
EBT5X ポータブル･パワーバンク 
容量: 5200 mAh

取扱説明書

© 2012 Kinivo LLC. All rights reserved.

Kinivo はKinivo LLCの商標です。Bluetoothのワードマークおよびロゴは
Bluetooth SIGの登録商標です。他の商品名はすべて各メーカーの登録商標
です。このマニュアルは、Kinivo LLCから書面による許可を得ることなくし
て、いかなる媒体または形式によっても複製することを禁じます。

Kinivo 製品サポート
オンライン : http://support.kinivo.com
Eメール     : support@kinivo.com
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はじめに 

EBT5X は、スマートフォン、タブレット、PDA、その他のUSB入力機器
の充電ができる、携行可能なバックアップバッテリーです。電灯として
はもちろん、SOS信号としても使えるトーチ（LED灯）が内蔵されてい
ます。バッテリー残量は LED表示で確認できます。

同梱物

  容量5200 mAh のパワーバンク
  マイクロ USB ケーブル
  携行用ポーチ

多機能ボタン操作

1. マイクロUSB (DC-IN)
2. USBポートカバー
3. USB (DC-OUT)
4. LEDインジケータ
5. 多機能ボタン
6. トーチ / SOSフラッシ

ュライト
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  １回目：多機能ボタンを押すとバッテリー残量が LED表示さ
れ、EBT5Xのバッテリーを起動します。

  ２回目：もう１回押すとSOS信号(LED灯)が点灯します。
  ３回目：更に押すと LED 灯が点灯します。
  ４回目：もう１回押すとLED 灯が消えます。

技術仕様

互換性 
    iPad （全機種)： 1A 高速充電

モデル EBT5X 　

電池の種類 リチウムイオン

容量 19.2Wh, 5200mAh 

入力 1A @ 5V DC 　　

出力 5V, 1A (最大)　　 

寸法 (mm) 106.5 x 47 x 25

重量(g) 133.5
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    iPhone (4S, 4, 3GS): 1A 高速充電 
    Android スマートフォン（全機種）： 1Aまでの 高速充電 　　　　

（付属の充電ケーブルのみ使用）
    Blackberry 携帯電話: 高速充電 （付属の充電ケーブル使用）
    Kindle Fire: 1A 充電
    Samsung Galaxy Tab タブレット：0.5A USB 充電

Android 機器
Android スマートフォンとタブレットの充電には付属の「充電専用」マ
イクロUSBケーブルを 使用し、ACフル充電を行ってください。このケー
ブルはKindle Fireには使用できませんのでご注意ください。また用途は
充電に限られ、データの同期には 使用できません。

機器の充電

1. 電源ボタンを押した後、指を離し、EBT5Xのバッテリー残量を確認
して下さい。

2. 適切なケーブルを使用してEBT5X のUSB ポートに機器を接続して
下さい。AndroidおよびBlackberryスマートフォンには、最適な充
電のため付属のマイクロUSBケーブルを使用して下さい。

3. 充電が自動的に開始しない場合は、多機能ボタンを押してEBT5Xを
起動します。



Kinivo EBT5X ポータブル･パワーバンク 容量6

4. 充電を中断するには、ケーブルを機器から外します。

5. EBT5Xバッテリーは、放電した場合自動的に充電が中断しますの
で、ご注意下さい。

EBT5Xの充電

1. EBT5Xバッテリーの充電には付属のマイクロUSBケーブルを使用し
て下さい。

2. EBT5Xバッテリーの充電中はLEDが点滅し、１つずつ順に点灯しま
す。充電が完了すると全てのLEDが点灯します。

3. 1A ポートに接続した場合、充電が完了するまで約6～7時間かかり
ます。他のUSB充電器またはコンピュータのUSBポートに接続した
場合、充電時間は更に長くなることがあります。 (12～13時間) 

注意：ご使用にならない場合も、３ヶ月に１度EBT5Xの再充電を行って
下さい。

バッテリー残量のチェック

バッテリー残量をチェックするには、多機能ボタンを押して点灯してい
るLEDの状況を見て下さい。下の表はバッテリーパックの残量を示して
います。
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安全上のお知らせ

