P１

・鍵：２本

※充電用 USB ケーブルは同梱されておりません。別途お買い求めください。
※全ての市販の USB ケーブルの動作保証をするものではありませんので、
予めご了承ください。

各部の名称

キーホール
T

ロック解除ボタン

0
SA 02

＜使用上のお願い＞
本体について
・階段や段差のある場所では本体上部のハンドルを持ち、持ち上げてお運びください。無理な
キャスターの使用は、
本製品の破損や使用者の転倒の原因となることがあります。
・移動している車両内や傾斜面では本体を横にして置くか、本体上部のハンドルから手を離さ
ないようにして下さい。
本体が不用意に動く原因となることがあります。
・棚など高い場所に置く場合やエスカレーターなどに乗る場合は、
落下しないよう、
置き方に十分
ご注意ください。
本体の落下は重大な人身事故の原因となることがあります。
・遊具や踏み台、椅子、杖や歩行補助具の代わりとして使用しないでください。
転倒などの事故や
本製品の破損の原因となります。
・現金や貴重品は本体の中に保管しないでください。施錠機構は本体が不用意に開くことを防ぐ
もので、
盗難を防止するものではありません。
・荷物を詰め込みすぎないでください。
キャスターやファスナーが破損する原因となります。
・本体の開閉の際に、手や衣類をはさみこまないようにご注意ください。
キャスターやファスナー
の破損や、
怪我の原因となります。
・シンナーやベンジン等の有機溶剤で本体を拭かないでください。表面のよごれは、きれいな布
に中性洗剤を含ませ、
かたくしぼってから拭きとってください。
・本体は完全防水ではありません。
雨水などがしみ込み、
内容物がぬれる恐れがあります。
バッテリーの充電について
・本取扱説明書で指定していない方法で本製品のバッテリーを充電しないでください。
・本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となり
バッテリーケースのシールやカバーを取り外した場合、
製品保証の対象外となります。
ます。
また、
・本製品を直射日光の当たる場所、
炎天下の車中、
暖房器具の近く、
その他、
高温多湿な場所に放置
しないでください。破裂、
発火や火傷の原因となります。
・入出力ポートをショートさせないでください。破裂、
発火、
火傷や感電の原因となります。
・万が一、
本製品の充電中に煙が出たり、
異臭、
異音がしたら、
本製品および接続機器のスイッチを
オフにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。ショートによる火災、感電の原因とな
ることがあります。
・本製品を風呂場など、
水分や湿気の多い場所で使用したり、
濡れた手での電源周りの操作をしな
いでください。火災、
感電の原因となります。
・入出力ポートの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。
そのまま
使用すると火災、
感電の原因となります。
・本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方
自治体にお問い合わせください。本製品には、
リチウムイオン電池が使われています。
・充電が終わったら、
USB ケーブルを抜いてください。
発熱、
火傷の原因となります。
・異常を感じた場合、
使用を中止し弊社サポートセンターまでご相談ください。

付属品

SKG

ご
注
意

UPQ Bag TR01/TR02 につきましては、
機内持ち込み専用のスーツケースとなります。
国際民間航空
機関の定める規則により、
バッテリーの用途が
「電源供給のみ」
となる商品は受託手荷物預け入れ不可
となるため、
受託手荷物として預け入れることができません。また、
100 席未満の機内へは、持ち込み
サイズをオーバーしておりますので、持ち込み不可となります。
本製品を分解しバッテリーを取り出していただくことで預け入れ可能となりますが、
メーカー想定外の
使い方となるため保証の対象外となります。
なお、
お持ち込みおよび、
お預け入れ詳細につきましては、
ご旅行前に搭乗されます航空会社様へお問い合わせください。

