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denqul　取扱説明書

安全のために
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警告表示の意味

使用上のお願い

主な仕様
USBポート
（給電用）

［電源ボタン面 拡大図］

LED

電源ボタン

Micro-USB ポート
（充電用）

リチウムイオン電池
カバー部 回転部

電源ボタン面

DCプラグ

DCジャック

スマートフォン
ケース

多目的ケース

USBケーブル通し穴

Micro-USB ポート ( 充電用 )

・電気製品は、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故
　になる可能性があるため危険です。
・ 動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐに弊社お客様サポートセン
　ターへお問い合わせください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡また
は重症を負う危険性があり、かつその切迫の度合いが
高い内容です。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、死亡また
は重症を負う可能性が想定される内容、軽傷または物
的損害が発生する程度が高い内容です。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、傷害を負う
可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。

注意

警告

・ショート ( 短絡 ) させないでください。バッテリー本体およびクレード
　ルのUSBポート、DCジャックなどにピンなどの金具を差し込まない
　でください。
 　発熱や発火、感電、けがなどの原因になります。
・分解や改造をしないでください。
　発火や感電などの原因になります。
・火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱はしないでくだ
　さい。
・水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れ
　たまま充電したり、使用しないでください。
　濡れたときは使用しないでください。
・火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温
　の場所での使用、保管をしないでください。また、布団、毛布、バッ
　ク内などの風通しの悪い環境でも使用しないでください。
・本製品をハンマーなどで叩いたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、
　落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
・クレードルとバッテリー本体がセットされた状態で、強い衝撃や斜め
　方向の抜き差しはしないでください。
　クレードル側のDCプラグが破損、ショートし発火や感電などの原因になります。
　

警告

危険

注意

・乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
　口の中に入れた場合、けが、窒息などの原因になります。
・お子様だけでの使用は必ずお控えください。
　感電やけがなどの原因になります。
・濡れた手で本製品に触らないでください。また濡れた手で付属のAC　
　アダプター、USBケーブルの抜き差しをしないでください。
　感電や発熱、発火などの原因になります。
・バッテリー本体やクレードルとの接続の際には、付属のACアダプター
　やUSBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
　差し込みが不完全な場合、発火や感電などの原因になります。
・ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所に立ち
　入る場合は、使用しないでください。
・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しないでください。
　発熱や発火、感電などの原因になります。
・付属のACアダプターやUSBケーブルのほこりなどは定期的に取り除
　いてください。　
　プラグにほこりなどがたまると、発火や感電などの原因になります。
・付属のACアダプターやUSBケーブルを破損するようなことはしない
　でください。破損したり、USBポートやコンセントの差込みがゆるい
　ときは使用しないでください。
　破損した状態で使用すると、発火や感電などの原因になります。
・バッテリー本体を手回し充電する際は、周囲に障害物がないことを確
　認した上で安全に配慮しながら行ってください。
・バッテリー本体を手回し充電する際は、離さないようにしっかりと握っ
　た上で手回ししてください。
・バッテリー本体の内筒を押し出す際には、外筒の内側の可動レールの
　溝に触らないよう注意して押し出してください。
　指先や爪を挟み、怪我をする恐れがあります。
・バッテリー本体の内筒を押し出す、もしくは収納する際には、外筒と
　内筒の隙間に触らないように注意してください。
　指先や爪を挟み、怪我をする恐れがあります。

・充電するときは、周囲の温度が0℃～40℃の範囲内で使用してください。
　電池が液もれ・発熱・発火する原因になります。
　リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させるためには、周囲の温度が 10℃～　
　30℃での充電をおすすめします。　
・湿気やほこりの多いところで使用、保管しないでください。また、直
　射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
　発熱や発火、破裂、感電などの原因になります。
・通電中のバッテリー本体に長時間触れないでください。
　長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となります。また、
　衣服の上やポケットの中からでも長時間触れたままになっていると低温やけどに
　なる可能性があります。
・接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしなでください。
　感電やけがなどの原因になります。
・使用時以外は、ACアダプターやUSBケーブルを、ご家庭用のコンセ
　ントやUSBポートから抜いてください。
　発火や感電などの原因になります。
・USB型端子の定格を超えて充電しないでください。

