する
完全放電すると充電できなくなる場合があります。

保管・使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合はしようしない
発火、液もれ、破裂、けがの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電を中止する
液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。

お風呂など湿気が多い場所では使用しない
発熱、感電、故障の原因となります。

踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えない
変形して、液もれ、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。

可燃物や重いものを載せたり、毛布や布団で覆ったり包んだりしない
発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。

3. 免責事項
3.1：当社製品の故障、損傷、また使用中に生じた直接損害・二次的な損害・怪我等については一切
        その責任を負いません。
3.2：当社は cellevo 製品に対する保証サービスに対してのみ責任があり、製品故障などにより生じた他の
        損害または時間・商業的な機会の損失に対して一切その責任を負いません。
 
4. 保証期間終了品
4.1：保証期間の終了した製品はいかなる理由においても保証対象外となります。
4-2：保証期間終了前に当社及び販売店へ予めご連絡を行っている場合でも製品ご購入日から 6 ヶ月過ぎた
        依頼品到着分につきまして理由の如何を問わず有償サポートでのご対応となります。
4-3：保証期間終了している依頼品について往復の送料はすべてお客様のご負担となります。
 

・ご返答期間について
サポートセンターの混雑状況やご質問内容によってお客様へのご返答に数日お時間を頂く場合がございます。
・万が一ご返答がない場合
１週間経過しても当社から返答の無い場合、通信機器の不具合などにより受信できていない可能性があります。
お手数ですが、別のメールアドレスからもう一度ご連絡いただけますでしょうか。

下記の「対処方法」で解決しない場合、お買上げの販売店
もしくは当社窓口までお問い合わせください。

注 意

充電ランプが点滅している

充電ランプが点灯しない

充電できない

本製品が熱くなっている

現  象 対 処 方 法
充電中と電池残量が少なくなると点滅します。
故障ではありません。

しばらく置いてから使用してください。

充電してください。

本体電池残量の不足・また端子の破損がないか
ご確認ください。付属のケーブルをご使用下さい。　

警 告

Mail : cellevo@cellevo.jp
HP : http://www.cellevo.jp


