(Refer to another side for English)

MPA 1 台用充電スタンド

■MPA の充電

■各部名称
MPA 1 台用充電スタンド

AX－ST－CH－A1
取扱説明書 (保証書)

充電ハンガー部
スタンド連結部(オス上)
ケーブル挿入部

1. AC アダプタをコンセントに差し込むと充電ハンガー部の通電確認
LED(緑色)②が点灯します。
2. MPA を充電部に掛けることで充電が開始されます。
充電中は、MPA の表示部の電池マークが下図の様に点滅し、充電中
であることを知らせます。
LED (緑色)が点灯

表示部の電池マークの点滅

5. 電源ケーブルに接続した AC アダプタをコンセントに差し込むと、
2 つの充電ハンガー部の通電確認用 LED(緑色)②がそれぞれ点灯
し、MPA を同時に充電することができます。

6.仕様
入力(専用アダプタ)

AC 100 V／0.3A (50／60 Hz)
DC 5V

本機の入力部／出力部

ケーブルクランプ
[ 正面 ]

接続可能機器

電動ピペット MPA シリーズ

寸法

95(W)×335(H)×154(D)mm

質量

約 500g (AC アダプタ含まず)

スタンド連結部(オス下)
スタンド足
スタンド連結部
(メス上、下)

[ 背面 ]

3. 電池マークが全点灯状態になると充電完了となります。
4. 充電完了後も充電スタンドに掛けて使用できます。
フル充電状態
(再充電はされません)

連結用ケーブル

ご注意

USB-A タイプ

(1)本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
(2)本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
(3)本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不明な点や誤
り、記載漏れなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。

7.アクセサリー

ミニ USB-B タイプ

■充電ハンガー部
①充電端子

②通電確認用 LED

④出力部

③入力部

本機は最大 3 台まで連結し、同時に MPA を充電する事ができます。
(下図は 2 台の例)
連結した充電スタンドを移動する
ときは、充電スタンドを両手で掴ん
でください。片手で移動すると脱落
する場合があります。

MPA 1 台用充電スタンド
(電源ケーブル接続済み)

安全にお使いいただくために
本機を使用する際には、下記の点に注意してください。

注意

①充電端子･･･MPA を掛けることで、端子を介して充電します。
②通電確認用 LED･･･本機が通電されると緑色に点灯します。
③入力部･･･MPA 本体に付属される AC アダプタからの電源ケーブル
を接続します。
スタンドを連結する時は、出力部④と連結されるスタンド
の入力部③を連結用ケーブルで接続します。
(ミニ USB-B タイプを接続します)
④出力部･･･充電スタンドを複数連結する際に使用します。
(USB-A タイプを接続します)

■機器を分解しないで下さい。機器の損傷や機能不良となることが
あります。分解した場合は、保証の対象外となります。
■本機は 3 台を超えて連結して使用しないでください。(最大 3 台)
火災の原因となったり、本機及び電動ピペット MPA (以降 MPA)
が故障する可能性があります。
■電源には MPA 本体に付属する AC アダプタを使用してください。
異なる AC アダプタを使うと本機、MPA 及び電源供給機器が故障
する可能性があります。

1.はじめに
本書は、MPA 1 台用充電スタンド：AX-ST-CH-A1 用に作成された
取扱説明書です。内容を十分に理解し、活用していただくため、
使用前に本書をお読み下さい。また、MPA の取扱説明書も合わせて
お読みください。

2.梱包内容と各部名称
■梱包内容
・MPA 1 台用充電スタンド
・連結用ケーブル (AX-KO4730-10)
・取扱説明書 (本書)

3.特徴
■MPA を本機に掛けることで自動的に充電を開始します。
■充電が終了すると自動的に電源供給が止まります。
■省スペースに設置ができます。(60mm(スタンド足含まず)×154mm)
■本機を最大 3 台まで連結し、同時に 3 台の MPA が充電できます。

連結用ケーブル
増設用充電スタンド

■スタンドの連結方法
1. スタンドを連結する面に配置されたスタンド足 4 個を取り外します。
2. スタンド連結部の上下のオス、メス部を組み合わせ、押し込みます。
3. スタンド足 2 個を下図のように取り付けます。スタンド足は連結の
役割も果たします。
※ スタンド足 2 個は使用しません。
連結用ケーブル

4.使い方
MPA に付属する電源ケーブルと AC アダプタ(AX-TB265)を用意し、
本機に接続します。
ケーブルクランプ詳細
■電源ケーブルのミニ USB-B
タイプの USB マークが
本機側を向くように、
入力部③に挿入します。
■電源ケーブルを本機のケーブ
ル挿入部を経由し、背面に回
し、3 個のケーブルクランプ
に押し込みます。

スタンド足を取り外
します。

■USB-A タイプを AC アダプタ
に接続します。

スタンド足を 2 つの充電スタンド
を連結するように、前後で互い違
いに取り付ける。

ケーブルクランプ
電源ケーブル

AC アダプタ

連結部を組み合わせ、充電スタンドを
連結します。

次のような場合には保証期間内でも有償修理となります。
1. 誤ったご使用または取り扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、および使用者の責に帰すと認められ
る故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障また
は損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およびその
他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書の提示が無い場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備
あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
8. 保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
9. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
技術・点検・修理に関するお問い合わせ窓口
はかり・天びん相談センター
0120-514-019
受付時間 9:00～12:00 ,13:00～17:00
( 日・祝日・年末年始・弊社休業日を除く)

保

証

書

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き有難うございました。
取扱説明書に基づく通常の使用において故障が生じた場合、
保証期間内に限り無償にて修理いたしますので、この保証書
は大切に保管しておいてください。
品名
型名
お客様
お名前

MPA 1 台用充電スタンド
AX－ST－CH－A1

ご住所

□□□－□□□□

様

ご購入日
年
月
日
ご購入店（ご購入店名を必ずご記入ください。）

保証期間

ご購入日より 1 年間

スタンド足が完全にスタンドの底
に沈むように押し込みます。

本社

USB-A タイプ
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8.保証規定

5.充電スタンドの連結

(4)当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求につ
いては、前項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了
承ください。

1WMPD4003080A

・連結用ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・AX-KO4730-10
・MPA 用 AC アダプタ・・・・・・・・・・・・・・・AX-TB265
(AX-TB265 は電動ピペット MPA シリーズの標準付属品です)
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4. 連結用ケーブルで、充電ハンガー部の出力部④と増設スタンドの
入力部③を接続します。
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〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14
(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 5F)
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