・バッテリー本体を充電しながらスマートフォン等の機器への給電が可
　能です。（クレードルを使用しない場合に限ります。）
・ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、バッテリー本体を 1m以上
　離してください。
・使用中や充電中は、バッテリー本体やACアダプター、USBケーブル
　があたたかくなりますが、異常ではありません。
・バッテリー本体を手回し充電する際に「ウィンウィン」という機械音
　が鳴りますが、故障ではありません。
・リチウムイオン電池のカバーを外さないでください。
・ご自身でリチウムイオン電池を取り外す、分解する等の行為をしない
　でください。
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管理番号
214-181106
made in china

内筒

外筒

入力端子　　　　　　　　  Micro-USB-B

入力端子　　　　　　　　  Micro-USB-B

出力端子　　　　　　　　　　USB-A

入力　　　　　　　　　　　5V/2A

出力　　　　　　　　　　　5V/2A

入力　　　　　　　　　　　5V/2A

出力　　　　　　　　　　　5V/2A

動作湿度範囲　　　　　　　　　　　　 20%～ 60%

対応機種　　　　　　　　　　　　　Android ／ ios

充電時間（目安）　　　　　　　　　　  約 4時間

バッテリータイプ　　　　　　　　 リチウムイオン電池

出力端子　　　　　　　　　  DC3511

本体

クレードル

規格　　　　　　　　　　　　　 5000mAh

動作温度範囲　　　　　　　　　　　  0℃～ 40℃

使用限度回数　　　　　　　　　　　 約 3000 回

「1.5 回転／秒」を約 10分間継続することで、
約 10分間の通話が可能 (目安です）。
※スマートフォンの機種によって異なります。

手回し充電について

①

①バッテリー本体 (×1)

②クレードル (×1)

③AC アダプター　白色 (×1)

④USB ケーブル　白色 (×1)

⑤取扱説明書（A3 両面）

［正面］ ［背面］ ［上面］ ［底面］

バッテリー本体
　重量：約 362g
　材質：外筒　アルミ
　　　　内筒　ABS樹脂
　　　　内筒下蓋　アルミ

クレードル
　重量：約290g
　材質：ABS樹脂

L＝1m100－240V

※リチウムイオン電池カバーは外さないでください。

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い
本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。リチ
ウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

Micro-USB

USB

220mm

380mm

φ35.5mm

外径 93mm 外径 61mm

116mm 156mm

241mm

内径 84mm

内径 50mm

156mm

深さ
70mm

深さ
102mm

135mm

LED

　この度は、バッテリー「denqul　デンクル」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本商品は、充電
された状態で常備しておき、非常時にそれを持って避難することを想定しています。ご家庭用コンセントからも
充電できますが、本商品を片手で回転させることによっても充電できる機能を備えたバッテリーです。ご利用の
際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書は、お使いになられる方がい
つでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

150mm

262mm

＜電源ボタンについて＞
　1回押すとLEDが点灯します。
　LEDが点灯状態の際に2回押
　すと消灯します。LEDの点灯
　数はバッテリー残量を表します。



バッテリー本体を充電する方法

お使いの機器を給電する方法
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LED の充電・給電時の光り方

故障かな？と思ったら

製品について お手入れ方法

準備 :バッテリー本体と付属のUSBケーブルを用意します。

1. 本体の電源ボタン面とは反対側の面を、親指等を使
　いまっすぐ押し出します。押し出された内筒をロック
　されるまでゆっくりと引っ張り出してください。続いて、
　内筒を矢印の方向にロックがかかるまでゆっくり回転
　させ、L字体にします。

2.下図のように外筒をしっかりと持ち、遠心力を利用して
　ぐるぐると回してください。時計周り、反時計周りどちら
　にも回せます。回し終えたらスマートフォン等と接続す
　ると給電が開始します。「1.5回転／秒」を約10分
　間継続することで、約10分間の通話が可能です。

バッテリー残量

約 33%未満

約 33～ 66％

約 66～ 99％

100％

点滅

点灯

LED状態

充電中

充電完了

・本製品は、充電された状態で常備しておき、非常時にそれを持って避難すること
　を想定したバッテリーです。
・本製品は防水仕様ではありません。雨天時の屋外や浴室など、水のかかる恐れの
　ある場所では使用できませんのでご注意ください。
・本製品はお手元に届きましたら、速やかに本体・付属品の確認をお願いいたします。
・本製品はリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池の寿命は
　使用状況によって異なります。なお、リチウムイオン電池の交換はできません。
　完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら新しい製品をお買い求め
　ください。

・本製品に汚れが付着した際は、乾いた布でやさしく拭き取ってください。
・シンナー・アルコール・ベンジン・酸・アルカリ性洗剤等の溶剤は使用しないで
　ください。変質や劣化の原因となります。