  製品を水、火気にさらしたり、温度や湿度の高い場所に置いたりし
ないでください。

  バッテリーを取り外さないでください。
  電解液の漏出、過熱、変色、漏電、その他何らかの異状が認められ

た場合は製品を使用しないでください。
  EBT5Xの充電に、指定外の充電器は使用しないでください。
  バッテリーをごみ箱に捨てたり、燃やしたりしないでください。
  高電圧機器を避けて保管してください。

トラブルシューティング

EBT5Xバッテリーに問題がある場合は、下の手順で解決して下さい。

パワー LED1 LED2 LED3 LED4 LED4

0-20%   

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%
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ご質問、ご不明の点等ございましたら、Kinivo社サポートsupport@
kinivo.comにお問合せ下さい。

問題 解決法

長時間充電しても
EBT5X が完全に
充電されません 

1. バッテリーパックの充電が完了していませ
ん。EBT5X のバッテリーパックを約７時
間、再充電して下さい。.

2. 充電器が正常に使用できるかお調べ下さ
い。

3. バッテリーが完全に放電してから再度試し
て下さい。

EBT5X でモバイ
ル機器の充電がで
きません

1. バッテリーパックが放電していま
す。EBT5Xのバッテリーパックを、約７時
間再充電して下さい。

2. EBT5X とモバイル機器との間に互換性があ
るかチェックして下さい。

3. 接続に問題がないか、お調べください。再
接続、またはコネクタやケーブルの取替を
行って下さい。

4. バッテリーがスリープモードに入っている
ことがあります。多機能ボタンを2-3秒間
長押ししてバッテリーを使用可能な状態に
して下さい。 
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保証

1 年間ハードウェア限定保証

Kinivo 社は、本製品が、正常なご使用状況では適切に使用できる状態
にあること、素材または製造に欠陥のないことをご登録のお客様に対し
て、お買い上げの日より1年間保証いたします。製品は、各検査項目にお
いて最高の品質基準を満たすようテストされています。万が一製品に欠
陥が認められた場合、弊社にて無償で修理または交換させて頂きます。
交換が必要な場合、弊社による同製品の取扱いが終了していたときに
は、Kinivo社は同様の品質・サイズで、使用目的に合致する代替品と交
換する権利を留保します。

本保証は本製品の修理または交換のみに適用され、譲渡はできません。

EBT5Xでモバイル
機器の充電が完全
にできません 

バッテリーを使い切っているかチェックして
ください。EBT5Xのバッテリーパックを、約
７時間再充電して下さい。 

電源ボタンを押し
た後、LEDインジ
ケータが 点灯し
ません

1. バッテリーがスリープモードに入っている
ことがあります。多機能ボタンを2-3秒間
長押ししてバッテリーを使用可能な状態に
して下さい。

2. バッテリーパックが放電しています。 
EBT5Xのバッ
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また、誤ったご使用や天災地変、またはKinivo社が制御できない一切の
事由により破損したいかなる製品にも適用されません。本保証は、上記
の限定保証内容に違反した結果生じた付随的または間接的損害について
は適用されず、弁償または支払いを行わないものとします。上記の限定
保証を除いて、当社は他のいかなる明示または黙示の保証も提供しませ
ん。また、本保証書に明示された限定保証以外の保証は、商品性の黙示
的保証、特定の目的への適合性の黙示的保証を含むいかなる保証も、す
べて放棄します。

お買い上げの製品がご使用になれない場合、または気がかりな点等ご
ざいましたら、返品をされる前にKinivo社サポートまでお問合せくださ
い。 

オンラインサポート・お問合せ

support.kinivo.com またはwww.kinivo.com にて、サポートに関する
情報、ダウンロード、使用法の説明をご覧ください。または、Eメール、
チャットでお問合せください。（詳細は下記参照）

Kinivo 製品サポート
Eメール : support@kinivo.com
チャット: http://support.kinivo.com



このページは白紙です。



Made in ChinaKinivo 製品サポート
オンライン : http://support.kinivo.com
Eメール     : support@kinivo.com

年間
ハードウェア限定保証1
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