
サイズ

総重量
バッテリー容量
満充電時間
使用時間
入力電力
出力電力
対応サイズ
内容品
保証期間

[ 本体 ]
幅 235×高さ95×奥行き45(mm)
[Type-Cケーブル ]
約 770(mm)
約274g
リチウムイオン/5,000mAh
約 3～4時間（2A電源アダプター使用時）
約2.5時間 (使用ソフトにより変動 )
DC５V/2A
DC５V/2A
Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite
本体、Type-Cケーブル、日本語取扱説明書
購入日から6ヶ月

※任天堂ライセンス商品ではありません。
※ボタンが押しにくいことがございます。指で押し込むよ
うにして押してください。
※Type-C 端子は少しぐらつきがありますが、これはゲー
ム機を痛めないための「遊び」となります。
※充電は２A の電源アダプターを推奨しております。
※使用するゲームソフトの消費電力によっては、充電され
ず緩やかに充電が減る可能性がございます。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※高温 / 多湿 / 火気近くで保管、使用しないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対
象外となります。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そ
のため説明書記載の内容と異なる場合があります。

型番：CSASLCBG
取扱説明書

Version1.0.i

保証期間：購入日から6ヶ月

充電方法
本体裏下部のType -Cポー
トに、付属のType -Cケー
ブルを挿しもう片方の USB
端子をUSB ACアダプタ
( 別売 ) に接続してくださ
い。

※Type-C ケーブルの差し
込み向きに天地はございま
せん。

※充電は２A の電源アダプ
ターを推奨しております。

充電中は、本体表の
「THANKO」ロゴが赤く点
灯致します。
約 3～4 時間で満充電とな
り、充電完了すると青く点
灯致します。

THANKO

THANKO

内容物について

● 注意事項 ●

①本体 ②Type-Cケーブル

仕様

THANKO

サイズ 幅68×奥行き135×高さ16(mm)
重量 215g
容量 10,000mAh（リチウムポリマー）
入力 microUSB : DC5V 2.1A 
出力 Type-A : DC5V 2.1A（出力合計最大）
出力ポート USB×2
充電時間 約4時間（2.1A電源アダプター使用時）
内容品 本体、USB充電ケーブル（約26cm／
 microUSB to USB type A）
 日本語取扱説明書
保証期間 購入日より6ヶ月
PSE認証 取得済み

● 仕様 ● 内容品/各部名称取扱説明書

○内容品に記載している以外の物は付属しません。
USBｰACアダプタ・機器充電用ケーブルなどは別途ご用意ください。
○落としたり強い衝撃を与えないでください。
○分解しないでください。
○本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となり
ます。
○小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
○本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご
利用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡下さい。
○製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、
　そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

ご注意

本体

USB 充電ケーブル

保証期間 ： 購入日から6ヶ月間
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

Version 1.0. sh

 型番
SMBTG800

安全上のご注意

死亡や重傷に結びつく恐れがある
内容です。！ 警告 軽傷または家屋・家財などの損害

に結びつく恐れがある内容です。！ 注意

！ 警告

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説
明しています。

・火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、「安全上のご注意」を必ず守ってください。
・ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよくお読みのうえ、正しく使用してください。
・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
・他の人に貸しだす場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

●誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

してはいけない「禁止」の内容です。 しなくてはならない内容です。

●お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

異常な音や発熱・異臭がした場合はすぐに
使用中止して電源を切り、弊社までご連絡
ください。

!

改造や分解をしない。修理技術者以外の
人は分解したり、修理をしない。
火災・感電・怪我の原因。
修理は弊社サポートまでご相談ください。

発火・感電のおそれ。

子どもだけで使わせたり、幼児の手の届く
ところで使用しない。
火傷・感電・怪我のおそれ。

!

!
!

!

!

!

ぬれた手で、ケーブルの抜き差しをしない
感電・怪我のおそれ。

発火・爆発の原因。
火や水の中に投入しないでください。

!

!