＜製品の保証範囲について＞
本体につきまして、
下記の場合は製品保証の対象外となりますのでご注意ください。
・お買いあげ後の本体部分
（シェル部分）
、
ファスナーの破損・故障
・故意または誤った使用法での破損・故障
・極端な負荷による破損・故障
・航空機など交通機関に預けたときに発生した破損・故障
・お客様ご自身による修理・改造による破損・故障
・火災、
水害、
地震、
落雷などの天災地変による破損・故障
・素材特性によるご使用中に生じる外観上の変化または経年変化
（傷、
汚れ、
摩耗、
変色など）
・消耗品の交換を要する場合
・お買いあげ後の輸送、
移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷

ファスナー

キャリーハンドル
プッシュボタン

ハンドル

< TSA ロック >
電源ボタン
TSA ロック

バッテリーインジケータ
micro USB 入力ポート
（充電用）

バッテリーエリア
（ラバーキャップ有）

2.1A 出力ポート
（給電用）
CHARGING INPUT

1A 出力ポート
（給電用）

2.1A

1A

キャスター

USB OUTPUT

< 本体 >

< バッテリーエリア >

※
「キャリーハンドル」
は
「ロック解除ボタン」
を押しながら伸縮できます。
「キャリーハンドル」
と本体の間に指を挟まないようご注意
ください。
また、
「キャリーハンドル」
がしっかり固定され、
伸縮しない状態であることを確認した上で、
本体を運んでください。
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バッテリーインジケータによる電池残量の表示

「電源ボタン」
を押すと、
バッテリー残量に応じて
「バッテリーインジケータ」
の LED が点灯します。
※
「バッテリーインジケータ」
の表示はあくまでも目安です。

鍵の施錠をする
2.

SKG

SA002
T

SA002
T

SKG

1.

バッテリーインジケータの
LED 点灯状態
電池残量

25％以下

25〜50％

50〜75％

本製品の
「ファスナー」
を閉め、
2つの引き手を

75〜100％

バッテリーの充電方法

3.

SKG

1. ご使用になる機器が推奨している充電用USBケーブルの USB 端子側をスマートフォン※１などの
場合は「１A出力ポート
（給電用）
」に、タブレットなどの場合は「2.１A 出力ポート
（給電用）
」に接続し
ます。
2. 本製品に接続したケーブルの反対側の端子をご使用になる機器に接続します。
※2
3. 電源ボタンを押すと
「バッテリーインジケータ」
が点灯し、
給電を開始します。
※1 iPhone は、
「２.1A 出力ポート
（給電用）
」
による充電を推奨してます。
※2 接続された機器が取り外されると、
10 秒後にバッテリーインジケータは自動的にオフになります。

TSA ロックによる施錠
＜TSA ロックとは＞
本製品は施錠機構として TSA ロックを採用しています。
現在、米国領土内のすべての空港で、国内の移動や出国の際、預け手荷物を TSA
（米国運輸保安局）
が
検査することになっており、乗客は荷物を解錠して預けることが求められます。しかし、TSA LOCK
（米国運輸保安局より認可を受けた施錠機構）
は、TSA 職員が特殊ツールを使って解錠することができ
るため、
TSA LOCK による施錠をしたままスーツケースを預けることができます。
鍵の解錠をする

鍵を
「キーホール」
の奥まで確実に差し込み、

3.

※TSA ロックの解錠・旋錠は正しく完全に行い、
「キーホール」
が
［横向き＝解錠位置］
または
［縦向き＝旋錠位置］
になっている
ことを、
必ず確認してください。
※
「キーホール」
が
［横向き＝解錠位置］
のとき、
鍵を抜き取らなくても本体を開けることは可能ですが、
衣類を引っ掛けるなど、
衣類を損傷したり、
鍵を変形させたりする恐れがありますので、
鍵はその都度抜き取ってください。
※鍵をしっかりと止まる位置まで回さないと、
操作は完了せず、
鍵を抜くことができません。
無理に抜こうとしたり、
回したりす
ると、
鍵が変形し正常な操作ができなくなります。
※
「ファスナー」
の引き手の差し込み方が不十分な場合や、
「ファスナー」
の引き手を差し込んだ後、
「プッシュボタン」
を途中まで
動かした場合、
施錠しても
「ファスナー」
の引き手がロックされないことがありますので、
確実に差し込んでください。
※鍵の破損、
変形、
抜き忘れ、
紛失には十分にご注意ください。
※操作時に指を挟んだり、
爪を損傷したりしないよう十分にご注意ください。

