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取 扱 説 明 書
ポ ー タ ブ ル 電 源

品

番CB-LS01

保証書別添付

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」（3〜4ページ）を必ずお読みください。
●�保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切
に保管してください。
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安
全
上
の
ご
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。

 危険

��カープラグは 12V 車のシガーライター
ソケットに差し込む

電池の液もれや発熱、破裂、発火、
けがの原因になります。

��入力と出力を逆に接続しない
電池の液もれや発熱、破裂、発火、
けがの原因になります。

��火の中へ入れたり、加熱をしない
発熱や破裂、発火の原因になります。

��医療機器へは接続しない
誤動作による事故の原因になります。

��専用 AC アダプターを使用する
専用ACアダプターを使用しないと、
発熱や発火の原因になります。

��定格電圧・電流を超えて充電しない
電池の液もれや発熱、破裂、発火、
けがの原因になります。

��充電用入力ジャック、AC 出力コンセント、
USB 出力ソケットをショートさせない

感電やけがの原因になります。

��水やその他の液体を入れたり、ぬらした
りしない

発熱や発火、感電の原因になり
ます。

水ぬれ禁止

��廃棄時以外に分解しない
電池の液もれや発熱、破裂、発
火の原因になります。

分解禁止

安全上のご注意 必ずお守りください  
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 警告

��強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない
火災ややけど、けがの原因になりま
す。

��毛布などをかぶせた状態で充電しない
発熱や発火、やけどの原因になりま
す。

��使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形
など、今までと異なるときは、使用しない

電池の液もれや発熱、破裂、発火の
原因になります。

��専用 AC アダプター、専用 AC コードを
破損するようなことはしない

傷んだまま使用すると、発火や感電
の原因になります。

��風呂場などの湿気が多い場所では、使用しない
発熱や感電の原因になります。

��コンセントや配線器具の定格を超える使
いかたをしない

発火の原因になります。

��専用 AC アダプター、専用 AC コードは
根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、発火や感
電の原因になります。 ��専用 AC アダプター、専用 AC コードの

ほこりなどは定期的にとる
電源プラグにほこりなどがたまると、
発火や感電の原因になります。

 注意
��湿気やほこりの多いところ、また高温と
なるところには保管しない

発熱や破裂、発火の原因になります。

��0℃～ 40℃以外の場所で使用や充電、 
保管しない

電池の液もれや発熱、破裂の原因に
なります。

��ぐらついた台の上や傾いた場所など、 
不安定な場所に置かない

落下して、けがの原因になります。

��停電検知ライトを直視したり、人や動物
へ向けたりしない

目を傷める原因になるおそれがあり
ます。

��液もれに注意する
本製品内部の液が目に入ったときは、
こすらずきれいな水で洗ったあと、直
ちに医師の診察を受けてください。ま
た、皮膚や衣類に付着したときは、す
ぐにきれいな水で洗い流してください。
失明や皮膚の障害の原因になります。

��本体を振り回さない
けがの原因になります。

��お子さまの手の届かないところで使用・
保管する

感電やけがの原因になります。

��所定の充電時間を超えても充電が終了し
ない場合は、充電をやめる

そのまま使用すると電池の液もれや
発熱、破裂、発火の原因になります。

��ぬれた手で本体や付属品を取り扱わない
発火や感電の原因になります。

ぬれ手禁止

安全上のご注意 必ずお守りください  （つづき）

��ベルトを確実につける
落下して、けがの原因になります。
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安
全
上
の
ご
注
意
／
使
用
上
の
お
願
い
／
特
長

使用上のお願い
〈充電時のお願い〉
�¡必ず付属の専用ACアダプター、もしくは付属のシガーライターケーブルを使って充電してください。
�¡充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本体および専用ACアダプターをラジオ、
テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
�¡車のシガーライターより充電する場合は、12V用の車で行ってください。また一部の車種でシ
ガーライターソケットの形状などが合わない場合があります。その場合は使用しないでください。
�¡電源使用時は充電することができません。

