
この度はSUNGO Ares-Birkin760 Portable Power 
Station( 以降本機器という )をお買い上げいただき
有難うございます。ご使用の前にこの「取扱説明書（以
降本書という）」をよくお読みのうえ、正しくお使い
ください。お読みになった後は、いつでもご覧にな
れるように大切に保管してください。

SUNGO Ares-Birkin760 Portable Power Station

国内専用 / For use only in JAPAN

Ares-Birkin760  Portable Power Station の特徴

●本機器は高度なリチウムイオン電池テクノロジーを採用したポータブルバッテリーです。
●アウトドアやキャンプ、車中泊などの野外活動がより快適になります。
●災害時の停電など電気がない緊急事態には重要なバックアップ電源になります。
●Type-C ポートはパワーデリバリー（PD）テクノロジーを使って互換性のあるデバイスに
　最大 65Wの出力が可能です。
●USB-A ポートはクイックチャージ（QC）テクノロジーを使って最大 18Wの出力が可能です。
●多様な出力ポートが装備されており、さまざまなデバイスや小型電気機器に電力を給電します。
●正弦波インバータを内蔵、供給電力は最大 500Wに達する。クリーン、静音、かつ安定な
　AC電力を生成し、繊細な電気設備に効率的かつ安全に電力を給電します。
●バッテリー管理システム（BMS）は、電圧制御、温度制御、短絡保護、過電流保護などを管理し、
　ポータブル電源及び接続するデバイスに損傷を与えないように保護しています。

取扱説明書



安全上のご注意
●絵表示について

●絵表示の説明

警告

警告

注意

本書と本機器にはいろいろな絵表示が記載されています。これらは本機器を安全
に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防
止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」
内容を示しています。

この表示は、取り扱いを誤った場合、「人が障害を負う可能性が想定される場合、
及び、物的損害の発生が想定される」内容を示しています。

万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用を中止して、本機器に接続している
全てのプラグを外してください。そのまま使用すると火災や感電、破裂の原因になります。
・煙が出ている　・異臭がする　・落としたとき　・破損したとき　
・大きな衝撃を与えたとき　・異音がする

次の行為は故障、発熱、感電、発火、破裂の原因になり大変危険ですので絶対におやめください。

万一、発煙・発火したら消火器または大量の水で消火してください。煙が出なくなるまで本機器
を水漬けにしたあと、煙が出ない事を確認してから弊社カスタマーサービスにご連絡ください。
お客様による修理は非常に危険ですから絶対におやめください。

の絵表示は…
気をつけていただきたい注意喚起

表示された規定の電源電圧以外で使用しない

火のそば、炎天下の車内、熱器具など40度以上の
高温になる場所で使用・放置しない

の絵表示は…
行為を指示する記号

の絵表示は…
コンセントから電源プラグを抜く記号

の絵表示は…
濡らすことを禁止する記号

の絵表示は…
分解・改造を禁止する記号

の絵表示は…
行為を禁止する記号

分解、改造、修理しない

の絵表示は…
濡れた手で触れることを禁止する記号

警告

大きな衝撃を与えない、放り投げない

雷が鳴り出したら使用しない 端子部にケーブル以外の金属類を差し込まない

水などの液体を入れない、濡らさない 濡れた手で本機器、接続ケーブルに触れない
�



使用上の注意について

本機器の上に物を載せない、本機器を不安定な場所に置かない
… 倒れたり、落ちたりして怪我の原因になります。

付属の充電ケーブル以外は使用しない
… 充電できない、または故障、発火、火災の原因になります。

心臓にペースメーカーを装着している方は使用しない
… ペースメーカーが、本機器の影響を受ける恐れがあります。

付属の充電ケーブルを本機器以外に使用しない
… 充電できない、または故障、発火、火災の原因になります。

充電ケーブルを毛布などで覆わない、包まない
… 本機器に充電中の充電ケーブルは熱くなります。毛布などで覆ったり、包んだりすると発火、
火傷する可能性があるので危険です。

