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このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書を
よくお読みのうえ、本製品を安全にお使いください。またこの取扱説明書 ( 保証書を含みます )
はいつでもご覧になれるよう、お手元に大切に保管してください。別紙で追加情報が同梱され
ているときは必ず参照してください。本製品を初めてご使用になるときは充電してからご使用
ください。
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注意

本製品は誤った使用方法や規格の範囲を超えた使用により火災や感電などの人身
事故に繋がる恐れがあります。必ず本書に記載された安全のための注意事項をお
守りください。

※掲載内容・仕様・定格などは予告なく変更することがあります。また測定方法により数値は変動しますので予めご了承ください。

はじめに

安全にお使い頂くために

1-1 本書について

本書はリチウムイオンバッテリーの取り扱いについて、より安全にお使い頂くた
めに、使用上の注意点についてまとめたものです。本製品をご使用になる前に必
ず本書をお読みください。いつでもご覧頂けますよう大切に保管してください。

1-2 使用上の注意

1) 本製品を正しく安全に末永くお使い頂く為に、以下の注意事項をご確認ください。
本書に記された注意事項に反した使用や改造等は大変危険ですので決して行わな
いでください。誤った使用による故障は保証の対象外となりますのでご注意くだ
さい。

2)「注意」及び「警告」のマークに記述された内容に従った取扱いを行ってください。
3) 本製品を直射日光にあてたり風雨にさらしたりしないでください。
4) 本製品をその他の熱源となる機器の周囲で使用しないでください。

5) 設置の際、本製品の放熱部と壁との間は適度な距離をとってください。

6) 本製品のお手入れは、乾いた布で行ってください。湿った布等を使うと感電の恐
れがありますのでご注意ください。

7) 火災の際には粉状の消火剤を使って消火してください。液体の消火剤は感電に繋
がる恐れがあり大変危険です。

8) 本機の外装を外したり、内部に手を入れる事は決して行わないでください。
9) メンテナンスが必要になった場合は、弊社にご連絡ください。

10) 充電中、コードは熱くなりませんがアダプタ本体が熱を持ちます。

充電の際はアダプタ本体に触らないようにしてください。ご使用後はコードを抜
いて、しばらくしてから本体を触るようにお願いします。

1-3 本書の安全についての記号と意味

危険 指示に従わなかった場合、使用者や第三者が死亡または重度の障害を
負うおそれがあることを示しています。

注意 指示に従わなかった場合、使用者や第三者が傷害を負ったり本製品を
破損させるおそれがあることを示しています。
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図記号の意味
この記号は危険を促す事項を示しています。
一般的な危険

感電のおそれあり

火災のおそれあり

この記号は注意を促す事項を示しています。
一般的な注意

感電注意

この記号は禁止 ( してはいけないこと ) を示しています。
一般的な禁止項目

分解禁止

火気使用禁止

この記号は強制 ( 必ずしなければならないこと ) を示しています。
一般的な強制項目

接地せよ

危 険

感電のおそれあり。分解、修理、改造は絶対にしないでください。本製品内部には高電圧回路があります。
誤って触ると感電するおそれがあり大変危険です。

火災のおそれあり。本製品から異臭、異音、発煙、発火等が発生した場合は、すぐに強制停止して、
入力プラグをコンセントから抜くか、外部設置の受電用ブレーカを OFF にしてください。その後、お
買い上げの販売店または弊社にご連絡ください。万一火災等になった場合、電気火災用 ( 粉末・ABC)
消火器を使用してください。水等での消火はしないでください。

1-4 使用上の注意

危 険

一般のゴミとして破棄しないでください。

一般ゴミとして廃棄すると、ゴミ収集車内や集積場での発煙、発火の原因になります。
廃棄する場合は、お買いあげの販売店または弊社にお問い合わせください。
本製品を運転する前に負荷側の安全を確認し、本書に従って運転操作を行ってください。
接続する機器の消費電力の合計は、本製品の定格電力以下にしてください。故障の原因になる恐れが
あります。
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注 意

