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このたびはヒロボー製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本説明書の内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。
この説明書は、大切にお手元に保管してください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
この充電器はリチウムポリマーバッテリー専用充電器です。�セルま
たは�セルのリチウムポリマーバッテリーの�セルずつの電圧を測定
して過充電をしないようバランスをとりながら確実に充電します。

リチウムポリマーバッテリーは過充電、過放電、その他誤
った取扱いをすると、機器の故障だけでなく、破裂、異常
発熱、発火などの可能性があり、大変危険です。
下記の事項を必ず守り、正しく安全に使用してください。
誤って使用された結果による事故、その他につきましては、
当社では一切の責任を負いません。
火の中に投入したり・加熱したりしないでください。
また、分解したり改造したりしないでください。破裂、
異常発熱、発火などによりケガ、ヤケドなどをします。
高温になった車の中や炎天下、��℃以上のところに放
置しないでください。
強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。
水などでぬらさないでください。
プラス�＋�とマイナス�－�の端子をネックレスやクリッ
プなどの金属類でショート�短絡�させないでください。
ヒロボー指定バッテリーの充電以外に使用しないでく
ださい。
充電をしないときは充電器のプラグをコンセントから
外して保管してください。
リチウムポリマーバッテリーを過放電させるとバッテ
リーが使用できなくなりますので使用後は速やかに充
電して保存してください。
バッテリーの使用中や充電中、保管時に異臭を感じたり、
発熱、変形、変色したり、その他今までと異なること
に気が付いた時には、直ちにコネクターを外し、使用
をやめてください。
一度異常の見られたバッテリーは使用せず、新しいバ
ッテリーと交換してください。 
車の運転中は充電器を操作しないでください。 
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 リチウムポリマーバッテリーの上手な使い方
�
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�セルあたりの電圧が &'(以下になるとそのバッテリーは使用で
きなくなります。過放電しないよう以下のことに注意してください。 
・　フライト中パワーダウンを感じたらすぐに使用を中止し充電をお
こなってください。 

・　使用後は必ずバッテリーとスピードコントローラーのコネクター
を外してください。接続した状態での保管は、バッテリーが過放
電し使用不能となります。

・　充電前に放電器などを使用して放電しないでください。（リチウ
ムポリマーバッテリーは電池を完全に使い切らずに充電しても
性能の劣化はありません）

・　充電してあっても少しずつ自然に放電してしまいますので、保
管する時は充電してから保管してください。また、長期間使用し
ないときも時々充電して完全に放電させないようにしてください。

・　�℃以下のところでは、バッテリーの性能が低下し、使用できる
時問が短くなったり、十分な出力が得られないことがありますの
で、暖かいところで使用してください。

・　リチウムポリマーバッテリーは約)��サイクル程度使用できます。
バッテリーを使用できる時間が大幅に短くなった場合は、バッテ
リーが劣化した症状ですので、新しいバッテリーをお買い求めく
ださい。
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使用バッテリー：リチウムポリマー �セル��セル
入力電圧：����	（範囲：��～ �
	）
入力電流：最大��
出力電圧：�����	（範囲：��～ ��	）
出力電流：��　（範囲：�～ �
�）
充電方法：定電流モード �定電圧モード
充電時間：最大２時間
動作温度：�～��℃
���������� �������� ������ !"�� �� ������� #��� �$������$���� %���
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���表示について
�つの�1�はそれぞれが�つのセルの状態を表しています。
黄色→赤→緑 � 起動。
赤点灯 � 充電中電圧���	以下。
緑点滅 )�秒間隔+ � 充電中電圧���	以上、電流

�
3���。
緑点滅 )��
秒間隔+ � 充電中電流�
�以下。
緑点灯 � 充電終了。
赤点滅 )�
秒間隔+ � エラー。

�セルごとの電圧を測定し、電圧が��	になったセルの充
電をカットします。電圧の低いセルを引き続き充電して電
圧が��	になったらカットし、最初に充電をカットしたセ
ルを再充電します。すべてのセルの電圧が��	に揃うとと
充電が終了します。
エラーメッセージについて
�1�が、赤 点滅（�
秒間隔）する場合は何らかの問題が
あり充電できない状態になっています。以下のようなこと
が考えられますのでバッテリーおよび充電器を確認してく
ださい。
①　バッテリーに電圧��～2.7	のセルがある。
②　＋－ショート
③　充電電流オーバー
④　充電電圧オーバー
⑤　入力電圧が��	以下、または�
	以上

�スペック
���	
�
	�
���

車の���バッテリーから充電するときは、���
バッテリーが上がらないよう注意してください。 
����	
�� 	��
�� ���� 	����
�� ���� �� ��
��� ����� �� � 	�� � ������ �� �����
���� ����
�� ���
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①　充電器にワニ口クリップ付ケーブルまたはシガージャック
付ケーブルを取付けてください。

②　ワニ口クリップを��	バッテリーに接続またはシガージャ
ックをシガーライターに接続します。※�1�がオレンジ色
に点灯します。

③　バッテリーを充電器に接続すると充電を開始します。
④　�1�が赤点灯⇒緑のゆっくりした点滅⇒緑の速い点滅⇒緑
点灯と変化します。�つの�1�がすべて緑点灯になると充
電完了です。
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①　%�� ������� ��0 ����0 #��� �� �" �� 5"��0
②　%�� ������� ��0 0�"���/ "��
③　%�� ������� ��0 ���' "5��$����(�/ #��� �""  ��� �����'�
④　%�� ������� ��0 ���' "5��$����(�/ #��� �"" ��(� � 5"���(�
⑤　%�� �'��� 5"���(� �0 �� 5"��0 "� ��00; "� �
 5"��0 "�  "��

①　������ � ����� #��� ����(��"� ����0 "� � ����� #��� � ��(�� =��: �"
��� ����(��

②　�"''��� ��� ����(��"� ����0 �" ��� �� 5"�� ������� "� ��� ��(�� =��:
�" ��� ��(�� ��(���� > �' �1� #��� ��(�� �' "��'(�

③　<��' ��� ������� �0 �"''����/ �" ��� ����(��; ����(�'( #��� 0����
④　	������"' "4 ��� �1� ���� #��� ��(�� �' 0"��/ ��/ ⇒ #��� ��

0�"#�� ���':�'( �' (���'⇒ #��� �� ����/�� ���':�'( �' (���'⇒
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&使用方法
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① 
② 

② 

③ 

④ 

はじめに以下の部品がすべて入っているか確認してください。
�� 0��� ���� ��� "4 ��� 4"��"#�'( ����0 ��� �'���/�/

)付属品
*		�����
��

シガージャック付きケーブル
����� #��� � ��(�� =��:

ワニ口クリップ付きケーブル
����� #��� ����(��"� ����0

充電器
����(��


