
UUNIQUE/ZEUS　
Qi充電器付き除菌ボックス
取扱説明書



ワイヤレス充電機能
●付属のUSB-Cケーブルを本製品の充電
ポートに接続し、USB-AC等より電源に
接続してください。電源に接続すると、ワ
イヤレス充電モードで起動をします。
●ワイヤレス充電機能を搭載したスマート
フォンを上部カバー中央に置くと、ワイヤ
レス充電が行えます。

■ご注意
※ 異物検知（FOD）を搭載しており、金属
異物を検知すると、LEDインジケータは
赤と緑が6回点滅したあと、電源がオフ
になります。

※ ワイヤレス充電機能は、除菌機能と同時
利用ができます。

ご使用方法

除菌機能
●除菌するスマートフォンや機器を本製品
に入れて蓋を閉めます。除菌ボタンを押
し除菌モードに変更します。
●除菌ボタンを押すと、起動音が1回鳴り、
除菌が行われます。除菌が終了すると終
了音が3回鳴ります。
●「5分除菌モード」「10分除菌モード」の
２つの除菌モードがあります。

■ご注意
※内部のUVランプが点灯しますので、除菌
中は、本体の蓋を開けないでください。

※ 間違えて蓋を開けた場合、UVランプは
約3秒後に消灯します。



■ワイヤレス充電機能
製品規格 Qi規格認証
入力 DC12V/1.5A、
 9V/1.67A、5V/2A
ワイヤレス充電出力 15W／10W／7.5W／5W
ワイヤレス充電変換率 80%以下

■除菌機能
UVランプ出力 3W（最大）
UVC-LEDライト 4個
UVC-LEDライト寿命 約10,000時間
UV波長 270～280nm

製品仕様

① ワイヤレス充電位置
（滑り止めシリコン仕様）
② UVC-LEDライト
③ 除菌スペース
④ ワイヤレス充電インジケーター
赤点灯 ... 起動時・スタンバイ時
緑点灯 ...ワイヤレス充電時

⑤ 除菌ボタン
1回押し... 5分除菌モード
2回押し... 10分除菌モード
※除菌中に押すと、強制終了

⑥ 除菌インジケーター
青点灯 ... 除菌終了
青点滅 ... 5分除菌モード
紫点滅 ... 10分除菌モード

①

③

④
⑤
⑥

②

■仕様
製品モデル MW239
本体サイズ 220 × 120 × 44mm
本体サイズ（内部） 200～150mm （長辺幅）
 100～50mm （短辺幅）
 22～25mm （深さ）
本体重量 360g
素材 ABS樹脂



（安全にお使いいただくために必ずお読みください）

安全上のご注意

本取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。取扱説
明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。こ
こに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あ
なたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので
す。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

●本製品を直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿
度の高い場所では使用、保管をしないでください。感電、発熱、発
火、故障の原因になります。●電子レンジなどの加熱調理器や高
圧容器に入れないでください。発火・故障・火災・傷害の原因とな
ります。

●本製品を直射日光の当たる場所、暖房器具などのそばや、湿
度の高い場所では使用、保管をしないでください。感電、発熱、発
火、故障の原因になります。●電子レンジなどの加熱調理器や高
圧容器に入れないでください。発火・故障・火災・傷害の原因とな
ります。●付属の充電ケーブル以外での充電は、発熱、発火、感
電、ケガや故障の原因になりますのでおやめください。●高温に
なる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）や引火性ガス
の発生するような場所での使用や放置はしないでください。変形
や故障の原因になります。●本製品を水につけたり、沈めたりし
ないでください。水に濡れたものは使用しないでください。また濡
れた手でさわらないでください。感電、発熱、発火の原因になりま
す。●充電する前には必ず、各接続部を確認してください。ホコリ
などの付着がある場合やコネクタ部が変形・破損した場合は、使
用をおやめください。ショート、火災の原因になります。●分解や

●各事項は以下の区分に分けて記載してあります。表示の説明

危険

危険

警告

注意

この表示は「人が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」を示しています。

この表示は「人が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「人が傷害を負う可能性が想
定される内容や、物的損害の発生が想定
される内容」を示しています。

警告

改造、お客様による修理や半田付けなどはしないでください。故
障の原因となります。発熱、発火、感電、ケガをすることがありま
す。●乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してくださ
い。ケーブルや本製品による事故や誤飲などの危険性があります。
●本製品に金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発
火の原因になります。●本製品を投げたり、衝撃を与えないでく
ださい。事故、ケガ、故障の原因になります。●ご使用にならない
時は必ず、全ての接続箇所を取りはずし、安全な場所に保管して
ください。火災、感電、故障、事故の原因となります。