〈AC電源使用時のお願い〉
�¡100VA以下かつ100W以下の機器に接続してください。また使用される機器の定格消費電
力が100W以下であっても、起動時、運転時の入力容量が大きい機器は使用できません。� �
次の機器は定格消費電力と入力容量に大きな差がありますので、最大入力容量を事前にご確
認ください。� �
・掃除機、扇風機、冷蔵庫、ポンプなどモーターを使用している機器
�¡本製品はインバータ回路で直流を交流にしているため、安定で正確な波形、周波数、電圧を
出力しないことがあります。それらの条件を必要とする機器には使用しないでください。� �
また生命に関わるような医療機器の動作を保証するものではありません。絶対に使用しない
でください。また、一部の機器で使用できない場合があります。
�¡AC電源の周波数は、使用する機器に合わせて切り替えてください。
�¡AC電源使用時に、ラジオ、テレビなどの電子機器に雑音が入ることがあります。その場合
は本体を機器より離すようにしてください。
�¡充電中、電源を使用することができません。

〈DC電源使用時のお願い〉
�¡1端子あたり、5V　500mAを超える機器に接続しないでください。
�¡本製品にUSB�HUBを接続しないでください。
�¡本製品はデータを記憶するメモリー機能はありません。
�¡本製品の使用に際して、接続機器のメモリー内容が消去しましても一切の保証を負いかねます。
�¡充電中、電源を使用することができません。

〈長期保管上のお願い〉
�¡電池の劣化を防ぎ、長くご使用いただくために、半年に1度、40〜60%充電してください。
（残量表示3〜4個点灯）� �
※充電時間の目安：残量表示1個点滅の状態から、約2時間充電してください。
�¡涼しい所（20℃程度）で保管してください。

〈旅客機で携行するときの注意〉
�¡旅客機で携行手荷物として持ち込む場合、または貨物室内にスーツケースなどに入れて預け
る場合は、事前に航空会社に申告して許可を得てください。

特長
�¡リチウムイオン電池内蔵だからコンパクトで持ち運びが容易な電源です。
�¡出力はAC（100V）、DC（5V）が可能。充電はAC（専用ACアダプター使用）、DC（12V）ど
ちらでも使用できます。
�¡停電時は簡易ライトと操作部のバックライト、およびアラームにより、所在を知らせます。
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〈本体〉