○クレードル使用

1.バッテリー本体のDCジャックとクレードルのDC
　プラグを接続し、続けてUSBケーブルのMicro-USB
　をクレードルのMicro-USBポート (充電用 )に差し
　込みます。

○クレードル未使用

1. USBケーブルのMicro-USBをバッテリー本体の　　
　Micro-USBポート (充電用 )に差し込みます。

2.  ACアダプターをご家庭用のコンセントに差し込み、
　バッテリー本体のLEDが白色に点滅していれば充電
　中の状態です。
3.  バッテリー本体のLEDが点灯状態に変われば、バッ
　テリー本体への充電は完了です。

○手回し充電

○バッテリー本体からの給電
準備 :お使いの機器用のUSBケーブルを別途用意します。 準備 :お使いの機器用のACアダプターとUSBケーブルを別途用意します。

○クレードルを使用する場合

※押し出しの際、外筒下部の内側の溝などで指や手を
　切らないようににご注意ください。

1.お使いの機器用のUSBケーブルのプラグを図の
　ように、クレードルのスマートフォンケース底面
　の溝に沿わせ、USBケーブル通し穴に通します。

2.USBケーブルのプラグを充電したい機器に差し
　込んでください。スマートフォンを充電する場
　合、スマートフォンケースに収納しながら充電
　することが可能です。

3. 充電が完了したら、ACアダプターとUSBケーブルを取り外してください。

1.お使いの機器用のUSBケーブルのUSBを、バッテ
　リー本体のUSBポート (給電用 )に差し込み、反対
　側のプラグをお使いの機器へ接続します。

2.バッテリー本体とお使いの機器をUSBケーブルで接
　続すれば給電が開始します。

LED1 2 3

3. 収納の際には、下図のように内筒電源ボタン
　面を手のひらで軽く叩きながら押し入れると、
　スムーズに収納することができます。

免責事項について
1. 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他事故、
　お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた
　損害に関して、当社は一切の責任を負い兼ねます。

2. 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切
　の責任を負い兼ねます。

アフターサービス
●お取扱い方法、お手入れ方法、正常な使用状況で故障した場合、その他不明点などは
　弊社お問い合わせコールセンターまでご相談ください。
●万が一初期不良が発生した場合はご相談ください。お客様のご都合による返品、交換
　は承っておりませんのでご了承ください。
●使用上の誤り、他の機器から受けた損害、修理や改造による故障または損害、または
　お買い上げ後の落下等による故障および損害等は有料修理となります。

※勢いよく押し入れると、指や手を挟む恐れや、爪を割
　る恐れがあります。ご注意ください。

バ
ッ
テ
リ
ー
本
体
へ
の
充
電
時

現象 原因と初期確認 対処の方法項目

共通項目

クレードル
使用時

クレードル
未使用時

手回し
充電時

3. 充電が完了したらUSBケーブルを取り外してください。

※バッテリー本体の充電中に、お使いの機器への給電が可能です。
※LEDの光り方はP.3をご参照ください。

※DCプラグへ斜め方向の力をかけないでください。※LEDの光り方はP.3をご参照ください。

※回す際は周りに人や物がないことを確認してください。
※回しながら他の機器には充電しないでください。
※充電時間、通話時間は目安です。お使いのスマートフォ
　ンの機種によって異なります。

2．ACアダプターをご家庭用のコンセントに差し込　
　み、クレードルのLEDが白色に点滅していれば充　
　電中の状態です。
3.クレードルのLEDが点灯状態に変われば、バッテ　
　リー本体への充電は完了です。

LED1 LED2 LED3

点滅

点灯

点灯

点灯

消灯

点滅

点灯

点灯

消灯

消灯

点滅

点灯

充
電
時

給
電
時

約 66～ 100％

約 33～ 66％

約 3～ 33％

約 3％未満

点灯

点灯

点灯

点滅

点灯

点灯

消灯

消灯

点灯

消灯

消灯

消灯

○バッテリー本体 ○クレードル

充電時間が所定の充電時間に比べて長い。
※充電時間の目安は約 4時間です。

充電できない。

バッテリー本体の外筒を上へスライドさせ、内筒を
回しながらゆっくりと引き抜いていない。

DCプラグの変形に注意しつつ、バッテリー本体の外筒を上へスライ
ドさせ内筒を回しながらゆっくりと本体を抜いてください。それでも
抜けない場合は軽く左右にふりながらゆっくり抜いてください。