●極端な温度条件下では保管しないでください。●本製品を充
電中、本製品が多少発熱しますが、故障ではありません。本製品
が極端に熱くなったり、本製品に異常を感じた場合は、直ちに使
用を中止してください。●各機器からコネクタをはずす際はコネ
クタ本体を持って行ってください。ケーブルを持って強く引っ張る
などの衝撃を与えると断線、故障の原因になります。●本製品が
汚れた場合、乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、
アルコールなどでふかないでください。本製品を傷める原因にな
ります。

注意

●UVランプ点灯中は、ランプを直視しないでください。●UVラ
ンプ部分は直接触れないでください。感電ややけどの恐れがあり
ます。●紫外線感光により除菌対象となる製品には微細な変化
が発生する可能性がありますが、当社は一切の責任は負いませ
ん。●UVランプは一部ガラスを使用していますので、破損した場
合は手で触れないでください。●本製品は長期間使用すると、紫
外線（特に直射日光）や摩擦により変色することがあります。●除
菌およびワイヤレス充電の際には、磁気カードや磁気ストライプ、
ICチップが付いた磁気カード（IDカード、クレジットカード等）と
一緒に置かないでください。●ワイヤレス充電中に、本製品およ
び充電中の端末に熱が発生しますが、ワイヤレス充電の特性で
あり、異常ではありません。普段の利用時よりも熱くなる場合は、
一度充電を止め、充電する端末の温度を下げてから再度充電を
行ってください。●厚みのあるケース、金属ケースやリング等は取
り外してからワイヤレス充電を行ってください。●ワイヤレス充電
を行う際に、本製品と充電する端末の間に異物は置かないでく
ださい。●電磁波の影響によりペースメーカーの動作に影響を
与える場合があります。ご使用の際にはペースメーカーの装着部
から充分離して使用してください。●本製品は、Qi規格に準拠し、
設計されていますが、すべてのQi規格機器との互換性を保証して
いるものではありません。

使用上のご注意



保証規定
保証期間 / お買い上げ日より　1年間

免責事項

■オンラインでのお問合せ
右記QRコードより、
アクセスしてください。

商品お問い合わせ

〒400-0502
山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1369-1
https://msc-overseas.jp/

お客様相談窓口

Media Sell Corporation

株式会社

輸入販売元

必ず、お買い上げ店舗のレシートを本書（本保証規
定）と一緒に保管してください。商品不具合の際は、
現品と本書（本保証規定）と販売店のレシートをご用
意の上、お客様相談窓口にご連絡ください。

●有機ELスクリーンのスマートフォンは、長期間の
UV照射により画面や本体が変色する可能性があり
ます。●地震や雷・風水害等の天災および当社の責
任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お
客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下
での使用により生じた損害に関して、当社は一切の
責任を負いません。●本製品の使用または使用不能
から生じる付随的な損害（事業利益の損失、事業の
中断・記録内容の変化・消失など）に関しては、当社
は一切の責任を負いません。●取扱説明書の記載内
容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は
一切の責任を負いません。●当社が関与していない
接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作
等から生じた損害に関しては、当社は一切の責任を
負いません。

●保証期間内に、パッケージ記載の取扱説明および
本書記載の注意事項をお守りいただいた正しい使用
状況で、万一本製品が故障した場合には本製品を無
償で交換します。本製品を使用しての事故やケガおよ
び、取り付け機器本体の破損、故障、キズ、変色、取り
付け面への影響、紛失などにつきましては、一切の責
任、保証を負いかねますのでご了承願います。取り付
け機器のメモリーの破損や消失および、いかなる機
会損失などに関しましても、一切の責任を負いかねま
す。

※次の場合は保証対象外となります。
【1】本製品(修理対象品)と本書(本保証規定)および

レシートの提示がない場合。
【2】「ご注意」に記載した事項が守られていない場合。
【3】個人売買および、オークションなどでご購入した

場合。
【4】地震、火災、落雷、台風などの災害により故障お

よび損傷した場合。
【5】お客様がご購入後、落下や衝撃などの事象が発

生した場合。
●本保証書は日本国内のみ有効です(T h i s  
warranty is valid only in Japan)。●ご返送時に
ご記入いただいたお客様の個人情報は、商品の修理
に関する連絡、交換の対応以外の目的に使用いたし
ません。なお、上記利用目的の実施に必要な範囲で、
業務委託先に預託する場合がありますのでご了承く
ださい。
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保証書
　必ず、お買い上げ店舗のレシートを本書(本保証規定)と一緒に保管してください。万一、サ
ポートの際は、現品と本書(本保証規定)と販売店のレシートをご用意の上、お客様相談窓口
にご連絡ください。

商 品 名
型 番

UUNIQUE/ZEUS Qi充電器付き除菌ボックス 修理メモ

お 名 前
ご 住 所

お買い上げ日
販 売 店 名
販売店住所

〒

　　　　　　　年　　　　月　　　　日

〒