停電検知ライト
ボタン

�¡停電検知ライトを� �
ON／OFFします
�¡5秒間長押しで、停電検
知機能のアラームの設定
（ON／OFF）を切替えま
す

充電用入力
ジャック

専用のACアダプターまたは
シガーライターケーブルをつ
ないで、本機を充電します

残量表示
ボタン

残量表示ランプを点滅させ
ます（「残量表示ランプの見
かた」（13ページ）参照）

DC出力ボタン DC5V出力を� �
ON／OFFします

AC出力ボタン� AC100V出力を� �
ON／OFFします

AC出力周波数
切替えスイッチ

AC100V出力の周波数を
切替えます

寿命表示ランプ�
�

�¡内蔵バッテリーの寿命時
期がきたら点灯します
�¡内蔵バッテリーの残量が
なくなったら点滅します

停電検知ライト �¡ ACおよびDC入力が遮断
したら5分間点灯します
�¡停電検知ライトボタンの
操作でON／OFFします

残量表示ランプ 内蔵バッテリーの残存容量
を表示します

DC出力ランプ DC5V出力がONのときに
点灯します

AC出力ランプ AC100V出力がONのとき
に点灯します

AC出力
コンセント

AC100Vのコンセントです
（Max.100VA）
※�アース端子は接続されま
せん

USB出力
ソケット

DC5Vを出力するソケット
です（Max.500mA）

ベルト取付部 ベルトを通して本体を持ち
運びます

収納式取手 取手を取り出して本体を持
ち運びます

停電検知ライトボタン

充電用入力
ジャック

寿命表示ランプ

停電検知ライト

USB出力ソケット

ベルト取付部

収納式取手

AC出力コンセント

AC出力周波数
切替スイッチ

残量表示ボタン

DC出力ボタン

AC出力ボタン

残量表示ランプ

DC出力ランプ

AC出力ランプ

入力・操作関係

出力・表示関係

各部のなまえ
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各
部
の
な
ま
え

〈専用ACアダプター〉
AC電源より充電するときに� �
専用ACコードに接続して使います。

〈シガーライターケーブル〉
自動車のシガーライターソケット（DC12V）より充電するときに使います。

〈ベルト〉
本体のベルト取付部に通して、� �
肩にかけるのに使います。

コネクター

アース線

電源プラグ

カープラグ

コネクター

〈専用ACコード〉
AC電源より充電するときに� �
専用ACアダプターに接続して使います。

ベルトの取り付けかた

1.	ベルトを本体の  
ベルト取付部にとおす

3.	ベルトの端を留め具の  
もう一方の穴にとおす

2.	ベルトの端を留め具に  
とおす

4.	ベルトのもう一方を引いて、
抜けないことを確認する

�¡手順1〜4の操作を行って、もう片方のベルトも取り付
けてください。
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充電のしかた
充電をする前に「充電時のお願い」（5ページ）をよくお読みになり、正しくご使用ください。

AC電源を使用して充電する

1.	AC出力ランプ、DC出力ランプが消灯になっていることを確認する。

2.	専用ACアダプターと専用ACコードを接続する。

3.	専用ACアダプターのコネクターを、本体の充電用入力ジャックに差し込む。
�¡コネクターを奥まで確実に差し込んでください。
�¡アース線は安全のため、必ず接続してください。

4.	専用ACコードの電源プラグをコンセントに差し込む。
�¡本体の充電表示ランプが“空”から“満”へフラッシュ（連続して点滅）すれば、充電中です。
充電時間の目安：約3.5時間

5.	充電が完了すると、残量表示ランプが全て（5個）1分間点灯後、消灯する。

※充電中、本体や専用ACアダプターがあたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。
※�充電中、または充電後、電源プラグを抜くなどして電源供給を止めたら停電検知機能が働き
ます。

残量表示ランプ DC出力ランプ AC出力ランプ
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充
電
の
し
か
た

車（12V車）のシガーライター電源を使用して充電する

1.	AC出力ランプ、DC出力ランプが消灯になっていることを確認する。

2.	車のエンジンをかける。

3.	付属のシガーライターケーブルのカープラグを車のシガーライターソケットに
差し込む。
�¡カープラグは12V車のシガーライターソケットに差し込んでください。
�¡12V車以外は、絶対に使用しないでください。

4.	コネクターを本体の充電用入力ジャックに差し込む。
�¡コネクターを奥まで確実に差し込んでください。
�¡本体の充電表示ランプが、“空”から“満”へフラッシュ（連続して点滅）すれば、充電中です。
充電時間の目安：約4.5時間

5.	充電が完了すると、残量表示ランプが全て（5個）1分間点灯後、消灯する。

※充電中、本体があたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。
※炎天下の車内など、高温になる場所で充電しないでください。
※�充電中、または充電後、シガーライターケーブルを抜くなどして電源供給を止めたら停電検
知機能が働きます。

12V車用
シガーライターソケットへ

残量表示ランプ DC出力ランプ AC出力ランプ
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使いかた

AC100V電源を使用する
「AC電源使用時のお願い」（5ページ）をよくお読みになり、正しくご使用ください。

1.	残量表示ボタンを押して、内蔵バッテリー残量を確認する。  
（「残量表示ランプの見かた」（13ページ）参照）
�¡残量が少ない場合は、充電をしてください。

2.	専用ACアダプターのコネクター、またはシガーライターケーブルのコネクター
を、本体の充電用入力ジャックから抜く。

3.	AC出力周波数切替スイッチで、使用する機器の適合周波数に合わせる。

4.	使用する機器のACプラグを、本
体のAC出力コンセントに差し込
み、AC出力ボタンを出力ランプ
が点灯するまでONにする。
�¡使用できる機器は、100VA以下か
つ100W以下です。100VAを超え、
120VA以下の機器を使用した場合
は約5分後に、120VAを超える機器
の場合はすぐに、異常表示状態（「残量
表示ランプの見かた」（13ページ）参照）�
となり、出力が停止します。
�¡AC出力ボタンON時に、本体のAC
出力ランプが点灯していることを確
認してください。

5.	使用する機器の電源スイッチを入
れて使用する。
�¡出力無負荷（約1VA以下）の状態が
20分続くと、AC出力は自動的に
OFF（AC出力ランプー消灯）になり
ます。

6.	使用中に寿命表示ランプが点滅
し、アラームが鳴った場合、直ち
に機器の使用を中止する。
�¡それでも使用を続けた場合は再びア
ラームが鳴り、自動的に電源を遮断
します。

