
バッテリー内蔵バッグ

取扱説明書

BAGTTERY

KA-101-

KA-103- 

KA-102-

KA-104-

1 : 保証書の内容のご確認と保存のお願い
　必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

2 :保証期間は、お買い上げ日より 1年間

3 :修理をお申しつけされるとき
　≪保証期間中≫　製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
　≪保証期間を経過しているとき≫　修理可能な商品は、ご要望により有料修理いたします。

4 :補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間です。

5 :修理料金の仕組み
　修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検
　などの作業にかかる費用です。
　部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。 出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。（本機の場合、持ち
　込み修理となります）

6 :上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店ま
　たは、弊社のサポートセンターまでお気軽にご相談ください。

〒150-0001  東京都渋谷区神宮前 1-12-6 　TEL  03-5771-0657株式会社 リアル･フリート

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理もしくは代替品と交換いたします。製品
と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料な
どの実費を申し受けます。

1.  ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない
      場合は、弊社のお客様サポートセンターにお申しつけください。

2.  保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(1)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
　 (2)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
　(3)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガ
      ス害 (硫化ガスなど )、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、 周波
      数 )などによる故障および損傷。

(4)一般家庭用以外 (たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶への
      とう載 )に使用された場合の故障および損傷。　 

(5)保証書のご提示がない場合。

(6)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合 
        あるいは字句を書きかえられた場合。　 

(7)消耗部品の交換。

3.  保証書は日本国内においてのみ有効です。
       warranty card is valid only in Japan.

 4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上
の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社の
サポートセンターにお問い合わせください。
保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

■本製品が不要になったときは
バッテリーは貴重な資源です。不要になった場
合は、弊社のお客様サポートセンターにご連絡くだ
さい。

 

(株)リアル・フリート　修理ご相談窓口

受付時間

■ファクシミリでのお問い合わせ
FAX : 0570-022-227

10:00～19:00
月～金（土・日祝祭日は休み）

ナビダイヤル
全国共通番号 0570-077-773

KA-B001-01

アフターサービス

修理に関するご相談

0120-161914
(株)リアル・フリート　お客様サポートセンター

■  携帯電話・PHSの方はこちらへ
TEL : 03-5771-0657 

■  ファクシミリでのお問い合わせ
FAX : 03-5771-0652

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・
ご住所・電話番号・FAX番号」をご記入のうえ、
お問い合わせください。  

受付時間 10:00～19:00
月～金（土・日祝祭日は休み）

フリーダイヤル

消耗品や部品ご購入等のご相談

BAGTTERY 保証について
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KA-101-TO KA-103-CLKA-102-BO KA-104-BD

バッテリーキャップ

対応モデル

インジケータウィンドウ

バッテリースティック

スマートフォン用
ポケット

カードタグ

●充電専用USBケーブル1.5m（BAGTTERY充電用）

●充電専用USBケーブル17cm（USB給電機器給電用）●充電専用USB 
     ACアダプタ

●保証書

●取扱説明書

バッテリーチェックプレート

USB-BOX

CLOSE

OPEN

インジケータリング

マイクロUSB端子

バッテリーキャップ

サブインジケータ

USB端子×２（給電用）

バッグの内側

各部の名称

付属品

1

（充電用）

 1

1

各部の名称

付属品

2

2 - 3

4 - 5

3BAGTTERY のお手入れ方法

 使用上のご注意

BAGTTERY の使いかた

6

6

仕様

6

アフターサービス

6

修理に関するご相談

・本製品は株式会社リアル・フリートのオリジナル商品であり、携帯電話メーカー                
   各社のライセンス製品ではありません。
・記載されている会社名・製品名は各社の商標および登録商標です。
・製品のデザイン、仕様は改良等により予告なしに変更する場合がございます。

消耗品や部品ご購入等のご相談

保証について



注意

BAGTTERYが満充電終了の前に中断されて蓄電量が不十分な場
合には、放電時の電圧低下が急峻になり、放電性能や残量表示
などが仕様通りの動作をしません。（バッテリーの一般的特性）

風呂上り等、体が湿った状態や裸で使用しないでください。
製品をいためる原因となります。

革製品専用のクリーナーやワックス以外で汚れを落とさないで
ください。変色や劣化の原因となります。

長期間ご使用になられなかったバッテリーは十分に充電されな
いことがあります。長期間使用しない場合でも、6ヶ月に１度は
充電を行ってください。

内蔵バッテリーには寿命があります。本機の使用時間が短く
なったときは、お客様サポートセンターにご連絡ください。
有償にて交換が可能です。

保管する環境は、直射日光を避けて、風通しの良い場所にしてく
ださい。

お買い上げ後、初めてご使用の場合に、さびや異臭、発熱、その他
異常と思われたときは使用しないで、お求めの販売店、またはリ
アル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。