事故・故障の原因。

本来の用途以外には使用しないでください。

! 火災・発火のおそれ。

熱を発生する装置から離して使用する

水気の多い場所で使用しない
ショート・感電のおそれ。

落としたり、衝撃をくわえたりしない
感電・故障の原因。

本体から液体漏れがある場合は、すぐに
使用を中止してください。
流水で素早く洗い流してください。必要に応じて医
師の診察を受けてください。

！ 注 意
本体を投げたり落としたりなど強い衝撃を
与えないでください。
発火・爆発の原因。

使用中に紙やその他のもので本製品を覆った
状態にしないでください。
放熱不良・冷却不良の原因。

引火性のもの、火の気のあるもの、可燃性の
もののそばで使わない
火災の原因。

他の製品に使用する前に、本製品を充電して
ください。

加熱、ショート、半田付け、変形、分解、改造
など行わないでください。
事故の原因。

正常動作時、本体は通常高温になります。本
製品の使用時又は使用終了時は注意して取り
扱ってください。

本機を廃棄する場合は、各自治体の指示に
従って廃棄してください。

放電後は、後の使用に備えるため再度満充電
にしてください。
長期間使用しない場合は、寿命を保つため
3ヶ月に一度の頻度で充電・放電を行ってく
ださい。

必ずお守りください

USB出力
microUSB入力

インジケーター
～25％ ～50％ ～75％ ～100％

電源ボタン／
残量確認ボタン
（ボタンを押すと
インジケーターに
残量が表示され
ます）

充電する機器
（※複数台同時に充電できますが、
　出力の合計は最大 2.1A まで となります）

USB 出力

● 製品本体の充電方法

● 外部機器への給電方法

microUSB入力
ポート

USB 出力ポート

USB AC アダプタ
（別途ご用意ください）

コンセント

USB
充電ケーブル
（付属）

USBケーブル
（充電されたい外部機器に合ったUSB
充電ケーブルを別途ご用意ください）

microUSB入力ポートに付属のUSB充電ケーブルを接続してくだ
さい。次にUSB ACアダプタ（別売）に接続してください。
約 4 時間でインジケーターが 4つ点灯したら充電完了です。接続
を解除してください。

製品のUSB出力ポートと充電する機器のUSBポートに接続して
ください。（USBケーブルは別途ご用意ください）接続すると自動
的に充電が行われます。接続する機器によって充電が自動で始まら
ない場合があります。その際は、電源ボタンを押してください。

（microUSB to 
USB type A）

電池のリサイクルについて

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、リサイクル可能な貴重な
資源です。 ご使用済みの製品は、 再利用することができますので、廃棄・分解せずに
そのまま最寄りのリサイクル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れて
ください。 充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人
JBRCホームページhttp://www.jbrc.comを参照してください。
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公開用



装着方法
本体左右のグリップを引っ
張ると、収縮することがで
きます。

2

本体グリップの片方を引っ
張りながら、NINTENDO 
Switch もしくは
NINTENDO Switch 
L ite をグリップ内側の溝に
スライドさせていきます。

本体の Type -C 端子に気
をつけながら、ゲーム機本
体に差し込んで下さい。

※Type-C 端子は少しぐら
つきがありますが、これは
ゲーム機を痛めないための
「遊び」となります。

1

ファンと充電の使用方法 背面スタンドの使用方法

装着イメージ

【ファンの使用方法】
本体表下部のボタンを一度
押すと、ファンが稼働し始
めます。

【背面スタンドの使用方法】
本体裏の中央に、スタンド
が収納されています。
指で下から引き出してお使
いください。

【ファン + 充電の使用方法】
ファンが稼働している際に、もう一度ボタンを押すと、
本体内蔵バッテリーよりゲーム機に給電されます。

【電源を切る方法】
ファン + 充電をしている際に、もう一度ボタンを押すと
ファンが止まり、電源が切れます。「THANKO」のロ
ゴの青点灯が消えます。

※使用中は「THANKO」
のロゴが青く点灯します。

※使用中は「THANKO」のロゴが青く点灯します。
※使用するゲームソフトの消費電力によっては、充電さ
れず緩やかに充電が減る可能性がございます。

※ボタンは指で押し込むようにして押してください。

※ボタンを押し続けると、
「ファン→ファン + 充電→電源オフ→ファン…」
といった形で繰り返します。
WEB
公開用


