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エンジン始動後やエンジン始動に失敗した場合は、すみやかにジャンプスターターケーブルを取り外す
事故やけが、感電の原因となります。

同じ車両でエンジン始動に2回失敗した場合は、その車両に対しての使用を中止する
本体の発熱、破裂、発火および火災、けが、感電の原因になります。 



車室内に保管しない
本体の発熱、破裂、発火および火災、けが、感電の原因になります。 
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使用上のご注意
●本体は防塵・防雨仕様ですが、ダストカバーが開いた状態では仕様を満たしません。また、
本体が濡れた場合はふき取ってから使用してください。
※ジャンプスターターケーブルは防塵・防雨仕様ではありません。水に濡らさないでください。
●アルコールを含む液体で本製品をふかないでください。変色やひび割れの原因となります。
●高い電磁環境に近づけないでください。本体の損傷や動作不良の原因になります。
●長期間使用しない場合は、3ヶ月ごとに充電を行ってください。行わない場合は本体故障の
原因となります。
●使用する端子以外のダストカバーは閉じてください。
●ジャンプスターターケーブルの接続は、クリップ（赤）、クリップ（黒）の順番で接続してください。
解除はクリップ（黒）、クリップ（赤）の順番で行ってください。
●本製品を接続した状態で、3秒以上クランキングを行わないでください。
●ジャンプスタートに失敗した場合は、ジャンプスタートを中止してください。本製品の出力電流
仕様を超えているか、バッテリー上がり以外の原因が考えられます。そのままジャンプスタート
を行った場合、本体故障の原因になります。
●連続してジャンプスタートを行う場合は、10分以上間隔をあけてください。
●本体の出力と入力を接続しないでください。発熱、液もれ、故障の原因となります。
●本体内蔵バッテリーは使用方法や保管状態によっては、著しく劣化する場合があります。
　内蔵バッテリーの劣化による不具合は、保障の対象外となります。
●電池の特性として保存しているだけでも劣化は進行しております。サイクル寿命はあくまで
放電能力の目安となり、サイクル寿命未満のご使用でも製品寿命を迎える場合があります。 
●対応車であっても、車両の状態、車両の仕様、環境によってはジャンプスタートできない場合が
あります。
●電源キーを押して本製品を使用したあとは、再度電源キーを押して本製品の電源をOFFに
してください。（電源OFFの場合、残量インジケーターが消灯します。）電源をOFFにし忘れた
場合、本製品の電池が過放電状態となります。
●ジャンプスタートは、残量インジケーターが3個以上あることを確認してから行ってください。
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使用上のご注意

取り扱いについて
●衝撃を与えないでください。
　本製品を落下、たたくなどして衝撃を与えると故障の原因となります。
●ケーブルを無理に引っ張らないでください。
　ジャンプスターターケーブルなどのケーブル類を外す際など、ケーブルを無理に引っ張る
と断線など故障の原因となります。

保管場所について
●下記の場所には保管しないでください。
　 ・ ホコリの多い場所
　 ・ 水のかかるところ
　 ・ 強い衝撃が加わるところ
　 ・ 気温-10℃以下45℃以上、湿度70%以上のところ
　 ・ 結露のあるところ
　 ・ 直射日光のあたるところ
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④ジャンプスターターケーブルのプラグを本体から外します。
※本体から外した際に一瞬ブザー音またはLEDが点灯することがありますが、異常ではありま
せん。
⑤車両バッテリーの端子から黒色クリップを外し、その後に赤色クリップを外します。
※ジャンプスタート動作を行うと、一時的な電圧降下による過放電保護が働き、本体の電源が
入らなくなることがあります。その場合は、一度充電動作を行うことにより、過放電保護が解除
されます。
⑥使用後は、本体のダストカバーをしっかりと閉じてください。
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使用方法

ジャンプスタート時のアドバイス
●気温の低い所で本製品を保管すると、本体の温度が低下してジャンプスタートの性能
も低下します。使用する直前まで室温での保管を推奨いたします。
●ジャンプスタートを行う場合は、可能な限り満充電状態でジャンプスタートを行って
ください。

