
USB出力機能付きポータブル電源セット

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあ
とは、いつでもご覧になれる場所に必ず保管してください。

CP-ELSIPW、CP-ELSIPB
© 2011 Sony Corporation Printed in China

本充電器セットには以下の機器が含まれています。
本体（充電式リチウムイオン電池内蔵）
USBケーブル
iPhoneコネクター

主な特長・機能
持ち運び可能
本体を持ち運んで外出先でもお使いの機器（携帯音楽プレーヤー、携帯電話など）へ
給電できます。本体は約500回*充電できます。
* 弊社試験結果に基づく目安です。機器及び使用条件により、実際の利用可能回
数は異なります。

主な安全機能
過充電防止機能
保護タイマー
異常温度検知機能

パソコンなどのUSB端子を利用して充電が可能
付属のUSBケーブルを使用して、約6時間で充電ができます。

–
–
–

iPod & iPhone対応モデル
Made for iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation), iPod classic, 
iPod with video, iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th generation), 
iPod with color display, iPod mini, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone.

商標
iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touchは、米国および他の国々で登録され
たApple Inc.の商標です。
 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続す
るよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって
認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能およ
び安全および規格への適合について一切の責任を負いません。本製品をiPod、又は、
iPhoneと共に使用すると、ワイヤレス機能に影響を及ぼす可能性があります。









安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、間違った
使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。
事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る
本文の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない
動作の異常や破損に気付いた場合には、すぐにソニーの相談窓口またはお買い上げ店
へお問い合わせください。

万一、異常が起きたら

煙が出たら
変なにおいがしたら
内部に水などが入ったら
内部に異物が入ったら
本製品を落としたり、破損したときは







 	お使いの機器、本体、パソコン等よ
りUSBケーブルを抜く

 ソニーの相談窓口またはお買い上げ
店へ問い合わせる

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合
が高い内容です。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷また
は物的損害が発生する頻度が高い内容です。

取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内
容です。

注意を促す記号

　　

　行為を禁止する記号

　 　

　  　

　

製品全般についてのご注意
使い方を誤ると、発熱・発火・破裂によりやけどや大けが・失明の
原因になります。
また、誤飲などをさけるため、下記のことを必ずお守りください。

ショート（短絡）させない
本体および、USBポート（給電用）、マイクロUSBポート（充
電用）にピンなどの金属を差し込まない。

充電器を海外旅行者用の「電子式変圧器」に接続しな
い

分解や改造をしない

火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加
熱しない

水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡ら
したり、濡れたまま充電したり、使用しない
濡れたときは使用しないでください。

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、保管しない
また、布団、毛布、バック内など風通しの悪い環境
では使わない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使
わない

本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載
せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力
をあたえない
USBケーブルは根元まで確実に差し込む

濡れた手でUSBケーブルにさわらない

充電するときは、周囲の温度が0℃～35℃の範囲内
で使用する
ただし、充電式リチウムイオン電池の性能を充分に発揮させ
るためには、周囲の温度が10℃～30℃での充電をおすすめ
します。

湿気やほこりの多いところで、使用、保管しない

使用後や使用しないときはUSBケーブルから抜く

不安定な場所に置かない

充電時間以上の充電はしない

本体のUSBポート（給電用）とマイクロUSBポート（充
電用）、USBケーブルのUSBコネクター、マイクロ
USBコネクターにほこりがたまっていないか、定期
的に点検する

USB接続端子の接続方向を確認して接続する

接続部に直接触れたり、指を差し込んだりしない

パソコン等のUSBポートを電源として使用する

USB型端子の定格を超えて充電しない

保証書とサービス
保証書について
この製品は保証書が添付されていますので、所定事項の記入および記載内容をお確
かめのうえ、大切に保存してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときは
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも調子の悪いときは
ソニーの相談窓口、お近くのサービスステーションまたはお買い上げ店にご相談くだ
さい。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ
い。
保証期間経過後の修理は
保証期間経過後の修理についてはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。
http://www.sony.jp/support

