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ポータブル充電器01(0201PDA) 取扱説明書
この度はお買い上げいただき、誠にありが
とうございました。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をお読み
いただき、正しくお使いください。お読み
になった後は、いつでも見られるようお手
元に大切に保管しておいてください。
また、製品に警告・注意などの表示がある
場合は、それに従ってください。
※�ご使用の au 電話が本製品の対応機種である�
ことを、au 総合カタログもしくは au お客様
センターにてご確認ください。

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵した、au電話専用のポータブル充電器0�です。
初めてご使用になるとき、または長時間ご使用にならなかった際は、必ず充電してからご使用ください。

安全上のご注意（安全にお使いいただくために必ずお読みください）
●��この「安全上のご注意」には、ポータブル充電器01をご使用になるお客様や他の人々への危害や
財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しております。

●��各事項は以下の区分に分けて記載しています。
表示の説明

	 危険 この表示は「人が死亡または重傷※1 を負う危険が差し迫って生じることが想定
される内容」を示しています。

	 警告 この表示は「人が死亡または重傷※1 を負う可能性が想定される内容」を示して
います。

	 注意 この表示は「人が傷害※2 を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3 の発生
が想定される内容」を示しています。

※1 「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るも
の、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電など
を指します。

※3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

禁止 分解禁止 水濡れ禁止 濡れ手禁止 指示

行ってはいけない（禁止）内容を示しています。 必ず実行していただく（強制）内容を示しています。

＜免責事項について＞
・��地震や雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、�
お客様の故意または過失、誤用、その他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
一切の責任を負いません。
・�本製品の使用または使用不能から生じる附随的な損害（事業利益の損失・事業の中断・記録内容の
変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
・�本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ません。
・�当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に
関して、当社は一切の責任を負いません。

ポータブル充電器0�

＜構成品＞
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	危険 （誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず以下の危険事項を	
お読みになってからご使用ください。）

指示 必ず指定の au電話および周辺機器をご使用ください。
指定の機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
ご使用のau電話が本製品の対応機種であることを、au総合カタログもしくはauお客様センターにてご確認ください。

禁止 ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に au電話の電源をお切
りください。また、充電もしないでください。
ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。また、ガソリンスタンド構内等でおサイフケータイ®
をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（FeliCa ロックを設定されている
場合、ロックを解除したうえで電源をお切りください。）

禁止 au共通ACアダプタ0�（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップや
アクセサリーなどを接触させないでください。
火災・感電・傷害の原因となります。

禁止 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）やガソリンスタンドでの給油中	
など引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止 電子レンジや高圧容器などの中にポータブル充電器0�を入れないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。

禁止 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物	
（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。
火災や故障の原因となる場合があります。

禁止 本製品内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこす恐れがありますので、直ちに水で洗い流
してください。また、液が目に入ったときは、失明の恐れがありますのでこすらず、きれいな水で洗っ
た後、直ちに医師の診断を受けてください。
失明などの事故の原因となります。

分解
禁止

お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。
電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂・傷害の原因となりま
す。万一、改造などにより au電話や車両などに不具合が生じても、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は、電波法違反になります。

	警告 （誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず以下の警告事項を	
お読みになってからご使用ください。）

禁止 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。
破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

禁止 水などの液体を直接かけたりしないでください。また、水やペットの尿など液体が直接かかる	
場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対にしないでください。
感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。（雨天・降雪中・海岸・水辺�
などでの使用は、特にご注意ください。）
誤って水に落としたときは、直ちに au 電話の電源を切り、電池パックを外して au ショップ�
または auお客様センターまでご連絡ください。

禁止 充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

禁止 指定以外の電源電圧では使用しないでください。
火災・感電などの原因となります。au共通ACアダプタ01（別売）は日本国内家庭用AC100�V を
使用し、単相200�V での充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。

禁止 au共通ACアダプタ0�（別売）の電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、
重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。
ショート・感電・火災の原因となります。

禁止 所定の充電時間を越えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。

禁止 屋外で雷鳴が聞こえたら使用しないでください。
落雷・感電の恐れがあります。

禁止 電子レンジなどの加熱調理器や高圧を生じる機器類に入れないでください。
破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。

禁止 ガソリンスタンドなど、引火性ガスや粉塵が発生する恐れのある場所では、使用しないでください。
爆発・火災の原因となります。
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	注意 （誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず	
以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。）

禁止 直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこり
の多い所に保管しないでください。
発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。

強制 充電は安定した場所で行ってください。
傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃�
などにも十分ご注意ください。バイブレーター設定中は、特にご注意ください。

禁止 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
誤って飲みこんで窒息するなど、事故や傷害などの原因となる場合があります。