主な仕様
モデル名

UPQ Bag TR01

定格入力

5V/2.0A

SA002
T

定格出力

SKG

SKG

SKG

SA002
T

リチウムイオン電池 3.7V/12000mAh

［縦向き＝施錠位置］
から
［横向き＝解錠位置］
に時計回りに回してください。

P２

鍵を抜き取り、
右側の
「プッシュボタン」 「ファスナー」
の引き手が溝から外れます。
を押してください。

5V/2.1A

出力時間

約 11 時間
（1A 端子）

本体外形寸法

幅 350mm

本体重量
付属品

UPQ Bag TR02

リチウムイオン電池 3.7V/8000mAh

5V/1.0A

充電時間 (入力電圧2Aの場合 ) 約 6.6 時間

鍵を
「キーホール」
の奥まで確実に差し込み、

施錠され、
「プッシュボタン」
が動かせなくなくなった
ことを確認し、
鍵を抜き取ってください。

に反時計周りに回してください。

電池容量

2.
SA002
T

SA002
T

［横向き＝解錠位置］
から
［縦向き＝施錠位置］

ご使用になる機器への給電方法

1.

4.
SA002
T

SKG

1. USB / micro USB ケーブルの micro USB 端子側を本製品の「microUSB 入力ポート ( 充電用 )」に
接続します。
2. USB/micro USB ケーブルのUSB端子側をコンピュータ、
パソコン、
USB電源アダプタに接続します。
3.内蔵バッテリーが充電中になると「バッテリーインジケータ」が点滅します。充電が完了すると
「バッテリーインジケータ」
の４つすべての LED が点灯します。

「ファスナー」
の引き手を溝に合わせ、
『カチッ』
と音が
するまでしっかりと差し込んでください。

溝の付近まで移動してください。

約 5.2 時間
（2.1A 端子）
約 2.7kg

奥行き 220mm

約 4.5 時間

約 7.5 時間
（1A 端子）

約 3.6 時間
（2.1A 端子）

高さ 560mm（ハンドル・キャスター含む）

鍵：２本
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万が一、
バッテリーの液漏れが起きたら
・すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火し、
発火や破裂の危険があります。
・液が目などに入った場合は、
こすらず、
すぐに水道水などきれいな水で充分に洗った後、
医師の
治療を受けてください。
・液が身体や衣服についた場合は、
水でよく洗い流してください。

バッテリーケースの取外しについて
本製品内側のバッテリーケースに取り付けられたシール、
およびバッテリーを取り外された場合、
保証期間内であっても保証の対象外となりますのでご注意ください。

本製品内側のバッテリーケースに取り付けられたシール、およびバッテリーを取り外された場合、保証期間内であっても
製品保証の対象外となりますのでご注意ください。
発熱や発火、破裂、感電、傷害などの原因となるので、次のことはしないでください。
- 火中への投入や加熱、高温での充電や使用、放置
- 分解、改造、変形、水没、ショートさせる
- 取扱説明書で指定した方法以外の充電
万が一、バッテリーの液漏れが起きた場合、次のように対処してください。
- すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気体に引火し、発火や破裂の危険があります
- 液が目などに入った場合は、こすらず、すぐに水道水などきれいな水で充分に洗った後、医師の治療を受けてください
- 液が身体や衣服についた場合は、水でよく洗い流してください
重大な人身事故の原因となることがあるので、次のことはしないでください。
- 階段や段差のある場所での無理なキャスターの使用
- 棚など高い場所や、エスカレータなどに不安定な状態で置くこと
- 遊具や踏み台、椅子、杖や歩行補助具の代わりとして使用
その他、取扱説明書を良くお読みになり、正しく使用してください。
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