使い方相談窓口
フリーダイヤル ………………………………………… 0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ………………………… 0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル ………………………………………… 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 ………………………… 0466-31-2531


上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」＋「#」を 
押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX（共通） 0120-333-389

ソニー株式会社　〒108-0075 東京都港区港南1-7-1





電池のリサイクルについて
本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。この電池
は、リサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品は、分解せずにそのまま最寄りのリサイク
ル協力店に設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れ
てください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店につ
いては、有限責任中間法人JBRCホームページhttp://www.
jbrc.net/hp/contents/index.htmlを参照してください。

0904-220-01905
USB出力機能付きポータブル電源
CP-ELSIPW、CP-ELSIPB



各部の名前

マイクロUSBポート
（充電用）

USBポート（給電用）

充電表示ランプ（オレンジ色）

給電表示ランプ（緑色）

マイクロUSBコネクター

USBコネクター

本体

USBケーブル

iPhoneコネクター

本体のランプの状態
充電表示ランプ（オレンジ色）
本体の充電の状態が分かります。

ランプの状態 充電の状態
点灯 充電中

・・・・・・・・・・ 消灯 充電完了または
接続解除

・ ・ ・ ・ 速く点滅 異常
　　　　　　　

給電表示ランプ（緑色）
お使いの機器への給電の状態が分かります。

ランプの状態 給電の状態
点灯 給電中

・・ ・・ ・・ ゆっくり点滅 給電中のバッテ
リー残量低下

・ ・ ・ ・ 速く点滅 異常

給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。充電の状態は、お使いの機器側
でご確認ください。

*

本体を充電する
1 付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクターを、本体
のマイクロUSBポート（充電用）につなぐ

2 付属のUSBケーブルの反対側のUSBコネクターを、お使
いのパソコン等のUSBポートにつなぐ
充電表示ランプがオレンジ色に点灯します。

充電表示ランプが数分後に消灯、または最初から点灯しないとき
は「故障かな？と思ったら」をご覧ください。

3 充電表示ランプが消灯（充電完了）したら、USBケーブルを
取りはずす

バッテリー残量を調べる
1 付属のUSBケーブルのUSBコネクターを、本体のUSBポー
ト（給電用）につなぐ
バッテリーの残容量に応じて、充電表示ランプ（オレンジ色）が点
滅します。

充電表示ランプがオレンジ色に点滅します。
ランプの状態 バッテリー残量

・ ・ ・・ ・ ・ 3回点滅×2 多
・ ・・ ・ 2回点滅×2 中

・・ 1回点滅×2 少
・・・・・・・・・・・・ 点滅なし 残量なし

本体の充電残量の確認表示は、USBケーブルを差し込んだときのみとなりま
す。

お使いの機器に給電する
お使いの機器へ給電するときは、必ずマイクロUSBポート（充電用）から、USBケーブ
ルを抜いてください。

1 iPhoneコネクターを使用する機器の場合、お使いの機器
にiPhoneコネクターを取り付ける

2 付属のUSBケーブルをiPhoneコネクターにつなぐ
iPhoneコネクターを使用しない機器の場合は、付属のUSBケー
ブルまたは、お使いの機器が推奨する充電用USBケーブルをつな
ぎます。

3 接続したUSBケーブルの反対側を本体のUSBポート（給電
用）につなぐ
給電表示ランプが緑色に点灯し、給電が始まります。
また、同時にバッテリーの残容量に応じて充電表示ランプ（オレ
ンジ色）が点滅します。

給電が完了しても給電表示ランプは消灯しません。本体のUSBポート（給電用）
からケーブルを抜くと、給電表示ランプは消灯します。充電の状態は、お使い
の機器側でご確認ください。

ご注意
本製品のUSBポート（給電用）は出力専用です。本製品のUSBポート（給電用）とパソ
コンなどのUSBポートとをつながないでください。故障の原因となります。
本製品の出力は、最大1Aです。給電中に1Aを超えた場合は、安全機能により給電
を停止します。
本製品からお使いの機器へ給電するとき、バッテリーの残量によって充電できる時
間が異なります。
データの損失や、機器の異常終了による故障を引き起こす可能性がありますので、
お使いの機器にバッテリーパックを取り付けてご使用ください。