●防塵・防水仕様ではありませんので次の場所では使用しないでください。
　・ほこりが多いところ　・雨や水、海水などがかかるところ　・湿気が多いところ
●不安定な場所で使用しないでください。必ず平らな場所で使用してください。
●本機器の通風孔を塞がないでください。本機器の５cm以内にものを置かないでください。
●本機器に接続するケーブルのプラグは必ず真っすぐの向きで接続してください。
●本機器に接続したケーブルを引き抜くときは必ずプラグを手で持って引き抜いてください。
●給電するデバイスの制御機能によって給電できない、または急速給電できないことがあります。
●充電または給電中、本機器のそばにラジオ、テレビがある場合ノイズが入ることがあります。
　その場合ラジオ、テレビを本機器から離してください。
●本機器の本体が汚れたら必ず電源をオフにしてから乾いた布で乾拭きしてください。汚れがひどい時は
　水または薄めた中性洗剤で拭き取ってください。シンナー、ベンジンなど引火性の液体は絶対に使用し
　ないでください。
●電源電圧の入出力は本機器の仕様で定める数値の範囲を超えた場合、自動停止することがあります。万 
　が一、自動停止した場合、「本機に充電する」また電源ボタンを 3秒長押しで再起動します。
●本機器は低 /高温では動作しない安全設計です。本機の温度センサーが -10 度～ 40度の範囲を超える
　と感知した場合自動停止することがあります。自動停止した場合、「本機に充電する」また電源ボタン
　を 3秒長押しで再起動します。

次のような機器では絶対に使用しないでください。
医療機器や使用上、生命に関わるような機器、社会的、公共的に重要な機器、重要な事
業用機器などに使用しない。
… 万が一使用中に給電ができなくなった場合、命に係わる被害が想定されます。

各接続端子には確実に差し込む
… 差し込みが不十分ですとほこりが付着して発熱、火災、感電の原因になります。

警告

注意
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使い方

●ご注意
・保管及び輸送上の安全のためご購入時、本機器は必要最小限のバッテリー残量状態です。
・はじめてお使いになるときは、本機器をフル充電 (100%) してからお使いください。
・内蔵バッテリーを空の状態で長期保管（3～6ヶ月）すると、性能が劣化してしまい
　充電できなくなることがあります。本機器を長期間使用しないで保管する場合、3～４ヶ月に一度、
　60%～80%程度の充電をしてください。

① 電源ボタン：3秒長押しでピー音が鳴り、ON/OFF を切り替えます。
② 液晶画面：ONになると点灯して本機器の状態を表示します。
③ AC入力：付属のAC/DC充電アダプターを使って本機器に充電します。
④ ソーラーパネル入力：ソーラーパネルを使って本機器に充電します。
⑤ USB出力ポート：2つのポートそれぞれ出力電流が異なり、一番上のポートは急速充電対応です。
⑥ シガーソケット出力ポート：車載機器など、シガーソケットをご使用いただけます。
⑦ DC出力ポート：DC端子専用出力ポートです。
⑧ AC出力 LED：AC出力がONになると点灯します。
⑨ AC出力ボタン：ボタンを押してAC出力のON/OFF を切り替えます。
⑩ AC出力ポート：2ポート合計MAX500Wを出力します。
⑪ LEDライトボタン：本機器に搭載された LEDライトのON/OFF を切り替えます。
　 バッテリー残量がある場合、本機器がOFFの状態でも LEDライトはご使用いただけます。
⑫ ハンドル：本機器は7.5kg です。持ち運びの際はご注意ください。
⑬ LEDライト：1Wの高輝度 LED搭載です。
⑭ 冷却ファン：本機器を冷却するための通気口です。本機器をご使用の際、通気口から10cm以
　 内に物を置かないでください。冷却を妨げると故障の原因となります。

●パッケージ内容
□ Ares-Birkin760 Portable Power Station 
□ AC/DC充電アダプター (AC充電ケーブル )
□ 取扱説明書

●各部の名称

①
⑦

⑤
⑨

⑩

④
⑫⑪

⑬

⑭

②
③
⑥
⑧
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充電時間の目安

本機器を充電する

主な仕様

●付属のAC/DC充電アダプターで充電する
①本機器に接続している全てのケーブルを外してください。
②付属のAC/DCケーブルのDCプラグを本機器DC入力に接続してください。
③付属のAC/DCケーブルのACプラグをACコンセントに接続してください。
④本機器への充電が開始されます。

