
取扱説明書

SuperCam ワイヤレスモバイルバッテリー

USBケーブルなどの接続が悪い。
接続したAC充電器の不具合。

使用環境温度が範囲外である。

5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、
20V/5A（最大100W）

※サムスン、HUAWEI、OnePlus、OPPO、VIVO
急速充電規格、および互換性のあるすべてのQC 3.0
デバイスに対応

5V/4.5A、 9V/2A、 12V/1.5A（最大22W）

5V/2A、9V/1.1A(最大10W)

184.5mm×85mm×25mm

580g

PSE、CE、FCC、Rohs 

1,000サイクル（残量80％）

-10℃～40℃

12ヶ月

5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、
20V/3.25A（最大65W）

リチウムイオンバッテリー

20,800（mAh）

76.96（Wh）

SuperCam ワイヤレス
モバイルバッテリー
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SuperCam ワイヤレスモバイルバッテリー

電源ボタン

動作表示ランプ/ワイヤレスチャージパッド表示ランプ

１.アプリのダウンロード

Androidの場合、Google Playで「Botslab」と検索することでも、
アプリをダウンロードできます。

iPhone/iPad の場合、App Storeで「Botslab」と検索し、
ダウンロードしてください。

QR コードをスキャンして「Botslab」 をダウンロードします。

２.ユーザー登録 ３.APモード接続設定

アプリを開いて「サインアップ」をクリックし、
電話番号またはメールアドレスを入力して登録します。
認証コードを受け取り後、
パスワードを設定して登録を完了します。

準備：カメラの電源をオンにします。 注: 電話がWi-Fiに接続されていることを確認してください。
デバイスは2.4Gネットワークのみをサポートしています。

1.アカウントにログインする際に、
デバイスの正しい地域を選択してください。
そうしないと、デバイスを追加できないか、
デバイスがオフラインになる可能性があります。

2.本機は2.4Gネットワークにのみ対応しています
（ネットワーク設定時に5Gネットワークを選択しないでください）。

3.デバイスAPホットスポットの検索はできるが、
ネットワーク割り当て時にホットスポットが接続できない場合、
まずスマホのWLAN設定でホットスポットを削除または
忘れたを選択し、通常のネットワーク設定の
プロセスを行ってください。

4. AP モードと P2P モードでは、デバイスのリストが異なります。

5.他のユーザーによって紐付けされたデバイス：
デバイスは1つのIDによってのみ利用でき、
他のユーザーは紐付けすることができません。利用する前に、
元のアカウントから紐付けを解除する必要があります。

6. デバイスの共有：
複数のユーザーに対してデバイスを共有し、
ユーザーごとに権限を設定、
同時にオンラインを視聴することができます。

7. クラウドストレージの料金は、APPパッケージに基づいており、
異なる地域や異なるプロモーション活動のために料金が異な
る場合があります。

（1）デバイスを追加する （2）バッテリーカメラを選択

(3)APモード接続をクリック (4) RESETボタンを5秒間押し
続けると、赤と青のライトが点滅し、
リセットが完了。
赤いライトが点灯するのを待ち、
次のステップをクリック。

（5）デバイスの
ホットスポットに接続

（6）「FC02」で始まるホット
スポットに接続した後、
アプリに戻ります。

（7）パスワードの設定 (8)APモードの
デバイス追加に成功。

（1）デバイスを追加する （2）バッテリーカメラを選択 (3) RESETボタンを5秒間押
し続けると、赤と青のライトが点滅し、
リセットが完了。
赤いライトが点灯するのを待ち、
次のステップをクリック。