付属のACアダプター、USBケーブルを使用し、接続を確認
してください。本体への充電は、Micro-USB接続となります。

付属のACアダプター、USBケーブルを使用し、接続を確認
してください。本体への充電は、Micro-USB接続となります。

付属のACアダプター、USBケーブルを使用し、接続を確認
してください。本体への充電は、Micro-USB接続となります。

付属のUSBケーブルを使用し、接続を確認してください。
またUSBポートなどに異物が詰まっていないかを確認して
ください。

充電できない。

バッテリー本体のLEDが点滅・点灯しない。

手回し充電中にバッテリー本体のLEDが点灯しない。

付属のUSBケーブルを使用していない、もしくは異
物が詰まっている。

バッテリー本体を充電してください。

バッテリー本体を充電してください。またはUSBケーブルの
接続を確認してください。

回転スピード不足の可能性がある。 「1.5回転／秒」を目安に回してください。

付属のACアダプター、USBケーブルを使用してい
ない。もしくはACアダプター、USBケーブルの接
続が不十分である。 
付属のACアダプター、USBケーブルを使用してい
ない。もしくはACアダプター、USBケーブルの接
続が不十分である。 

付属のACアダプター、USBケーブルを使用してい
ない。もしくはACアダプター、USBケーブルの接
続が不十分である。 

付属のACアダプター、USBケーブルを使用し、接続を確認
してください。本体への充電は、Micro-USB接続となります。

付属のACアダプター、USBケーブルを使用してい
ない。もしくはACアダプター、USBケーブルの接
続が不十分である。 

付属のACアダプター、USBケーブルを使用してい
ない。もしくはバッテリー本体の寿命の可能性がある。

付属のACアダプター、USBケーブルを使用してください。

バッテリー本体・クレードル・ACアダプターや
USBケーブルが異常に熱い。

40℃以上の室内等で使用している。 約40℃以上の熱さ、又は熱による変形等が見受けらる場合、
直ちにUSBケーブルを抜き、充電を中止してください。

クレードルとの抜き差しができない。

何らかの理由で外筒が変形している可能性がある。 お客様サポートセンターまでご相談ください。

お客様サポートセンターまでご相談ください。

内筒を押し出せない、もしくは戻せない。
内筒を曲げられない。 矢印と逆方向に曲げている。 矢印の方向を確認し、曲げてください。

内筒のロックがかからない。 何らかの理由でロックが破損している。

お客様サポートセンターまでご相談ください。手回し中に異音がする。
※「ウィンウィン」と音がするのは正常です。

内筒のすき間に異物が混入している可能性がある。

バッテリー本体のLEDが点灯しない。 バッテリー本体の充電不足の可能性がある。

バッテリー本体を充電してください。バッテリー本体の充電不足の可能性がある。

バッテリー本体を充電してください。バッテリー本体の充電不足の可能性がある。給電時間が短い。

USBケーブルが接続できない。

バッテリー本体の電源ボタンを押してもLEDが点灯し
ない。(バッテリー残量の確認ができない)

給電できない。 バッテリー本体の充電が不足している。またはUSB
ポート(給電用)にUSBケーブルが挿入されていない。

お客様サポートセンターまでご相談ください。遠心力を利用して回すことができない。 遠心力を利用するのではなく、L字にした内筒を片手で
押しながら回す。それでも回転しない、もしくは回す際
の抵抗が大きいと感じる場合は故障の可能性がある。

クレードルのLEDが点滅・点灯しない。

お使いの機器へ
の給電時

その他

LED

注意 注意 注意

［底面］

※バッテリー本体をクレードルから引き抜く方法

まず外筒を上にスライドさせます。続いて上
図のように内筒を掴み、一方向に回転させな
がらゆっくりと上へ持ち上げ、引き抜いてく
ださい。それでも抜けない場合は軽く左右に
ふりながら抜いてください。

準備 : 付属の ACアダプターとUSBケーブルを接続します。USBケーブルをパソコン等に繋げて充電する　
　　　ことも可能です。

準備 :付属のACアダプターとUSBケーブルを接続し
　　　ます。USBケーブルをパソコン等に繋げて充電
　　　することも可能です。

矢印

※下記最右列の対処の方法でも解決しない場合は、お客様サポートセンターまでご相談ください。

お客様サポートセンター：03-3633-5161
受付時間：10時～ 12時／ 13時～ 17時 ( 土日祝を除く )