注意
※AC/DC充電アダプターを使って充電する場合、付属のAC/DC充電アダプター以外は使用しないで
ください。本機器の故障の原因になります。
※本機器を効率よく使用するためには、使用する前と保管する前にフル充電してください。
※本機器を最短時間で充電するためには、本機器に接続している全てのケーブルを外してください。
※本機器に充電するときにバッテリー残量が 100%にならず、しばらく充電 (30 分くらい )しても数値
が変動しない場合は本機器不備の可能性がございます。その場合、使用を中止して販売店または弊社カ
スタマーサービスまでお問い合わせください。

概要

バッテリー

重量

材質

動作/保管湿度

動作温度

認証

7.5kg

タイプ リチウムイオンバッテリー

電圧 25.9V

容量 786Wh(10.8V 72.8A)

サイクル寿命 ≥1500 回

PC＋ABS

45-95%

0-45℃/32-113°F

FCC、CE、PSE、RoHS

充電デバイス

付属のAC/DC充電アダプター

ソーラーパネル (100W)

充電時間の目安

7.5 時間

約 5～7時間 ( 天候による )

入力

出力

DC入力

ソーラーパネル入力

12.6V /10A

Type-C PD 5V,9V,12V,15V,20V/3A最大65W

USB-A 5V,9V,12V/2.4A
QC3.0 最大 18W

DC出力

シガーソケット

12V⎓5A/60W

12.5V⎓10A/125W

AC出力
110V/(50Hz/60Hz)
( 純正弦波定格MAX500W)
2 ポート合計MAX 500W

USB×3、DC、AC
シガーソケット、総出力合計 MAX500W

12.5V-25V 最大 180W

●充電時間は目安であり、充電環境によって充電時間が変動することがあります。
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●ソーラーパネルで充電する
ソーラーパネルは天候が曇りでも使用可能です。雨の日は使用できません。

最高効率に基づいた充電時間

40W＝13～17時間 60W＝8～12時間 80W＝6～9時間

100W＝5～7時間 120W＝4～6時間

※ソーラーパネル使用中は他機器への同時出力（パススルー）をしないでください。

�

◆太陽の陽が当たる角度に調整してご使用ください。

ソーラーパネル

BEST

ソーラーパネル

OK

ソー
ラー
パネ
ル

BAD

接続機器への給電の目安

スマートフォン
15W
約 52回

ドローン
50W
15回

タブレット
20W
約 39回

電気毛布
60W
約 13時間

扇風機
30W
約 26時間

小型冷蔵庫
30W
約 26時間

ノートPC
30W
約 26回

LEDランタン
5W
約 157時間

白熱電球
30W
約 23時間

Bluetooth
スピーカー
20W
約 35時間

デジタルカメラ
4W
約176時間

32inch テレビ
60W
約 11時間



本機器から接続機器へ給電する

�

本機器がそれを検出すると液晶画面にUSBアイコン (　 ) が表示されます。２

本機器がそれを検出すると液晶画面にDCアイコン (　 ) が表示されます。２

AC出力の使い方

AC出力ボタンを押すと、AC出力LEDが点灯し、
液晶画面のAC出力アイコン(　 )が表示されます。２

１ はじめに、給電する機器のACプラグをAC出力ポートに接続します。

3 出力中アイコン (　 ) が回転すると接続機器に給電が開始されます。
※バッテリー残量が20%未満になるとAC出力は自動停止します。
※給電中は出力中アイコン (　 ) が回転します。回転が止まると出力は停止しています。