7.	  機器の使用後はACプラグを抜き、
AC出力ボタンをOFFにする。
�¡本体のAC出力ランプが消灯してい
ることを確認してください。

残量表示ボタン
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USB（DC5V）電源を使用する
「DC電源使用時のお願い」（5ページ）をよくお読みになり、正しくご使用ください。

1.	残量表示ボタンを押して、内蔵バッテリー残量を確認する。  
（「残量表示ランプの見かた」（13ページ）参照）
�¡残量が少ない場合は、充電をしてください。

2.	  専用ACアダプターのコネクター、またはシガーライターケーブルのコネクター
を、本体の充電用入力ジャックから抜く。

3.	使用する機器のUSB-A型コネクター
を、本体のDC出力ソケットに差し込
み、DC出力ボタンを出力ランプが点
灯するまでONにする。
�¡本製品はUSBの定格（DC5V/500mA）
に準拠した出力を行いますので、お手持
ちの機器が対応しているか機器の取扱説
明書などでご確認の上、ご使用ください。
・��機器によってはUSBの定格(DC5V/�
500mA）を大きくこえる電力が必要
なものがあります。そのような機器に
接続すると、本製品の保護機能が働き
ご使用になれないことがあります。
・��機器に使用するケーブルが指定されてい
る場合、そのケーブルをお使いください。
・��パソコン側と通信を行う仕様の機器の場
合、ご使用になれないことがあります。
�¡使用できる機器は、1つのソケットで
DC5V、500mAまでです。500mAを
超える機器を使用した場合はすぐに異常表
示状態（「残量表示ランプの見かた」（13ペー
ジ）参照）となり、出力が停止します。
�¡DC出力ボタンON時に、本体のDC出
力ランプが点灯していることを確認して
ください。

4.	使用する機器に電源スイッチがあれば、電源スイッチを入れて使用する。

5.	使用中に寿命表示ランプが点滅しア
ラームが鳴った場合、直ちに機器の使
用を中止する。
�¡それでも使用を続けた場合は再びアラー
ムが鳴り、自動的に電源を遮断します。

6.	機器の使用後はUSB-A型コネクター
を抜き、DC出力ボタンをOFFにする。
�¡本体のDC出力ランプが消灯しているこ
とを確認してください。

使
い
か
た残量表示

ボタン
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使いかた （つづき）

AC100VとUSB（DC5V）は、同時に使用することができます。
〈ご使用時間の目安〉

消費電力
USB（DC5V）時 5W ー ー ー ー ー ー

AC100V時 5VA 10VA 20VA 40VA 60VA 80VA 100VA

使用時間（目安） 20時間 10時間 5時間 2時間30分 1時間40分 1時間15分 1時間

※�上記の使用時間は、満充電した内蔵バッテリーを一定の消費電力で使用した場合の目安です。�
また同じ消費電力表示をしている機器であっても、使用時間が異なる場合があります。
※�AC100VとUSB（DC5V）、およびUSB（DC5V）を2ソケット使用など同時に複数の出力
をする場合は合計してください。なおAC100VとUSB（DC5V）を同時に使用する場合は、
USB（DC5V）使用機器のW（ワット）の値をそのままVAの値として加えて、上表の“消費電
力AC100V時”で確認してください。

AC100V機器のVA値への換算について

AC100V機器でVA以外の表示をしている場合は、次のとおりVA値に換算してください。

 ¡ 説明書などの仕様欄に「○○W（ワット）」と表示している場合  
使用する機器の力率（cos θ）より、計算してください。
　○○VA=○○W／力率（cos�θ）

※力率の値は機器によって異なります。機器メーカーにお問い合わせください。

 ¡ 説明書などの仕様欄に「○○A（アンペア）」と表示している場合
　○○VA=○○A×100V

参 考

ライトを使用する

1.	停電検知ライトボタンを押せば、停電検知
ライトが点灯します。
�¡停電検知ライトは簡易ライトとして使用でき
ます。
�¡停電検知ライトだけを点灯した場合、約150
時間点灯します。