■コントロールボックス動作一覧

■コントロールボックス

点灯正常

検知状態 警告（LED） 作動 出力

車両バッテリー電圧が5～13.6V未満

プラスマイナス逆接続

車両バッテリー電圧が極端に低い（0.2V未満）

車両バッテリー電圧が低い（0.2～5.0V）

車両バッテリー電圧が高い（本体電池電圧以上）

車両バッテリー電圧が高い（13.6V以上）

リレー作動

ブザー音

－

ブザー音

ブザー音

自動出力

出力不可

出力不可

BOOST

出力不可

異常な状態

緑

点灯赤

－

点滅赤

点灯
緑

赤

※本製品は上記の検知状態にかかわらず、内蔵
電池の電圧および温度を監視しており、異常
時は出力禁止制御を行います。

緑

赤LED

BOOSTキー

動作ラベル

LED

■保護機能
保護内容

短絡保護
過放電保護
逆電流保護
過電流保護
温度保護

緑色点滅
消灯
赤色／緑色点灯
緑色点滅
消灯

鳴らない
鳴る
鳴る
鳴らない
鳴らない

LED ブザー音
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　（P23参照）
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故障かな？という場合に

故障かな？という場合には、以下の症状、原因と処置をご参照ください。
本製品について、わからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または
日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社にお問い合わせください。

症　状

●本体の充電量が低下している。または過放電保護が
　働いている。
　→ 本体の充電を行ってください。（P22 参照）

原因と処置

電源が入らない

●本体の充電量が低下している。または過放電保護が
　働いている。
　→ 本体の充電を行ってください。（P22 参照）
●電源キーを長押ししていない。
　→ 電源キーを長押ししてください。

LEDライトが
点灯しない

●エアコンやヘッドライトなどの負荷がかかっている。
　→ ジャンプスタート時は本体の負荷を抑えるために、
　　 エアコンやヘッドライトなどの電装品をOFFにして
　　 ください。
●車両バッテリー電圧が13.6V以上になっている。
　→ 車両バッテリー電圧が高いため、ジャンプスタートは
　　 できません。
●車両バッテリーが極度に劣化している。
　→ 車両バッテリーが極度に劣化している場合は、
　　 ジャンプスターターケーブルコントロールボックスの
　　 緑色LEDが点灯せず、ジャンプスタートはできません。
●本製品の対応車ではない。
　→ 本製品の対応車は排気量4000cc以下の12Vガソリン
　　 車および、排気量3000cc以下の12Vディーゼル車と
　　 なります。
●始動に必要な電流が本製品の仕様を超過している。
　→ 対応車両であり接続方法が正しくても、車両の状態や
　　 仕様、環境によっては放電能力が足りずにジャンプ
　　 スタートできない場合があります。

ジャンプスタートが
できない



●本体と機器の接続がしっかりと行われていない。
　→ 端子とコネクターの接続を確認してください。
●電源キーを押していない。
　→ 電源キーを押して出力を行ってください。

症　状 原因と処置
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故障かな？という場合に

USBおよび
DC12V出力が
できない

●本体とAC充電器の接続がしっかりと行われていない。
　→ AC充電器のコネクターの接続を確認してください。
　→ AC充電器のDCプラグが本体充電器接続端子に
　　接続されていることを確認してください。 
●AC充電器が故障している。
　→ AC充電器を本体と接続後、残量インジケーターが
　　点滅しない場合は、AC充電器が故障している場合
　　があります。
●他社製AC充電器を使用している。
　→ 他社製AC充電器を使用して充電を行った場合、
　　本体の充電が正常に行われません。当社指定の
　　AC充電器を使用して充電を行ってください。
●本体に異常が発生している。
　→ 充電時に残量インジケーターの点滅が早い場合、
　　本体に異常が発生しています。販売店に修理を依頼
　　してください。

AC充電器で
充電ができない

●シガー充電器内部のヒューズが切れている。
　→ P23を参照しヒューズの交換を行ってください。
●充電電圧（車両電圧）が低い。
　→ エンジンを始動していないと車両側電圧が低いため、
　　 充電できない場合があります。

シガー充電器で
充電ができない



26



27



28

新着情報メール配信サービスのご案内
メールアドレスをご登録いただくことで、製品に関する新着情報をメールでご案内させて
いただきます。ご登録は、日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社 ホームページの
各製品ページからご登録いただけます。

1. 日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社  ホームページ  URL
    https://www.hitachi-autoparts.co.jp/

2. 製品を選択してください。

3. 製品ページ内の 『新着情報　メール配信サービスの登録はこちら』 から、
　 ご登録いただけます。（登録解除も同ページから行っていただけます）

こちらを クリック してください。

対象製品を クリック してください。



お問い合わせ先

カスタマーサポートセンター TEL：03-3527-6323　FAX：03-3527-6324

本社：〒135-0062 東京都江東区東雲2-10-14

■営業時間：9：00～17：30（土・日・祝日および弊社休業日を除きます）

本製品について、わからない点やご質問、故障の場合は、お買い上げの販売店または
日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社にお問い合わせください。
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