禁止 外部から電源が供給されている状態の au電話本体・電池パック・充電用機器に長時間、触れな
いでください。
低温やけどの原因となる場合があります。

強制 au共通ACアダプタ0�（別売）の電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてくだ
さい。
コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

強制 お子様が使用する場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱い内容を教えてください。
また、使用中においても指示どおりに使用しているかご注意ください。

禁止 コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超え
ると、発熱による火災の原因となります。

禁止 製品本体またはコードの上に重いものを載せないでください。
感電・発火・傷害・故障の原因となります。

[ 取扱上のお願い ]	
●��本製品を充電するには、au共通ACアダプタ01（別売）が必要です。
●��本製品は、au電話を充電するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。
●��極端な高温・低温・多湿はお避けください。
� �（周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
●��ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
●��汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを�
用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

●��充電中にau電話・ポータブル充電器01などが温かくなることがありますが、異常ではありません。
●��ご使用にならないときは、au共通 ACアダプタ01（別売）のコネクタをポータブル充電器01
の外部接続端子から外し、ポータブル充電器01のコネクタを au電話の外部接続端子から外して
ください。

●��一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありま
すので、なるべく離れてご使用ください。

●��無理な力がかかると故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、
カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。

●��au 共通 ACアダプタ01（別売）の電源コードを au電話本体・ポータブル充電器01・卓上ホルダ
に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

●��au 共通DCアダプタと本製品及び au電話を接続した場合は、au電話の電池充電時間が長くなる
ことがあります。

� �au電話の電池を優先して充電する場合は、au共通DCアダプタとau電話を直接接続してください。
●��ポータブル充電器01どうしは接続しないでください。ポータブル充電器01どうしを接続すると、
機器の誤動作、破壊の恐れがあります。

●��ポータブル充電器01は消耗品です。
●��使用状態などによっても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、�
ポータブル充電器01の交換時期です。新しいポータブル充電器01をお買い求めください。

●��ポータブル充電器01の寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります。
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ポータブル充電器0�に内蔵されている充電式電池について
●		自己放電
� �充電式電池は長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用になる前に必ず充電
してください。

●		充電式電池には寿命があります。
� �充電、放電を繰り返すうちに使用時間は徐々に短くなります。使用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。充電式電池の寿命は使用状態により異なります。

●		普通のゴミと一緒に捨てないでください。
� �環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要になった製品は普通ゴミと一緒に捨てずにお近くの
auショップなどにお持ちください。

接続のしかた

1 		本製品のコネクタの取り出しかた
	 	ブッシングを持ち、矢印方向に引きながらコネクタ

を取り出します。
	 	コードを持って引っ張ったり、コネクタを無理に	

引き抜こうとすると故障の原因となりますので	
ご注意ください。

本製品

コネクタ

ブッシング

2 		本製品の外部接続端子カバーを開き、au共通ACアダプタ0�（別売）のコネクタ形状を確認して、
外部接続端子に“カチッ”と音がするまで差し込みます。

3 		au 共通ACアダプタ0�（別売）の電源プラグを回転させて起こし、家庭用AC�00	V のコンセ
ントに差し込みます。

電源プラグ部の使いかた

　矢印の電源端子を
　つかみ電源プラグを
　起こします。
　コンセントの状態に
　あわせて回転させ、
　差し込みます。

au 共通ACアダプタ
0�（別売）

本製品 ※�電源プラグの位置が異なる au共通
ACアダプタ01もあります。

4 		au 電話の外部接続端子カバーを開き、本製品のコネクタ形状を確認して、外部接続端子に	
“カチッ”と音がするまで差し込みます。

本製品au電話

※�お使いの機種により au電話のイラストが
異なることがあります。ご了承ください。
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使用方法

【使用方法1】
外出先などACコンセントがない場合は、本製品と au電話を接続し、本製品の内蔵電池から au電
話の電池を充電することができます。

au 電話

au共通ACアダプタ0�
（別売）

本製品

コネクタ充電○

（注意）
本製品と卓上ホルダのみを接続した場合、本製品の�
内部回路が動作して本製品の内蔵電池電圧が徐々に�
低下し、外出先での使用時間が短くなります。
この状態で長時間放置しないことをお奨めします。

卓上ホルダのみ（au電話付属品）

本製品

H0507-2098� 2008.9�第 3.0�版

《無償修理規定》
1.��本書にお買上げ年月日、販売店名が記載され
ているかどうかお確かめください。万一記載
のない場合及びお客様名の記入がない場合、
内容が書き換えられた場合は、有償修理とな
ります。

2.��保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに
従った正常な使用状態で機器が故障した場合
には、無償修理をさせていただきます。