停電検知ライトボタン

停電検知ライト
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残量表示ランプの見かた
〈充電時〉
充電中は、“空”から“満”へフラッシュ（連続して点滅）します。（1秒で1サイクル）
�¡充電温度範囲以外の充電などで温度待機となった場合は、ゆっくりフラッシュ（連続して点
滅）します。（5秒で1サイクル）

〈充電完了〉
充電が完了すると、全て（5個）1分間点灯後、消灯します。
� � � （充電完了）� ○○○○○� 5個点灯
� � � � ➡
� � � （1分後）� ●●●●●� 消灯

〈残量チェック〉
残量表示ボタンを押すと、内蔵バッテリーの残量を5段階で約3秒間表示します。� �
充電中でも残量表示ボタンを押すと、残量チェックできます。

表示 残量表示ランプの点灯数 目安残量

○○○○○ 5個点灯 約80%以上

○○○○● 4個点灯 約60〜80%

○○○●● 3個点灯 約40〜60%

○○●●● 2個点灯 約20〜40%

○●●●● 1個点灯 約20%以下

※�目安残量が5%および0%になると放電終了警告表示をします。� �
「その他の機能」の「放電終了警告機能」（14ページ）を参照してください。

〈異常表示〉
本体に異常が起きた場合は以下の表示となりますので、対処をしてください。

異常表示 場面 リセットの方法

○●○●○
1・3・5番目点滅
アラーム断続音

ー 充電時
充電用入力ジャックに差し込んでいるコネクター
を一旦抜き、停電検知のアラームを解除して差し
込みなおす

AC出力ランプ
の点滅

AC100V
電源使用時

AC出力ボタンを押してOFFにし、再度ボタンを
押してONにする

DC出力ランプ
の点滅

USB（DC5V）
電源使用時

DC出力のボタンを押してOFFにし、再度ボタン
を押してONにする

※�「停電検知機能」（「その他の機能」（14ページ）参照）のアラームが「OFF」に設定されている場合
は、アラーム断続音は鳴りません。（「停電検知機能」のアラームは出荷時は「OFF」に設定さ
れています。）
�¡異常が起きる原因は、温度範囲外での充電や電源使用による過熱、定格を超える負荷による
電源使用、内蔵バッテリーの過放電などが考えられます。� �
原因を取り除いてから再び使用してください。
�¡考えられる原因を取り除いてもくり返し起きる場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。
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その他の機能
〈停電検知機能〉
専用ACアダプターを使って充電中にAC
電源が停電した場合、停電検知ライトとア
ラームが5分間動作します。
停電検知ライトが点灯すれば暗い場所でも
本製品の所在がわかります。
�¡同時に本体表示のバックライトが点灯し
ます。
�¡停電検知ライトとアラームは、停電検知
ライトボタンを押せば解除できます。
�¡車のシガーライター電源を使用して充電
している場合でも、充電を途中で止めた
ら停電検知機能が働きます。
�¡専用ACアダプターを使用して充電して
いる場合、停電してから多少遅れて停電
検知機能が働くことがあります。
�¡出荷時はアラームは「OFF」に設定され
ています。「ON」に設定する場合は、停
電検知ライトボタン（「各部のなまえ」（6
ページ）参照）を5秒間長押ししてくださ
い。

〈放電終了警告機能〉
放電時に内蔵バッテリーの残量が少なくなると、寿命表示ランプで警告表示をします。

表　示 目安残量

寿命表示ランプの点滅+アラーム5回 5%

寿命表示ランプの点灯+アラーム5秒間 0%（放電停止）

※目安残量が5%になったときは、機器の使用を中止してください。
※��「停電検知機能」のアラームが「OFF」に設定されている場合は、アラームは鳴りません。�
（「停電検知機能」のアラームは、出荷時は「OFF」に設定されています。）

〈寿命判定機能〉
内蔵バッテリーが寿命となった場合、充電
中または使用中に限り、寿命表示ランプが
点灯し、内蔵バッテリーの交換をお知らせ
します。
�¡お買い上げの販売店または、パナソニッ
ク修理ご相談窓口にご相談ください。
�¡寿命となりました製品は、「リチウムイ
オン電池のリサイクルについてのお願
い」（18ページ）をご参照いただき、電池の
リサイクルにご協力をお願いします。
�¡寿命判定後に使用を続けた場合、仕様の
出力が得られないことがあります。