本製品周辺での喫煙、火気の使用はしないでください。爆発、破損により、けが、火災等の恐れがあ
ります。

本製品の上部に花瓶などの水の入った容器等を置かないでください。容器等が転倒した場合、こぼれ
た水での感電、本製品からの火災の原因になる恐れがあります。

本製品の上部に腰掛けたり、乗ったり踏み台にしたり、よりかかったりしないでください。本製品の
故障だけでなく、けがの恐れがあります。

本製品の端子、コンセント、バッテリーコネクタ、通風口などに金属棒、指などを差し込まないでく
ださい。感電、けがの恐れがあります。

濡れた手で本製品に触らないでください。感電、けがの恐れがあります。
本製品を使用中に、入力と出力はショートさせないでください。

電流が還流してアークが発生し、やけどや視覚障害などの恐れがあります。
次のような用途には絶対に使用しないでください。
・人命に直接かかわる医療機器等への使用

・人身の損傷に至る可能性のある電車、エレベータ等への使用
・社会的、公共的に重要なコンピュータシステム等への使用
・これらに準ずる装置

上記負荷設備に使用する場合は、事前に弊社にご相談ください。人の安全に関与し、公共の機能維持

に重大な影響を及ぼす装置などについてはシステムの多重化、非常用発電設備の設置など、運用、維持、
管理について特別な配慮が必要となります。

注 意
異常状態のままで使用しないでください。特に、煙・音・においなどの異常がある場合は、すみやか
に本製品を停止してください。装置故障および、事故の原因をとなる恐れがあります。

本装置 に起因する事故があっても、装置・接続機器・ソフトウェアの異常・故障に対する障害・その
他二次的な波及損害を含むすべての損害は保証の対象外となります。
発電機を入力電源として使用する場合の注意事項
次のことをお確かめの上ご使用ください。

・発電機の出力電圧が、本製品の停電感度設定範囲内であること。

・発電機の出力電圧周波数が、本製品の交流入力周波数の範囲内であること。
・発電機の出力電圧に、大きな歪やノイズのないこと。
・発電機の出力電圧周波数が、脈動しないこと。

上記の条件を満たさない場合はバックアップ運転を続け、放電完了後に停止します。

・ 本機を自家発電装置等の電源周波数が大きく変動する機器と組み合わせて使用する場合は、必ず事
前に動作確認試験を行ってからご使用ください。

・ 本機は入力電源が供給されたときに入力電源周波数を自動認識しております。入力電源周波数が、

規定値でない状態で本機を接続する場合、電源周波数を誤認識し正常に動作しない場合があります。

・ 本機が起動している状態で、商用電源から発電装置等の電源に切り替わる場合には問題ありません。
ただし、発電機の周波数は商用電源と一致させてください。

電源変動が頻繁に発生する場所では、バックアップ運転が頻繁に発生してバッテリーが空になりやす
く、停電時に作動しない恐れがありますのでご注意ください。

本製品を運転する前に負荷側の安全を確認し、本書に従って運転操作をしてください。
接続する機器の消費電力の合計は本製品の定格電力以下としてください。故障の原因になる恐れがあ
ります。

本製品は日本以外で使用しないでください。

本製品を国外で使用すると、電圧、使用環境等の変化により発煙、発火等の原因となる場合があります。
本製品は磁気漏洩があります。磁気の影響を受けやすい機器 (CRT やスピーカ等 ) は場合によっては本
製品から離して設置してください。
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2. 製品機能

1. 製品紹介
GUARDIAN3.0は、安全な三元系高分子リチウムイオン電池を採用した多機能か
つ携帯性に優れた非常用蓄電池です。
軽量で、大容量、高出力なので、簡単にモバイルオフィスを実現します。ま
た、電気設備の修理、通信装置を保護、バックアップ電力等、電 力不足が発生
しやすい環境で幅広く使用できるポータブル電源ソリューションを提供します。

①シガーライターソケット

②USB ポート 2 口
(QC3.0 対応 )

