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◈ 概要

◈ バッテリーの充電

本説明書は製品の取付け及び使用法について説明しています。The ZQ110
Quad ドッキングクレイドルは同時に 4 台までの ZQ110 プリンターを充
電できます。

◈ 構成要素

Quad ドッキングクレイドル

Quad バッテリー充電器 /
ドッキングクレイドル用アダ
プター

電源コード

取付け説明書

1. プリンターの電源を切ってください。
2. 上記の通り Quad ドッキングクレイドルにプリンターを差し込んでくだ
さい。
3. プリンターが正しく固定されるまで押してください。
4. プリンターが装着されると、充電が始まります。
5. 充電が終わったら、プリンターを引き出して外してください。
注意
バッテリーは必ず外部電源と接続してご使用ください。

◈ 取付け時の注意
1.
2.
3.
4.
5.

直射日光や熱気を帯びた場所を避けて保管してください。
高温や湿度の高い場所での使用及び保管はお止めください。
ホコリの多い場所での使用及び保管はお止めください。
不安定な場所での取付けはお止めください。
製品に強い振動や衝撃を与えると製品にダメージが生じることがあり
ます。
6. 作業を簡単にするため、取付けは十分なスペースを保った場所で行っ
てください。

◈ ケーブルの接続
1. Quad バッテリー充電器/ドッキ
ングクレイドル用アダプターに
電源コードを差し込み、Quad ド
ッキングクレイドルの電源コネ
クターにアダプターを.接続して
ください。
2. 電源コードのプラグをコンセン
トに差し込んでください。入力
電源 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A
です。

参考
バッテリーの充電状態は以下の通りです。
充電状態
LED
橙色 LED 点灯
充電中
緑色 LED 点灯
充電完了
異常あり
バッテリーを交換
赤色 LED 点滅
または取り付け直して
ください。

◈ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be
disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote
the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either
the retailer where they purchased this product, or their local government office, for
details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of
the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial
wastes for disposal.

警告
Quad バッテリー充電器には指定されたアダプター/ドッキングクレイドル
のみをご使用ください。 (12VDC, 3A)

LED
赤色 LED 点滅

Self-Test
Quad ドッキングクレイドルに
異常が発生した状態

注意
1. ドッキングクレイドルは電源が入ると、最初にセルフテストを行いま
す。異常が発生した場合は、赤色の LED が点滅します。
2. 赤色の LED が点滅し続ける場合は、プリンターを外してください。プ
リンターのバッテリー接続部や Quad ドッキングクレイドルに異物が無
いかご確認ください。その後、電源コードを 4,5 回差し込んだり抜いて
みて、接続状態をチェックしてください。.
3. 上記の手順を行った後も赤色 LED が点滅する場合は、販売店にお問い
合わせください。

2.5 時間

注意
1. 充電器の赤色 LED が点滅したら、プリンターを取り付けなおしてくだ
さい。
2. 4,5 回やってみても赤色 LED が点滅する場合は、販売店にお問い合わせ
ください。
3. 充電時間は気温または充電器の種類により異なります。

3. 電源が入ると、橙色、緑色、赤
色の LED が 3 秒間点灯します。

参考

充電時間
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● Web site
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