ピー！

寿命表示ランプ
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下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

現象 原因 対処の方法

充電時

AC電源から充電でき
ない

停電している 復旧後に充電をする

ACまたはDC出力ランプ、
およびライトがついている

該当する出力ボタンを押して、出力ラン
プをOFFにする車から充電できない

シガーライターソケットに
ゴミやほこりが入っている

乾いた布などでゴミやほこりを取り除く

車のエンジンがかかってい
ない

エンジンをかける

充電時間が長い （車から充電の場合）車の
バッテリーが劣化している

別の車やAC電源から充電する

充電中のフラッシュが
遅くなった

充電する場所の温度が正し
くない

0℃〜40℃の範囲内で充電する

AC電源で大きな負荷を接
続したことにより、本体が
あたたかくなった

周囲温度が低いところで充電する

充電終了後、
残量表示されない
電源出力が出ない
ライトがつかない

出力保護作動している 専用ACアダプターのジャックの挿抜を
「停電検知ライトの点灯及びアラームが
鳴る」状態になるまで、複数回繰り返す
（解決しない場合は1分以上たってから
再度、上記操作を行う）� �
※�「停電検知ライトの点灯及びアラーム」
は、停電検知ライトボタンを押して解
除する

電源・
ライト
使用時

電源出力が出ない 使用する出力の出力ボタン
を押していない

�¡交流100Vの機器を使用するときは
AC出力ボタンを押す
�¡直流5Vの機器を使用するときはDC
出力ボタンを押す

本製品を充電している 充電を途中で止めるか完了したあとに、
電源を使用する

内蔵バッテリーの残量が無
くなった

充電をする

ライトがつかない

電源を使用中、出力（電
源・ライト）が出なく
なった

使用する機器が正常に
動作しない

機器によって使用できない 正確な波形、周波数、電圧を必要とする
機器には使用できない

AC出力で使用機器に合っ
た周波数になっていない

AC出力周波数切替スイッチで、使用す
る機器に合った周波数に切り替える

電源を使用していて使
用時間が短い

長期間未使用のまま保管し
ていた

充電と使用を繰り返して回復させる

内蔵バッテリーの寿命 いったん使用して内蔵バッテリーを使い
切り、再度充電を行い、それでも回復し
ないときは、内蔵バッテリーの寿命です。
内蔵バッテリーの交換は、お買い上げの
販売店またはパナソニック修理ご相談窓
口にご相談ください。

故障かな？と思ったら
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故障かな？と思ったら （つづき）

現象 原因 対処の方法

電源・
ライト
使用時

残量表示ランプが異常
表示になっている

長期間未使用のまま保管し
ていた

充電と使用を繰り返して回復させる

内蔵バッテリーの寿命 いったん使用して内蔵バッテリーを使い
切り、再度充電を行い、それでも回復し
ないときは、内蔵バッテリーの寿命です。
内蔵バッテリーの交換は、お買い上げの
販売店またはパナソニック修理ご相談窓
口にご相談ください。

定格を超える機器を接続し
た

機器の仕様を確認して、定格を超えない
ようにする



17

故
障
か
な
？
と
思
っ
た
ら
／
仕
様
／
お
手
入
れ
の
し
か
た

仕様

お手入れのしかた

〈本体〉
型式 CB-LS01

入力
専用ACアダプター充電時：DC15V　5.2A

カープラグ充電時：DC10-14.5V　2.5-4.0A

出力
USB-A型：DC5V　500mA×2

ACコンセント：AC100V　100VA　50/60Hz（切替）

消費電力（待機電力） 約75W以下（約0.8W以下、専用ACアダプター使用時）

寸法 250（L）×219（W）×85（H）mm

質量 約3.0kg

温度範囲
充電時：0℃〜40℃

電源・ライト使用時：0℃〜45℃

内蔵バッテリー リチウムイオン電池　25.2V　5.13Ah

充電時間（※）
専用ACアダプター充電時：約3.5時間

カープラグ充電時：約4.5時間

（※）�上記の充電時間は、内蔵バッテリーを使い切った状態から満充電にするまでの充電時間の
目安です。電池の残量や周囲温度によって変化します。

〈専用ACアダプター〉
型式 CB-LS01AD

入力 AC100　50-60Hz　127VA

出力 DC15V　5.2A

寸法 130（L）×71.5（W）×43.5（H）mm（突起部、コード含まず）

質量 約500g

使用温度範囲 0℃〜40℃

�¡お手入れの際は充電および電源を使用しないでください。
�¡本体の汚れは中性洗剤や軽く水を含ませた布で落とし、乾いた布で拭き取ってください。� �
操作パネルには水や洗剤がかからないようにしてください。
�¡専用ACアダプターは乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
�¡水などに浸したり、流水などで洗わないでください。
�¡アルコール、シンナー、ベンジンなどで拭かないようにしてください。� �
これらで拭くと、印刷が消えたり、色あせたりすることがあります。
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充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用しています。ご不要になった充電
式電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイ
クル協力店にお渡しください。

Li-ion

内蔵バッテリーの取りはずしかた

以下の説明は製品を廃棄する際に内蔵バッテリーを取りはずすためのものであり、修理や内
蔵バッテリー交換についての説明ではありません。お客様による修理や内蔵バッテリー交換
などはおやめください。

寿命表示ランプが点灯したら内蔵バッテリーは寿命ですので、本体より取りはずしてください。
内蔵のリチウムイオン電池を取りはずす際は、内蔵バッテリーの残量が5%以下になる（寿命表
示ランプが点灯しアラームが5回なる（「その他の機能」の「放電終了警告機能」（14ページ）参照））
まで放電（電源を使用）してください。

1.	本体底面にあるまるいシール（6箇所）
を取ります。またネジカバー（2箇所）
をはずします。
�¡つまようじなどを使ってシールやネジカ
バーを取ってください。

2.	ネジをプラスドライバーではずします。
（8箇所）
�¡プラスドライバーを押さえながら、ネジ
を回してください。
�¡ネジを8箇所すべてを取りはずします。

ネジカバー

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い
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3.	本体上側のカバーをはずします。
�¡ネジをはずした側の反対側のカバー
をはずします。

4.	内蔵バッテリーと基板をつなげて
いる白色のコネクターを、ロック
を解除しながらはずしてください。

5.	内蔵バッテリー側のコネクターを
テープなどで絶縁して、本体より
内蔵バッテリーを取りはずしてく
ださい。

�¡取りはずした内蔵バッテリー（リチウムイオン電池）は、短絡防止のため、コネクターにテー
プなどを貼り付け、絶縁してから、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。
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保証とアフターサービス よくお読みください  
使いかた・お手入れ・修理などは
�� まず、お買い求め先へご相談ください

修理を依頼されるときは
「故障かな？と思ったら」（15、16�ページ）で
ご確認のあと、直らないときは、まず電源
プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容
をご連絡ください。

�z製品名 ポータブル電源

�z品番 CB-LS01

�z故障の状況 できるだけ具体的に

�z保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間�( ただし内蔵のリチウムイオン電池は除く )

�z保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料  診断・修理・調整・点検などの費用

部品代  部品および補助材料代

出張料  技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　 5 年

当社は、本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り
後5年保有しています。

�� 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合
があります。

�z使いかた・お手入れなどのご相談は…

�z修理に関するご相談は…

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　　　　（　　　）　　　��ー

お買い上げ日　　　　　　年　　  月　　  日
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【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報
をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録
音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときの
ために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に
管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、
第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、
ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも�
お買い求めいただけます。

http://club.panasonic.co.jp/mall/
sense/

�
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保証とアフターサービス よくお読みください  （つづき）
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メ モ



〒 570 － 8677 　大阪府守口市京阪本通 2－ 5－ 5　 TEL（06）6991 － 1181

パナソニック株式会社
三洋電機株式会社 エナジーデバイスカンパニー 充電システム事業部

CB-LS01TR
S0711-1081

�z使いかた・お手入れなどのご相談は…

�z修理に関するご相談は…

愛情点検 �z長年ご使用のモバイル電源パックの点検を！

こんな症状は
ありませんか

�z 充電中、異常な音がする。
�z ポータブル電源が異常に
熱い。
�z こげくさいにおいがする。

このような症状のときは事故防止
のため、専用ACアダプターまた
は、専用ACコード、シガーライ
ターケーブルを抜いて、必ず販売
店に点検をご相談ください。

510
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