※バッテリー残量が5%未満になると出力は自動停止します。
※給電中は出力中アイコン (　 ) が回転します。回転が止まると出力は停止しています。

USB出力の使い方

１ 給電する機器のUSBコネクタをUSB出力ポートに接続します。

3 出力中アイコン (　 ) が回転すると接続機器に給電が開始されます。

DC出力の使い方

１ 給電する機器のDCプラグをDC出力ポートに接続します。

3 出力中アイコン (　 ) が回転すると接続機器に給電が開始されます。

本機器がそれを検出すると液晶画面にDCアイコン (　 ) が表示されます。２

※バッテリー残量が5%未満になると出力は自動停止します。
※給電中は出力中アイコン (　 ) が回転します。回転が止まると出力は停止しています。

シガーソケットの使い方

１ 給電する機器のシガーソケットをシガーソケット出力ポートに接続します。

3 出力中アイコン (　 ) が回転すると接続機器に給電が開始されます。

※バッテリー残量が5%未満になると出力は自動停止します。
※USBポート一つに対して給電できるUSBデバイスは一つだけです。
※USBハブなどを介して一つのUSBポートから複数個の給電はできません。
※給電中は出力中アイコン (　 ) が回転します。回転が止まると出力は停止しています。



１

4 5

2 3

「カチッ」となるまで押してON/OFFを切り替えます。
軽く押すとモードの切り替えになります。

※LEDライトは非常に明るいです。点灯中はライトを直視しないでください。
※走行中の車両や人に向けて点灯しないでください。
※点灯中のライトを直視して目に痛みや違和感を感じたらすぐに医者の診察を受けてください。
※SOS救難信号は世界共通です。非常に重要な役割があることを理解し、本当に必要なときだ
　け使用してください。不要なSOS発信は絶対に行わないでください。

【最大出力電力】
DCとAC同時使用時、もしくはAC使用時に最大出力電力が500Wに制限されます。
最大出力が500Wを超えると本機器は自動停止します。
ピーク出力電力 は 950Wで約1秒間です。
内部温度が45℃に上がるとファンがONになります。（充電モードで）
内部温度が40℃以下になるとファンがOFFフになります（放電モードで） 
ファン音は、60db未満の範囲に制御します。（10cm距離以内）

�

LEDライトの使い方

●５つの照明モード

高輝度

AC出力 LEDが点灯している場合、AC出力ボタンを押してAC出力をOFFにします。２

本機器の電源をOFFにする

１ 接続している全てのデバイスとケーブルを外します。

電源ボタンを3秒長押ししてピー音がなり、電源がOFFになります。4
3 出力デバイスのアイコンが全て消灯していることを確認してください。

通常

フラッシュ SOS

省エネ

輝度 100% 輝度 50%

輝度 100% で
激しく点滅

輝度 100% で
SOS 救難信号を発信

輝度 25%

本機器を使い終わったら次の手順で OFF にしてください。



ソーラーパネルまたは
AC入力で充電中

液晶画面について

●本機器が起動（充電または給電開始）すると液晶画面が点灯します。

●警告アイコン

アラーム 液晶

3秒ごとに

アラームが鳴り

30秒後に

停止します。

原因

バッテリー残量が５％以下になっています。

AC出力に問題があります。

シガーソケットに問題があります。

DC出力に問題があります。

USB出力に問題があります。

本機器の内部温度が高くなっています。

バッテリー残量が 20%以下のためAC出力ができません。

バッテリー残量が5%以下のためシガーソケット出力できません。

バッテリー残量が 5%以下のためDC出力できません。

バッテリー残量が 5%以下のためUSB出力できません。

ソーラーパネルに問題があるため充電できません。

AC/DC充電アダプターに問題があるため充電できません。

�

ACアダプターで充電中 バッテリー残量

ソーラーパネルで
充電中

DC出力
接続中

AC出力接続中

警告

ACまたはDC出力
使用中

シガーライター接続中

USB ポート
接続中



付属のAC/DCアダプター
をご使用ください

本機器が
故障・破損している

通電流センサーが異常
電流を感知して通電流
保護機能が作動した

付属のAC/DCアダプター
が故障している

AC/DC充電アダプターが
正しく接続されていない

接続中の
機器が多すぎる

本機器の
内部温度が高すぎる

使用を中止して弊社カスタマーサービスまで
お問い合せください。

本機器を充電してください。

本機器に接続している全てのケーブルを外し、電源をOFF
にした後、50%以上充電してください。
それでも問題が解決しない場合、使用を中止して販売店また
は弊社カスタマーサービスまでお問い合せください。