(5) デバイスの検索
方法2：デバイスが検索されない場合、
下の画面をクリックし、
QRコードでネットワークを接続。

（6-1）デバイスが見つかったら、
「ネットワークの設定」をクリックし、

接続。

（6-2）方法2：10～15cm離し
てQRコードをカメラに向ける。

(7) Wi-Fiのパスワードを入力する
2.4Gネットワークのみ対応

(8) デバイスのネットワーク接続中 - 
ネットワーク接続成功

(9) Wi-Fiリモート監視接続が成功し、
インターフェイスがプレビューされます

APモードのデバイスリストは次の
場所にあります。
My--APダイレクトデバイスコン
トロール

Wi-Fi リモート監視デバイスの
リストは次のとおりです。 
ホーム--マイデバイス

(4) Wi-Fiによるネットワークを
選択する

注：アカウントにログインする際、位置情報は現在の
地域を選択する必要があります。

消灯 ０％

青いランプが１個点灯

青いランプが2個点灯

青いランプが3個点灯

青いランプが4個点灯

約1％～２５％

約２５％～５０％

約５０％～７５％

約７５％～１００％

電源オンの状態でもう1回押す ワイヤレスチャージパッド起動
（動作表示ランプが緑に点灯）

バッテリー電源オフ
（バッテリー残量表示ランプが消灯）

バッテリーからカメラに給電する
機能をオンにします

5秒以上長押す

ダブルクリック

バッテリーからカメラに給電する
機能をオフにしますもう一度ダブルクリック

バッテリー残量表示ランプ

10Wワイヤレスチャージパッド

Type-C PD 3.0
入力/出力ポート
(100W)

Type-C PD 3.0
入力/出力ポート
(65W)

USB-A出力ポート
(22W)

防犯カメラ

リセットボタン

防犯カメラ
電源ボタン

製品名

故障かな?と思ったら

Q1:本体への充電の時「残量表示ランプが点灯しない」「充電がされない」

バッテリータイプ

容量（mAh）

下記「対処の方法」で解決できない場合は、
弊社アフターサービスまでお問い合わせください。

容量（Wh）

Tpye-Cポート1 入力/出力

Tpye-Cポート2入力/出力

USB-Aポート1出力
（緑）

ワイヤレス出力

サイズ

重量

認証

寿命

推奨使用温度

保証期間
このたびはSuperCam モバイルバッテリー（以下「本製品」と表記します）をお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、大事に保管してください。

PD対応充電ケーブル
（Type-C to Type-C）

地震、雷、風水害などの天災及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、
その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使
用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

子供だけで使用させたり、幼児の手の届く場所に置いたりしないでください。

本製品をハンマーなどで叩いたり、踏みつけたり、落下させたり、または重いも
のを載せるなどして衝撃や力を与えないでください。

電源プラグとUSBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。

濡れた手で本製品やUSBケーブルを触らないでください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。

不安定な場所や高いところに置かないでください。

湿気やほこりの多いところで使用、または保管しないでください。

使用後や使用しない時はUSBケーブルを抜いてください。

本製品に搭載されている全てのUSBポートにほこりがたまっていないか、定期
的に点検してください。

USB接続端子の接続方向を確認して接続してください。

接続部分に直接触れたり、指を差し込んだりしないでください。 

USB型端子の定格を超えて充電しないでください。 

通電中の本製品が直接、または衣類の上から皮膚に長時間接触しないようにし
てください。低温やけどの原因となります。

ショート（短絡）をさせないでください。
本体及びUSBポート、Type-Cポートにピンなどの金属を差し込まないでください。

分解や改造をしないでください。

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱したりしないでください。

水、海水、牛乳、清涼飲料水、石鹸水などの液体で濡らしたり、液体の中で使用
したりしないでください。

火のそばや炎天下、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で
使用、または保管しないでください。
布団や毛布、バッグの中など風通しの悪い環境で使用しないでください。