③スマートディスプレー

④USB 出力ボタン ON/OFF

■主要機能と特徴

・ 100V、50/60Hz 純正弦波 AC 出力。
・ 12V 10A DC 出力、USB ポート 2 口 QC3.0 対応
(QuickCharge3.0 規格 5V2A ～ 12V1.5A)
・ スマートディスプレイにバッテリー容量、入出力電力、残りの使用 ( 稼働 ) 時間が
表示されます。
・ ソーラーパネルで充電可能。
・ 軽量 (27kg) で、キャスターがついているのでい持ち運びにも便利。

スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、コピー複合機、防災無線機、
FAX 送受信機、水中ポンプ、電気毛布、こたつ、テレビ、ラジオ、扇風機、炊飯器、
湯沸かしポット、ホットカーペット、ハロゲンヒーター、大型ドローン、ウオー
ターサーバー、冷蔵庫、LED 照明、電動ノコギリなど災害発生時に電力不足が発
生しているあらゆる分野に適用することができる商品です。

⑤DC 充電ポート

⑥AC コンセント 3 口

⑦AC 出力ボタン ON/OFF

①シガーライターソケット：出力電圧 DC12V / 出力電流 10A（MAX）

②USB 5V ポート (2 口 )：5V の電子機器に電力を供給します。( 出力電流 2A)

③スマートディスプレイ : バッテリー残量、充電および放電電力の割合を表示します。
電池残量

充電器からの入力電力

電池残量％を表示

満充電までの推定時間

つないだ電気機器の電力 このまま使用した場合の残り時間
( 出力電力 )

④USB 出力ボタン (ON/OFF)：USB 出力ができるようになります。OFF にする場合は、
ボタンをもう一度押してください。

⑤DC 充電ポート：付属のアダプタは DC29.4V で充電します。
ソーラパネルは 29.4V-40V で充電します。

⑥AC コンセント：AC 出力ボタンを押すと、100V を供給します。

⑦AC 出力ボタン：AC ボタンを押すと AC コンセントが通電され、もう一度押すと非通

電となります。( ライトが赤色の場合は充電中であることを示し、完全に充電されたらラ
イトは緑色に変わります )
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3. 製品仕様
NO. 型番

5. 電気的仕様

5.1-5.4 パラメータ仕様

GUARDIAN3.0

1

電池容量

2693.6W (25.9V104Ah)

2

連続出力電力

2000Wh
AC 純正弦波 100V 50/60Hz

3

出力電圧

4

電池タイプ

18650-40P7S (3.7V 2600mAh)

5

電池寿命

70%@1000cycle

6

充電電圧・電流

DC 29.4V10A,
DC29.4-40V20A(ソーラー充電時)

7

DC 12V10A
USBポート 2口QC3.0対応 (QuickCharge3.0規格5V2A～12V1.5A)

13~14時間

保護機能

過電圧、過熱、過負荷、短絡、自動回復

9

動作環境(温度)

0℃ ～ 45℃ (使用温度)
-20℃ ～ 60℃ (保存温度)

10

放熱構造

冷却ファン

11

製品サイズ

L400 x W245 x H272mm

12

製品材質

13

製品重量

UL94-V0 PC+ABS 冷間圧延鋼板(cold rolled plate)
27kg

4. 使用環境条件
NO. 項目
使用温度

0～45℃

2

保存温度

-20～60℃

3

湿度

45～85% RH

4

冷却方法

エアークーリング

5

高度制限

3000m

*MTBF(平均故障間隔)

≥5000 H
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5.1

ACアダプタ

5.1.1

定格電圧

5.1.2

定格周波数

50Hz

5.1.3

充電電圧

29.4VDC

5.1.4

充電電流

≤10A

備考

パラメータ(範囲)

備考

100～240VAC

ソーラー充電入力

5.2.1

負荷電圧

29.4-40VDC

5.2.2

電流

≤20A

5.3

AC出力

5.3.1

定格電圧

100±5%VAC

5.3.2

定格周波数

50/60±1%Hz

5.3.3

定格出力

2000W

5.3.4

高調波歪み

＜3%

5.4

DC出力

5.4.1

USB電圧

4-12VDC

5.4.2

USB電流

5.4.3

シガーソケットDC出力電圧

0~2.1A

5.4.4

シガーソケットDC出力電流

5.5-5.7 製品保護動作

パラメータ(範囲)

1

項目

5.2

充電時間
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NO.