付属のAC/DC充電アダプターをご使用ください。
付属以外の充電アダプターを使用すると本機器の故障の原因
となります。

付属のAC/DC充電アダプターをご使用ください。
付属以外の充電アダプターを使用すると本機器の故障の原因
となります。

付属のAC/DC充電アダプターを正しく接続してください。
問題が解決しない場合、販売店または弊社カスタマーサービ
スまでお問い合せください。

本機器に接続しているケーブルを全て外し、電源をOFFにし
て本機器の温度が下がってからご使用ください。
周囲の気温が45℃以上ある場合は使用しないでください。

故障かな？と思ったら

※上記に該当しない不具合が発生したら直ぐに使用を中止し、
販売店または弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

状態 原因

起動しない

バッテリー残量がない

AC / DC充電
アダプターで
充電できない

接続機器に
給電できない

解決方法

��

本機器を充電してください。

総出力が500W未満となるように調整してください。

接続中のデバイスが
故障している

デバイスを外してください。
故障しているデバイスには給電しないでください。

出力ポートが
故障している

使用を中止してください。
販売店または弊社カスタマーサービスまでお問合せください。

バッテリー残量が少ない
AC出力：20%未満
その他出力：5%未満



よくある質問

保証について

免責事項

保証期間：ご購入日より起算して 18ヶ月
保証内容：SUNGO公式ホームページをご確認ください。

●本製品のMAX出力は500Wです。
　給電を要求する側の接続機器が500W以上の電力を必要とする場合、本機器は保護機能が働き自動停止します。
●弊社は、「火事」、「地震などの自然災害」、「第三者による使用」などによって生ずる損害についての責任を負いかねます。
●保証書に記載されている内容が保証の全てです。保証書に記載されていないことについては弊社の保証範囲外です。
●本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、
　弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

本機器の仕様及び外観は品質改善のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
●充電式電池のリサイクル
本機器はリサイクル可能な充電池を内蔵しています。
廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。
充電池の取り外しは大変危険です。お客様自身では行わないでください。

A1…本機器を再起動する
本機器に接続している全てのケーブルを外してください。本機器が起動している場合は電源ボタンを
押して本機器をOFFにしてください。その後、本機器を充電するか、あるいは本機器の電源ボタンを
3秒長押しして本機器をONにしてください。

A1…本機器を再起動する
本機器に接続している全てのケーブルを外してください。本機器が起動している場合は電源ボタン
を押して本機器をOFFにしてください。その後、本機器を充電してください。

A2…バッテリー残量を確認する
本機器の電源ボタンを長押しして起動させバッテリー残量を確認してください。
バッテリー残量が100%の場合は本機器への給電はできません。
バッテリー残量が100%以下でも充電できない場合は不備の可能性がございます。
販売店または弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

A2…バッテリー残量を確認する
本機器の電源ボタンを3秒長押しして起動させバッテリー残量を確認してください。
バッテリー残量がない場合は本機器を充電してください。
上記を行っても動作しない場合は不備の可能性がございます。
弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

A3…他の機器への給電を試す
接続機器の電気的仕様が本機器の使用範囲内であっても接続機器の電気制御によって充電できない
ことがあります。他の機器への給電をお試しいただき、他の機器への給電が可能な場合は給電でき
ない機器個体の問題の可能性がございます。

上記を行っても本機器が動作しない場合は不備の可能性がございます。
販売店または弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

説明書の通り使用していたが動作しない。(接続機器に給電しない)Q

説明書の通り使用していたが動作しない。(本機器に充電できない)Q
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https://sungoess.jp/



販売元：株式会社十一代　〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 504　TEL：0120-405-792　https://sungoess.jp/
E-mail：info@sungoess.jp　製造元：Jiangsu　Sungo Power Technology Co.,Ltd. Address：4th Floor,Building9,
Optoelectronics Industrial Park,Medical high-tech District,Taizhou city,Jiangsu Province,China

https://sungoess.jp/
【受付時間】平日：10:00～12:00 / 13:00～17:00

製品カスタマーセンター

������������

( 土日祝祭日および夏季・年末年始弊社休業日を除く )