3.��保証期間内でも、以下の場合には有償修理と
なります。（または、修理ができない場合が�
あります。）

� ①��取扱説明書に従った正しい使用がなされ�
なかった場合。

� ②��不当な修理や改造による故障や損傷の�
場合。

� ③��使用上、取扱上の過失または事故による�
故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、
湿気等の痕跡がある場合。

� ④��地震、風水害などの天災及び火災、塩害、
異常電圧等による故障や損傷。

� ⑤��本書の提示がない場合。

4.��機器の損傷状況によっては、修理を承れない
場合もあります。

5.��本書記載の機器が故障したことにより、発生
した損害・損失については負担いたしません。

6.��本製品を指定外の機器と接続して使用した�
場合、万一発生した事故については、責任を
負いかねます。

7.��出張による修理対応はお受けできません。
8.��本書は日本国内においてのみ有効です。
� �（This�warranty�is�valid�only�in�Japan.）
9.��本書は再発行しませんので、大切に保管して
ください。

修理メモ
年月日 修理内容 修理店・担当
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使用方法（つづき）

【使用方法2】
充電①
ACコンセントに挿入した au共通ACアダプタ01（別売）と本製品及び au電話が接続されている�
場合は、優先的に au電話の電池を充電します。
充電②
au 電話の電池が充電完了となると、自動的に本製品の内蔵電池を充電します。

au 共通ACアダプタ0�
（別売）

本製品
au電話

ACコンセント充電①
充電②

（注意）
ACコンセントに挿入していない au共通ACアダプタ01（別売）が本製品に接続されているときは、
本製品の内蔵電池から au電話の電池を充電することはできません。
【使用方法1】にありますようにau共通ACアダプタ01（別売）のコネクタは、外してご使用ください。
au電話の機種によっては、充電完了付近で au電話のランプとポータブル充電器01のランプが同時
に点灯したり、両方のランプが消灯する場合もありますが、故障ではありません。

【使用方法3】
ACコンセントに挿入したau共通ACアダプタ01�
（別売）と本製品が接続されている場合は、本製品
の内蔵電池を充電することができます。

au共通ACアダプタ0�
（別売）

本製品

ACコンセント
充電○

	 保証書	 （持込み修理）

品　名 ポータブル充電器01
型　名 0201PDA
製造番号※

保証期間 お買上げ日より1年
お買上げ日※ � � 年� 月� 日

お客様

お名前� 様

ご住所

電話番号
＊�本保証書は、本書に明示した期間、条件のもと
で、無償修理をお約束するものです。従って、
本書によって保証書を発行している者（保証責
任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様
の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、
KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）お客様�
センター（右記）及び、auショップ、PiPit 店
等にお問い合わせください。

販売店※

店名・住所

電話番号

※��印欄に記入のない場合は無効となりますので�
必ずご確認ください。

(注)�・�修理の際、弊社の品質基準に適合した再�
利用部品を使用することがあります。

� � ・�お客様にご記入いただいた保証書の内容は、
保証期間内のサービス活動のために記載�
内容を利用させていただく場合がございま
すので、ご了承ください。

発売元� KDDI 株式会社
� � � 東京都千代田区飯田橋 3丁目10番10号

� � 沖縄セルラー電話株式会社
� � � 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号

� � au お客様センター　0077-7-113

製造元� パナソニック株式会社

切
取
り
線

切取り線
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充電の表示

1 		au 電話が充電されているとき（【使用方法�】または【使用方法�】の充電①）、au電話の着信
ランプが赤く点灯します。
●��充電が開始されると着信ランプは赤点灯になります。
※��着信ランプが点灯しないと充電されていませんので、ポー
タブル充電器01が確実に接続されているかご確認くださ
い。

充電状態とランプの関係

ランプ表示 充電状態

赤点灯 充電中

消灯※ 充電完了
■		充電が完了すると着信ランプが消灯※します。
●��充電が完了したら、ポータブル充電器01のコネクタを au電話から外してください。

着信ランプが点灯しないとき
●��着信ランプが赤点灯するまでしばらくお待ちください。しばらく待っても点灯しないときは、
接触不良が考えられます。au電話をセットし直してください。それでも点灯しない場合は、
auショップもしくは auお客様センターまでご連絡ください。

着信ランプが赤く点滅したとき
●��充電の際、着信ランプが赤く点滅したときは、ポータブル充電器01と au電話を接続し直し
てください。それでも点滅が続く場合は充電を中断し、auショップもしくは auお客様セン
ターまでご連絡ください。

2 		ポータブル充電器0�が充電されているとき（【使用方法�】の充電②または【使用方法�】）、
ポータブル充電器0�の表示ランプが赤く点灯します。
●��充電が開始されると表示ランプは赤点灯になります。
※��表示ランプが点灯しないと充電されていませんので、
au 共通 ACアダプタ01（別売）が確実に接続されて
いるかご確認ください。

