
この度はSUNGO Ares-Alma70 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-Alma70 Portable Power Station

国内専用 / For use only in JAPAN

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。
・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」また電源ボタンを押して再起動します。
●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
　を押して再起動します。

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、命に関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。

●パッケージ内容
□ Ares-Alma70 Portable Power Station 

□ Type-C 充電ケーブル

□ 取扱説明書　　　□ 専用収納ポーチ

※PD充電アダプターは付属しておりません。別途ご購入ください。

①USB-A 出力
②Type-C 入力 /出力
③AC出力
④電源ボタン
⑤LEDインジケーター

●各部の名称
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①

③

②
④

⑤



充電時間の目安

本機器を充電する

主な仕様

●付属のType-C充電ケーブルと本機器、市販のPD充電アダプター(※)を
　接続してコンセントに差し込んで充電してください。
　 ※PD充電アダプターは付属しておりません。別途ご購入ください。
 　※PD充電アダプターは 30W PD3.0 正規品をお使いください。

●LEDインジケーター
　 本機器への充電…LEDインジケーターによってバッテリー残量を表示します。

本機器に充電するときにバッテリー残量が 100%にならず最後の LEDインジケーターが点灯
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。

商品名

バッテリー容量

Type-C 入力

USB-A 出力

Type-C 出力

Ares-Alma70

定格容量 3300mAh,20V⎓1.5A

20000mAh/74Wh

5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓2.5A

QC 3.0 5V⎓2.4A、9V⎓2A、12V⎓1.5A

5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓2.5A、15V⎓2A、20V⎓1.5A

AC 出力 100V/60Hz　110W MAX　90W 定格

充電アダプターの定格

5V⎓3A

9V⎓3A

12V⎓2.5A

充電時間の目安

約 5時間

約 3時間

約 2.5 時間

LEDインジケーター バッテリー残量

0～20%

21～40%

41～60%

LEDインジケーター バッテリー残量

61～80%

81～99%

100%

●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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…LED点滅 …LED消灯 …LED点灯



本機器から接続機器へ給電する

接続機器への給電の目安

・本機器に使用する機器を接続（USB-AまたはType-C）すると給電を開始します。
　給電を開始しない場合は電源ボタンを押して本機器を起動してください。

・本機器から接続機器への給電は、仕様範囲内でも動作しないことがあります。
　その場合、その機器は使用しないでください。

・本機器に充電するときは、PD充電アダプター30W PD3.0 の規格品を使用してください。非規格品を使
　用すると本機器の不具合の原因となることがあります。

・バッテリー残量が少ないと出力が弱くなり自動停止することがあります。
・バッテリー容量が低下した場合、最後のLEDインジケーターライトは青色点滅になります。
・異常接続を感知するとLEDインジケーターが全点滅して自動停止します。
・LEDインジケーターが全点滅したら本機器に接続しているケーブルを全てはずしてください。

・電源ボタンを3秒長押ししてAC出力を開始します。
・本機器は1分以上給電をしないと自動停止します。

・本機器起動中に電源ボタンを押すとLEDインジゲーターが点灯してバッテリー残量を表示します。

【自動停止】
バッテリー残量が低下、または出力先の電圧 /電量が本機器より高い時は自動停止することがあります。
自動停止した場合、「本機器に充電する」または、電源ボタンを3秒長押しすると再起動します。

本機器が充電または放電をする際にはエネルギーを消費します。
そのため本体がやや熱くなることがありますが異常ではありません。
ただし触れられないくらい熱い時は使用を中止して弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。

●接続機器へ給電時のバッテリー残量

スマートフォン
15W
約 4.5 回

ドローン
50W
1回

タブレット
20W
約 3.5 回

電気毛布
60W
約 1時間

扇風機
30W
約 2時間

小型冷蔵庫
30W
約 2時間

ノートPC
30W
約 2回

LEDランタン
5W
約 14時間
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LEDインジケーター バッテリー残量

100～81%

80～61%

60～41%

LEDインジケーター バッテリー残量

40～21%

20～1%

…LED消灯 …LED点灯



よくある質問

保証について

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。　https://sungoess.jp/

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はずしてください。本機器が起動している場合は1分以上、
給電せずに自動停止させてください。その後、本機器を充電するか、或いは本機器の電源ボタンを押
して本機器をオンにしてください。

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はずしてください。本機器が起動している場合は1分以上、
給電せずに自動停止させてください。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押して起動したら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%（LEDインジケーター全点灯）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押して起動したら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、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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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 )