*

*









機器によっては、充電器の使用に限らず登録内容のメモリーが突然消失する事があ
ると警告されています（各機器に付属の取扱説明書をご覧ください）。登録内容は必
ずバックアップを取り、消失しても困らないようにしてからご使用ください。本製
品の使用に際して、登録内容などの保障は一切いたしませんので、あらかじめご了
承ください。

充電時間
内蔵電池 充電時間

3.6 V 
typ. 2,000 mAh 
min. 1,900 mAh

約6時間

給電時間
USBポート出力 給電時間
5 V、1 A（最大） 約60分

給電時間は、本体のバッテリー残量や保存状況、お使いの機器により異なります。

本製品の上手な使い方
本製品の性能を充分に発揮させるには、周囲の温度が10℃～ 30℃でのご使用をお
すすめします。
充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあります。そのようなと
きは、これらの製品からできるだけ離れた場所でご使用ください。
長い間使用しなかった本体は満充電されないことがありますが、2～ 3回充電と給
電を繰り返すことで満充電できるようになります。
本製品をご使用にならないときは、USBケーブルを抜いて保管してください。
お使いの機器に付属の取扱説明書も一緒にご覧ください。機器によっては、充電す
るための操作が必要となる場合があります。

主な仕様
入力  DC 5 V
出力  DC 5 V　1 A（最大）
外形寸法  28 mm × 125 mm × 26.5 mm 

（幅×高さ×奥行き）
質量  約 87 g
動作温度 0℃～ 35℃

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承
ください。



*










故障かな？と思ったら
充電表示ランプが点灯しない

使用環境が動作温度範囲外である
動作温度範囲内で使用する。

マイクロUSBポート（充電用）の接触がわるい
マイクロUSBポート（充電用）の汚れを取り除く。

充電表示ランプが速く点滅する

充電状態の異常
使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせくださ
い。

本体の充電時間が短い（約6時間の充電時間より早く充電が完了する）
本体のバッテリー残量が多い
そのまま使用する。

本体の寿命または異常
完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い
求めください（寿命は使い方により異なります）。
異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせくださ
い。

使用環境が動作温度範囲外である
動作温度範囲内で使用する。

給電できない、または給電表示ランプが点灯しない

充電用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る。

使用環境が動作温度範囲外である
動作温度範囲内で使用する。

本体のバッテリー残量が無い
本体を充電する。

給電先の機器が充電できる状態になっていない
お使いの機器が充電の表示になっているか確認する。
接続先の機器の電源を入れてから充電を開始する。

充電中に給電しようとしている
マイクロUSBポート（充電用）から、ケーブルを抜いて給電する。

給電する時間が短い

お使いの機器の端子およびUSBポートが汚れている
お使いの機器の端子およびUSBポートの汚れを取り除く。

使用環境が動作温度範囲外である
動作温度範囲内で使用する。

本体の寿命または異常
完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、新しい製品をお買い
求めください（寿命は使い方により異なります）。
異常の場合にはソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせくださ
い。

本体のバッテリー残量が少ない、または無い
本体を充電する。

給電表示ランプが速く点滅する

お使いの機器との接続方法が正しくない、またはお使いの機器、ケーブルの
故障
お使いの機器、ケーブルを正しく取り付ける、またはお使いの機器の製造メー
カーやお買い上げ店にお問い合わせください。

出力値の上限（1A）を超えている
機器の入力仕様が1A以内であることをご確認ください。

USBケーブルがつなげられない
コネクター部分の形状が異なる充電用USBケーブルを使用しようとしている
正しい形状の充電用USBケーブルをつなぐ。

USBケーブルの取り付け方法が正しくない
USBケーブルを正しく取り付ける。

USBポートに異物が詰まっている
USBポートに詰まっている異物を取り除く。

「故障かな？と思ったら」の内容にしたがって調べていただき症状が変わらない場合
は、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店までお問い合わせください。















