NO.

項目

5.5

インバータ

5.5.1

開放電圧≤44V

QC3.0対応

(QuickCharge3.0規格5V2A～12V1.5A)

12±5%V
10A

パラメータ(範囲)

備考

過熱

インバータ部温度≥65℃

温度が下がるまでAC出力なし

5.5.2

過負荷

2000W

負荷を切り離し再起動するまで出力なし

5.5.3

AC出力短絡

29.4VDC

負荷を切り離し再起動するまで出力なし

※注意
5.5.2
5.5.3

AC出力を再起動するときには、保護回路動作中のため、
AC出力 ON/OFFボタンをオフにする必要があります。

*MTBF(Mean Time Between Failure):故障までの寿命を示している
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NO.

項目

パラメータ(範囲)

備考

5.6

コントローラ

5.6.1

USB過電流

3A

過電流が流れた場合に､出力を停止する

5.6.2

12V出力過電流

—

過電流が流れた場合に､出力を停止する

5.7

電池パック

5.7.1

単セル過充電電圧保護

4.2V

充電を中止して出力を維持する

5.7.2

単セル過放電電圧保護

2.8V

出力を停止する

5.7.3

電池の過熱保護

≥65℃

入力と出力を停止する

5.7.4

短絡保護

あり

短絡すると出力を停止する

5.7.5

電池の過電流保護

220-280A

過電流が流れた場合に､出力を停止する

6. 動作方法及び注意事項

本製品は、安全な運送を行うために、出荷時バッテリーの充電状態は満充電には
なっておりません。ご使用の前には十分な充電を行ってからご使用ください。
AC 充電を行う際には、必ず決められた専用のアダプターをご使用ください。
専用アダプタ以外の場合は、発火などの可能性があります。
ソーラー充電を行う際には、36V/300W ソーラーパネルをご利用ください。
( 最大電流は 20A で、開放電圧は 44V 未満 )
充電中、スマートディスプレイは点灯し続けます。完全に充電されると、表示イン
ジケーターが消え、充電が完了します。
電池が完全に充電されると、充電器は自動的に動作を停止し、ディスプレイの表
示はオフになります。
※ 専用 AC アダプタ以外のご使用は絶対にしないでください。故障の原因になり
保証外となります。

【備考】
一部の電化製品の消費電力は、電源投入時の定格電力よりも大きくなってい
ます。例えば、誘導負荷機器の起動電流は、通常定格電力の 3 ～ 8 倍です。
したがって、起動電力は電源パックの瞬間最大電力よりもはるかに大きくな
ります。
定格電力が 2000W 以下であっても起動時に大きな電流値を必要とする製品に
はご利用できない場合があります。
当該製品は過負荷保護回路を装備。危険な状態を感知し電源がオフになりま
す。過負荷保護、短絡保護、過熱保護、自動復旧機能を備えています。
製品使用中以下の状態になると動作を停止し製品を保護します。

・接続する機器の使用電力が最大出力電力を超えていないことを確認してください。
・本製品の内部温度が高くなったとき

・内蔵電池の電圧が著しく低下しているとき

6.2 動作方法

① AC 出力ボタンをオンにすると、スマートディスプレイが点灯し、充電量が表示されます。

· 接続する機器の入力電圧と周波数は、本製品と同じであるか (AC 100V, 50/60Hz) ご確認
ください。

· 接続する機器の使用電力が本機の最大負荷電力を超えていないことを確認してください。
· 接続する機器を GUARDIAN3.0の AC コンセントに差し込み使用します。

