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電子メモ帳モバイルバッテリー
「メモバッ Qi リー」

● 仕様

サポートのご案内

■ 修理のご案内
動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの
場合は、
ご連絡不要にて対応をさせていただきます。症状を
記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品
を下記住所までご送付ください（お届け日より1週間以内の
場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます）
記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開して
いる場合がございます。ダウンロードページをご確認くださ
い。
http://www.thanko.jp/support/download.html

ご質問などが多い内容については、
Ｑ＆Ａページに記載して
いる場合がございます。
http://www.thanko.jp/support/qa.html

■メールでのお問い合わせ
お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記
アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び
損傷に関してはサポート外となります。

● 各部名称

サイズ
高さ168×幅88×厚み14(mm)
重量
246g
容量
8000mAh/3.7V
USB Type-C
インプット&アウトプット 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A
USB Type-A
アウトプット
5V/2.4A,9V/2A,12V/1.5A
ワイヤレスアウトプット 5W/7.5W/10W
入力方法（インプット） USB Type-Cコネクタから入力
出力方法（アウトプット） USB Type-Aコネクタ、
USB Type-Cコネクタ、
ワイヤレスアウトプットから出力
充電時間
2.1AのACアダプターで約4〜5時間
内容品
本体、USB Type-Cケーブル、日本語説明書
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○最初の使用時はフル充電してからお使いください。

○急速充電機能は対応のケーブルと端末でないとご利用いただけません。
対応していない場合は通常の充電となります。

○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。
○内容品に記載している以外の物は付属しません。

Type-Cコネクタ

裏面

Type-Aコネクタ

○本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
○分解しないでください。

公開用
型番 MBWMPFI
PSE＝○

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●
①各部名称
モバイルバッテリーを充電する

USB Type-C
（入出力）

インジケーター
ランプ

【インジケーターランプ】
が消灯している状態で、
付属している USB
Type-C ケーブルの
【Type-C コネクタ】を
【USB Type-C（入出力）】
に接続してください。

USB ケーブルの【Type-A
コネクタ】を AC アダプター
（別売）やパソコンの USB
ポートに接続してください。

ケーブルを接続すると【イ
ンジケーターランプ】が点
滅し、充電が開始されます。
充電が進むごとにランプが
順次点灯していきます。
充電が完了すると【インジ
ケーターランプ】がすべて
点灯します。USB Type-C
ケーブルを抜いてください。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先）
〒101-0021
東京都千代田区外神田 4−9−8 神田石川ビル 4階
TEL 03-3526-4328
FAX03-3526-4329
(月〜金 10:00-12;00、13:00-18:00 土日祝日を除く）
メールアドレス：

○落としたり強い衝撃を与えないでください。

○高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。

○異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
○仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

support@thanko.jp

② 使用する（ケーブル充電）
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③ 使用する（ワイヤレス充電）

USB Type-A（出力）

USB Type-C（入出力）

充電ケーブルの
USB Type-Aコネクタ

ワイヤレス
送電中
ランプ

充電ケーブルの
反対側

【インジケーターランプ】が消灯している状態で、
付属している USB ケーブルやお手持ちの充電
ケーブルを【USB Type-A（出力）】または
【USB Type-C（入出力）】に接続してください。
（Type-C to Type-C ケーブルは別途ご用意くだ
さい。）接続しましたら、充電ケーブルの反対側
を充電する機器に接続してください。

ワイヤレス
チャージャー
エリア

【インジケーターランプ】が消灯している状態で、
Qi 対応機器の Qi 受信部の位置と本体の【ワイヤ
レスチャージャーエリア】の位置を合わせて、本
体の上に置いてください。（電極同士がずれている
と通電しません）

両機器に USB ケーブルを接続しましたら、本体の
【インジケーターランプ】が自動的に点灯し、充電
する機器へ送電が開始されます。
送電中に点灯する【インジケー
ターランプ】はバッテリー残量
を表示しています。詳しくは
後述の説明をご確認ください。

電源ボタン

Qi 対応機器を置きましたら、本体の【電源ボタン】
を長押ししてください。

インジ
ケーター
ランプ

ワイヤレス
チャージャー
ランプ

【電源ボタン】を長押しし、電源が入りましたら、
まず【インジケーターランプ】が青色に点灯し、
その次に【ワイヤレス送電中ランプ】と【ワイヤ
レスチャージャーランプ】が緑色に点灯します。
その後、Qi 対応機器へ送電が開始されます。
【ワイヤレスチャージャーランプ】と【ワイヤレス
送電中ランプ】が点灯している間は Qi 対応機器
へ送電が行われます。
【ワイヤレスチャージャーランプ】のみが点灯して
いる場合は、「スタンバイモード」になります。送
電は行われません。
Qi の接触が悪い場合は【ワイヤレス送電中ランプ】
が赤色と緑色に交互に点滅します。Qi の位置を
確認し充電をやり直して下さい。

WEB

④ 電源を切る

● バッテリー残量の確認

①

● メモを取る（ペンを引き抜く）

②

【インジケーターランプ】が消灯している状態で、
一度【電源ボタン】を一度押してください。バッテ
リー残量が表示されます。

1％-25％

26％-50％
51％-75％

充電ケーブルを抜き、Qi 対応機器を本体の上から
外して下さい。何も機器を接続しない状態でしば
らく放置すると自動で電源が切れます。

76％-100％

残量表示は左記のとおりです。

【ペン収納口】にペンが刺さっています。
ペンの頭を押すと、頭が飛び出します。

ペンの頭に爪を引っ掛けて、引き抜いて下さい。
ペンが少し固めに入っていることがありますので
適切な力を入れて引き抜いて下さい。
その際はお気をつけ下さい。

機器への送電中や本製品の充
電中にも【インジケーターラン
プ】にバッテリー残量が表示
されます。

公開用

（手動で電源を切ることはできません。）

● メモを取る（ペンで書く、消す）

ペンで書いて下さい。
筆圧の検知に対応しています。

● ご注意

消去
ボタン

書いたメモを消す時は消去ボタンを一度押して下
さい。書いた内容を消すことができます。
※メモリー機能はありませんので、消した内容を
復元、記録することはできません。

※充電ケーブルとワイヤレス充電を同時に行うこ
とはできません。
また、Type-C 出力と Type-A 出力を使用した同
時充電はできませんのでご注意下さい。

※急速充電機能は対応のケーブルと端末でないと
ご利用いただけません。対応していない場合は通
常の充電となります。

● 使用例