安全のため、小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を充
分に教えてください。また、使用中にも正しく使用しているか注
意してください。

USB給電機器への給電と BAGTTERYへの充電は同時にてきま
せん。BAGTTERYの充電が優先され、USB給電機器への給電は停
止します。（BAGTTERY充電優先）

10℃以下の低温ではバッテリーの性能が低下します。特に低残
量時には出力停止レベルになるまでの持続時間が短くなります。
充放電電流が流れてバッテリー内部温度が上昇すると性能は回
復します。（バッテリーの一般的特性）

USB-BOX のスイッチを押してもUSB給電機器を挿入しても
LED が点灯しない場合は、BAGTTERYを充電すると正常動作に
戻ることがあります。（過放電保護制御回路のリセット）

充電や放電中に、可燃物を上にのせたり、覆ったりしないでく
だい。発熱、破裂、発火の原因になります。

所定の時間を越えても充電が終了しない場合は、充電をやめ
てください。 そのまま充電すると漏液、発熱、破裂させる原因
となります。

使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なる
ときは、使用しないでください。　発熱、破裂、発火する原因に
なります。

電子レンジに入れないでください。
急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火
の原因になります。

殺虫剤・シンナー・灯油・ベンジン・ガソリンなどの有機溶
剤で拭いたり、直接吹き付けないでください。
製品をいためる原因となります。

エアコン・暖房器具・放熱器具・湿度調整機の近くに設置し
ないでください。製品をいためる原因となります。

熱いものや濡れたものを直接置かないでください。
変形や変色の原因となります。

本製品内蔵のバッテリーはUSB給電機器及びスマートフォ
ン、タブレット製品充電専用です。
指定した機器以外の用途には使用しないでください。

バッグ内のバッテリー部及び、UBS-BOXに強度の力を加えな
いでください。破損の原因となります。

汚れを落とす際に漂白剤を使用しないでください。
製品をいためる原因となります。

日常的に使用後、乾拭きすることで軽い汚れはとる事ができます。また、定期的に革専用のクリームで栄養補給を行ってツヤやしなやか
さを保つ事が出来ます。

手垢、油性の汚れは、革専用のクリームを柔らかい布に少量含ませ、全体にまんべんなくなじませ、乾拭きしてください。

水にぬれた場合は、乾いた柔らかい布で軽く叩くように水気を取り、直射日光を避けて風通しのよい場所で乾燥させてください。

スマートフォンなどが「充電済み」になってからも接続された
ままになっていると、機器によってはバッテリーを消費してし
まう場合があります。USB給電機器の充電完了マーク等を確認
しましたらコネクターを抜いてください。
（iPhone 他、各デバイスの充電完了仕様）

お手入れの際、バッグ内の底にあるファスナー、ボタンは開けないでください。 故障の原因となります。内部の点検や修理はお求めの販売
店、またはリアル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。

BAGTTERY レザーのお手入れ方法
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サイズ 容量 動作温度範囲入力 出力重量

■  警告・注意表示及び絵記号の意味 

警告 危険 注意 

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

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危険が切迫して
生じることが想定される」内容です。

この表示を無視して誤った取り
扱いをすると、人体に多大な損傷
を負う可能性が想定される内容
を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱
いをすると、人が損傷を負う可能
性又は物的損害のみの発生が想定
される内容を示しています。 

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。この記号は禁止の行為を告げるものです。

警告

危険

水・海水・ジュースなどでバッグの内側を濡らさないでください。
バッテリーに組み込まれている保護機構が破損すると、異常な
電流、電圧がバッテリーに充電され、発熱、破裂、発火の原因とな
ります。 万一、バッグ内に液体をこぼした際は直ちに充電を中
止し、お求めの販売店、またはリアル・フリート修理ご相談窓口
にご相談ください。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでくだ
さい。バッテリーが変形、保護機構が破損する可能性があり、発
熱、破裂、発火の原因となります。

ストーブなどの熱源のそばに放置しないでください。
発熱、破裂、発火の原因になります。

バッテリー部の分解、改造をしないでください。またバッグ底
にあるファスナー、ボタンは開けないでください。バッテリー
には危険を防止するためのガス排出弁や保護機構が組み込ま
れています。これらを損なうと、バッテリーが発熱、破裂、発火
する原因となります。内部の点検や修理はお求めの販売店、ま
たはリアル・フリート修理ご相談窓口にご相談ください。