充電状態とランプの関係

ランプ表示 充電状態

赤点灯 充電中

消灯※ 充電完了
■		充電が完了すると表示ランプが消灯※します。
●��充電時間の目安：約5時間
� �（環境温度により、充電完了までの時間が長くなることがあります。）
●��充電が完了したら、au共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをポータブル充電器01から�
外し、au共通ACアダプタ01（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。

表示ランプが点灯しないとき
●��表示ランプが赤点灯するまでしばらくお待ちください。しばらく待っても点灯しないときは、
接触不良が考えられます。ポータブル充電器01をセットし直してください。それでも点灯�
しない場合は、auショップもしくは auお客様センターまでご連絡ください。

表示ランプが赤く点滅したとき
●��充電の際、表示ランプが赤く点滅したときは、au共通ACアダプタ01（別売）とポータブル�
充電器01を接続し直してください。それでも点滅が続く場合は充電を中断し、auショップ
もしくは auお客様センターまでご連絡ください。

コネクタの外しかた

左右のリリースボタンを押しながら、引き抜
きます
●��無理に引き抜こうとすると故障の原因となりますので、
ご注意ください。 コネクタ両側の

ボタンを押します。
コネクタ両側のボタンを
押しながら抜きます。

切
取
り
線

切取り線
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電池残量表示

BATTERY CHECK
ボタン

押す

本製品のBATTERY	CHECKボタンを押す
と、表示ランプにより本製品の電池残量を	
確認することができます。

表示ランプ 電池残量

点灯 残量十分

点滅 残量少

消灯 充電が必要

充電についての注意事項
●��ポータブル充電器01で au電話を充電する前に、ポータブル充電器01の充電を行ってください。ポータブル
充電器01を長時間充電せず放置していた場合は、自然に放電しますので、残量が少なくなります。

●��au 電話の電源がONの待受状態でも充電はできますが、その場合の充電時間は長くなります。
●��ポータブル充電器01は、周囲温度により充電できる時間（回数）が大きく変化することがあります。
●��ポータブル充電器01で au電話を充電後、au電話の電源を入れ、電池パックの残量を確認してください。
� �電池パックの残量が最大になっていなければ、十分な充電が行われていません。
� �再度、au共通ACアダプタ01（別売）で au電話を充電していただく必要があります。

携帯電話・PHS�事業者は、環境を保護し、
貴重な資源を再利用するためにお客様が
不要となってお持ちになる電話機・電池・
充電器を、ブランド・メーカーを問わず
マークのあるお店で回収し、リサイク

ルを行っています。

仕	様	 品　　番	 ：�0201PDA
	 	 入　　力	 ：�DC�5.0�V、600�mA
	 	 内蔵電池	 ：�リチウムイオン電池
	 	 出力容量	 ：�3.6�V 出力時1250�mAh
	 	 寸　　法	 ：�直径 / 約 72�mm　厚さ /約 25�mm
	 	 質　　量	 ：�約 82�g
	 	 コード長さ	：�約 0.4�m
	 	 周囲温度	 ：�5℃～ 35℃
	 	 周囲湿度	 ：�35％～85％
※��仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、�
あらかじめご了承ください。

充電式電池のリサイクルにご協力をお願いします
本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池はリサイクル可能な資源です。
貴重な資源を守るために、ご使用済みの本製品は、廃棄せず、auショップなどへお持ち
ください。

お手入れのしかた
●��表面の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。濡れた布などで拭くと、故障の原因となります。また、
アルコール、シンナー、洗剤などで拭くと、変色や表示部のはがれなどが発生する恐れがあります。

アフターサービスについて
■		保証について
●��この商品には、保証書が付いています。お買い上げいただいた販売店で所定事項を記入していただき、内容を
ご確認のうえ、大切に保管してください。

●��保証期間は、お買い上げ日より1年間です。万一故障が発生したときは、ご自身で分解せずにお買い上げの
販売店に修理をお申し付けください。保証書の記載内容に従い修理いたします。

� �詳しくは、保証書をご覧ください。
●��保証期間終了後の処理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理可能な場合は、お客様の�
ご要望により有料にて修理いたします。

■		サービス（点検修理）を依頼される場合
●��ご使用中、不審な点やふだんと異なる状態に気付かれたときは、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店
に点検修理を依頼してください。

●��アフターサービスについてのご不明な点、または本製品に関するご相談、ご質問は、KDDI（株）・沖縄セルラー
電話（株）お客様センター（ 0077-7-113）及び、auショップ、PiPit 店等にお問い合わせください。
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