本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責
任を負いかねます。

１.付属のUSB PD対応ケーブルまたはUSB-Aケーブル（別売）を本体の
Type-Cポートに差し込みます。

２.ケーブルの反対側のコネクターを、充電器（別売）を使ってコンセ
ントに差し込みます。

1.付属のUSB PD対応ケーブルをお使いの機器に差し込み、ケーブルの反
対側のコネクターを本製品のType-Cポートに差し込みます。

Type-Cポートを使用して給電を行う

1回押す バッテリー電源オン

1.各機器の充電用USBケーブルを使って本製品のUSB-A出力ポート
と充電する機器を接続します。

2.機器が接続されると自動的に充電を開始します。

3.給電を停止したい場合は、ケーブルを抜いてください。

USB-Aポートを使用して給電を行う

2.バッテリー残量表示ランプが点灯し、給電が始まります。表示
ランプはバッテリーの残量に応じて点灯します。

1.電源オフの状態で一回電源ボタンを押して、電源を入れます。

2.電源オンの状態でもう一回電源ボタンを押します。するとワイヤレ
スチャージパッド表示ランプは緑色に点灯にします。その後お使いの
機器をチャージパッドに乗せると、充電を開始します。

3.充電完了後、電源ボタンを1秒以上長押しして、ワイヤレス充電機能
をオフにしてください。（緑色の表示ランプが消灯します。）

３.給電を停止したい場合は、ケーブルを抜いてください。

※USB PD規格による充電は接続する機器がUSB PD規格に対応している
必要があります。
※USB Type-Cコネクターは裏表関係なく両面で挿すことができます。
※USB Type-Cコネクターは確実に奥まで挿し込んでください。 
※本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。

※コネクターの接続方向にご注意ください。必ず正しい向きで接続
してください。

※コネクターは無理に接続しないでください。機器やコネクターの破
損·故障の原因となります。 

※本製品の電池残量が少ない場合は、充分な電力供給ができない場合が
ありますので、予め電池残量をご確認の上ご使用ください。 

※本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。

※各機器の充電用USBケーブルは付属しておりません。

※ワイヤレス充電機能は対応機種のみご利用いただけます。
※ワイヤレスチャージパットの上に金属製のものを置かないでく
ださい。故障の原因となります。

３.全てのランプが点灯したら、充電完了です。USBケーブルを取り外
します。

Type-C

Type-C

Type-C

Type-C

USB-A

USB-A

Type-C

原因 対処の方法

各接続を確認し、正しく接続してく
ださい。
AC充電器が正常に動作するか他の機
器などで確認してください。

ケーブルやケーブルのコネクター部
が断線やショートしていないか他の
機器などで確認してください。

使用温度範囲内で使用してください。

USBポートに異物が詰まっている。

Q4:ケーブルが繋げられない

原因 対処の方法

正しい形状のUSBケーブルをつない
でください。

コネクター部分の形状が異なるUSB
ケーブルを使用しようとしている。

ケーブルの取り付け方法が正しくな
い。

ケーブルを正しく取り付けてくださ
い。

USBポートに詰まっている異物を取
り除いてください。

Q5:ワイヤレスで充電できない

原因 対処の方法

ワイヤレス充電対応の機器で充電し
てください。

ワイヤレス充電対応の機器ではない
。

ワイヤレスチャージパッドにのせ
る位置が適切な場所からずれてい
る。

のせる位置を変えてください。本体のバッテリー残量が多い。

本体のバッテリー寿命または異常

Q2:本体への充電時間が短い。

原因 対処の方法

そのまま使用してください。

バッテリー容量は、使用を重ねるごと
に減少していき、充電時間も短くなり
寿命になります。寿命は使用方法によ
り異なりますが、約1000回が目安です
。
異常を感じた場合は、弊社アフターサ
ービスまでお問い合わせください。

USBケーブルの取り付け方法が正
しくない。

充電用USBケーブルを正しく取り付
けてください。

本体のバッテリー残量が少ない。 本体を充電してください。

使用温度範囲内で使用してください。動作温度が範囲外である

お使いの機器の端子およびUSBポー
トの汚れを取り除いてください。

お使いの機器の端子およびUSBポ
ートが汚れている。

Q3:スマートフォン、PCなどの充電がされない。

原因 対処の方法

４. Wi-Fiリモート監視設定 5. APモードとWi-Fiリモート監視リストの区別 ６. よくある質問と注意事項
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