6.1 使用方法

使用する前に、必ずご確認ください。
（1) 接続する機器の入力電圧と周波数は、本製品と同じであるかご確認ください。
（2）接続する機器の定格電力が出力電力 2000W 未満であることをご確認ください。
※ 上記の要件を満たさない場合、損傷するおそれがあるのでご注意ください。

※ 接続する機器の電力が GUARDIAN3.0の出力電力よりも大きい場合ご使用できま
せん。
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⑤ 使用後は AC 出力スイッチを OFF にしてください。

⑥ 本機が動作しない、または充電がされていない場合は、充電を行ってからご使用ください。
※注意

製品を使わない時は、必ず AC ボタンのスイッチを OFF にしてください。蓄電した電力を消
費してしまいます。
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6.3 充電方法

必ず、専用電源をお使いください。

アダプタのケーブルを AC アダプタ本体に差し込み、DC 入力ポートは 29.4V 入力ポートに接

8. 同梱内容

続します。

【充電アダプタ】

※注意

1. 水 ( 雨、雪 ) が当たらない場所でご使用ください。

2. ソーラー充電を行う際に、プラスとマイナスを逆に接続しないようにご注意ください。

3. 長時間使用されない場合、蓄電池は徐々に放電し深放電状態となり、再充電ができなく
なります。6 ヶ月に一度充電を行ってください。

7. エラー発生時と対処方法 (Q&A)
現象
スイッチを押してもディスプレイが
表示されない

原因
内蔵バッテリの電源が切れている

NO.

同梱品の明細

数量

1

GUARDIAN3.0本体

1

2

充電アダプタ

1

3

取扱説明書と保証書

1

4

ソーラー充電ケーブル

1

5

車載充電器(オプション品)

1

梱包を含めた重量: 32.8kg
梱包サイズ（mm) ： L660 x W395 x H390
梱包単位：1台/箱

対処方法
充電を行う

ACスイッチを押すと、警告表示画 内蔵バッテリの残量が低下している 充電を行う
面が表示され(3回)出力できない
警告音が5回鳴る

過熱保護が作動している

接続している機器の数を減ら
すか使用を中止する

USB機器が認識されない

USBスイッチがオフになっている

USB出力ボタンを押す

12
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9. 保証とアフターサービス
製品型番
保証期間

お買い上げ日
お名前
ご住所

保証書

GUARDIAN3.0

お買い上げ日より 1 年間
年

月

お客様

様

〒

お電話

（

日

販売店

住所・店名・電話番号

印

）

※保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。

※本保証書は、保証期間中、下記の「無料修理規定」に定める範囲で本製品を無料で修理することをお約束するものです。

※保証期間終了後、アフターサービスについてご不明な点は、本保証書記載の受付窓口またはお買い上げの販売店販売会社へお問い合わせください。

無料修理規定

1. 取扱説明書等の説明に従って正常な状態で、保証期間中に故障した場合は無料で修理します。
この場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

2. 保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
・取扱い上の不注意、誤用による故障および損傷。

・弊社または、弊社指定の販売店以外による修理、改造による故障および損傷。

・火災、天災地変または異常電圧、公害、塩害、異物または虫の侵入などによる故障および損傷。
・油煙、熱、塵、水、直射日光などの劣悪設置による場合。

・お買い上げ後の輸送や移動または落下など、不適当なお取扱いにより生じた故障・損傷の場合。
・本書のご提示がない場合。

・本書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。その他事実と異なる記載がされていた場合。
・接続している他の機器に起因した故障および損傷。
・周波数帯の異なる地域での使用による故障。

3. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

4. 故障その他による営業上の機会損失は当社では補償いたしません。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※ 本製品を廃棄されるときのご注意

廃棄の際には、地方自治体、または弊社にお問い合わせください。

本製品に内蔵の充電式蓄電池は一般廃棄物、産業廃棄物に該当します。
･市町村の一般ごみ、粗大ごみ、小型家電として捨てないでください。
･本製品を不法投棄しないでください。

･蓄電池の取り外しはお客様自身で行わないでください。
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