本機を火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
内蔵バッテリーの絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や保護機構
を損傷するだけでなく、発熱、破裂、発火の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテ
リーに組み込まれている保護機構が壊れ、異常な電流、電圧で
バッテリーが充電される可能性があり、発熱、破裂、発火の原
因となります。

本機は、乳幼児の手の届かないところで使用、保管してくださ
い。 けがや故障の原因になります。

0℃～ 40℃の場所でご使用ください。これ以外の温度の場所
でのご使用は、バッテリーの液漏れ、発熱、破裂の原因になり
ます。10℃以下の低温ではバッテリーの性能が低下します。

本製品内部から漏液したり異臭がする時は直ちに火気より遠
ざけてください。 漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原
因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。
バッテリーがショートし、過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火の
原因となります。

本機のコネクタをショートさせないでください。
バッテリーがショートし、過大な電流が流れ、発熱、破裂、発火の
原因となります。

本製品内部から漏液した液が皮膚や衣類に付着した場合は、直
ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。 
皮膚がかぶれたりする原因になるおそれがあります。

本製品内部から漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水
道水などのきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けて
ください。 放置すると目に障害を与える原因になります。

直射日光のあたる場所、車内など、高い温度になる場所に放置
しないでください。バッテリーを漏液させる原因となります。

危険防止のために保護機構が組み込まれています。保護機構
に損傷を与える可能性のある静電気が発生する場所で使用し
ないでください。保護機構がこわれ、発熱、破裂、発火の原因と
なります。

5600mAh 5～40℃ DC5V/1.0～1.5A

KA-101-TO 1480 g

W42・H30（42）・D17cmKA-102-BO

W38・H30（50）・D20cm

1480 g

KA-103-CL W36・H27・D5cm 980g

KA-104-BD W32・H22・D8cm 980g

DC5V/2.1A(最大)

使用上のご注意

仕様

2



BAGTTERYの充電方法

付属のACアダプタ
バッグ

コンセント

付属のACアダプタに付属の充電専用USBケーブル1.5mを接続します。

お使いになる前に

バッテリーキャップ下に設けた“ポイント-A”に指をかけ、手前にひいて開けます。 

      のケーブルのマイクロUSB側をバッテリーキャップ内のマイクロUSB端子（充電用）に
差し込むと、インジケータウィンドウの赤いLEDが点灯し充電を開始します。
（約300回充電を繰り返すと70％程度に性能が低下します。）

付属の充電専用USBケーブル1.5m

インジケータウィンドウの赤いLEDが消灯したら充電は完了です。
ケーブルを取り外してください。［付属のACアダプタで充電完了まで4～5時間必要です。］

USB-BOXのバッテリーチェックプレートの下
に差し込まれている赤い厚紙を取り外してから
ご使用ください。

ポイント-A

マイクロUSB端子
（充電用）

BAGTTERYの使い方
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バッテリー蓄電状態

インジケータの状態

※ 1 ：  付属の充電専用USBケーブル17cmはmicro USB端子への給電に対応した機器向けです。                   
            それ以外のUSB給電機器をご使用の際は機器専用のUSB ケーブルをご使用ください。

BAGTTERYからご使用の機器への充電方法

USBケーブルをUSB給電機器に接続します。

 

 Tablet

Smartphone

その他 USB給電機器  ※１

バッグ側面に取り付けてあるインジケータリング
(片側)とUSB-BOXのサブインジケータが点灯します。

USB-BOXのバッテリーチェッ
クプレートを1秒以上押します。

インジケータリング サブインジケータ

バッテリーチェックプレート

インジケータリング、サブインジケータの色と光り方を確認します。

 

付属の充電専用USBケーブル17cmもしくは、お使いの給電
機器付属USBケーブルを、バッグ内側に取り付けてある
USB-BOX底面の給電用USB端子に接続します。

BAGTTERYのバッテリー残量の確認方法

USB給電機器の充電が終わったら速やかに取り外してください。

100％ -  90％

ホワイト LED

点灯

ホワイト LED

3秒点滅

90％ -  50％

ホワイト LED

0.5秒点滅

50％ -  25％

レッド LED

0.3秒点滅

Low battery

バッグ内側のUSB-BOX

付属の充電専用USBケーブル17cm
または、お使いの給電機器付属USB
ケーブル
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