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EN 2

Function

Situation
• Long press the button to turn on / off the

1 Light Button
button to switch the light mode.
• Normal, Strobe, SOS and OFF
• Built-in fan ensures proper cooling for
Heat Dissipation Fan
smooth operation.
• Press the button to show the remaining
battery.
Power Button
• Press the button before using USB, DC,
Type-C Outputs to charge other devices.
• Show the working and battery status of
LCD Display Screen
the power station.
• Press the AC power button before using
AC Power Button
AC outputs.
• Insert the AC adapter charger into the
AC Output 1
AC output to charge your devices(110V/220V
300W).
• Insert the AC adapter charger into the
AC Output 2
AC output to charge your devices(110V/220V
300W).
• Charge your phone, tablet, camera, etc.
QC 3.0 USB Output
75% faster than a standard charge.
DC Input
• Charge the power station.
• Charge the power station (Input)
Type-C PD 60W Input/Output Port • Charge your laptop, phone, tablet,
camera, etc. (Output)
USB Output 2
• Charge your phone, tablet, camera, etc.
USB Output 3
• Charge your phone, tablet, camera, etc.
• Charge your XIEGU radios, phone, tablet,
DC Output
camera, etc.

2 LED Flashlight
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Capacity
Weight
Dimensions
DC Input
DC Output
AC Outputs
USB Outputs
Type-C PD Input/Output

Charging Time

Battery
Operating Temperature
Lifecycles

80,000mAh 3.7V 296Wh (Bk300)
100,000mAh 3.7V 370Wh (Bk400)
3.33kg (Bk300)
3.50kg (Bk400)
255*230*136mm
15V/2.5A
12V-16V /10A
110V 60Hz 220V 50Hz 300W (350W Surge)
1 x QC3.0 5V/2.4A, 9V/2A,12V1.5A
2 x USB 5V/2.4A
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max)
Bk300:
8~9h (DC Input 15V/2.5A)
5~5.5h (Type-C Input 60W)
Bk400:
10~11h (DC Input 15V/2.5A)
6~6.5h (Type-C Input 60W)
Lithium-ion
-10đ ~ 40đ
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Operation Guide
Charging Your Power Station

DC Input:
• Insert the one end of the AC adapter charger into the DC outlet of the power
station, insert the other end of the AC adapter charger into the wall outlet.
Recommended using the attached AC adapter charger for charging, which is stable
and fast.
• Plug the car adapter into the car socket, then connect the DC cable into the power
station.
Type-C Input: Plug the Type-C cable into power outlets, connect the Type-C cable
into the power station.

Charging Your Smart Phones or Any Other Devices

Bk 300/400, comes with 2 AC outputs, 1 DC output, 1 Type-C output and 3 USB
outputs (one is QC 3.0, the rest are normal ports) located at the side of the unit.
AC Outputs: Plug the AC adaptor charger into AC Outputs on your Bk300/400,
and connect it to your laptop, tablet or other devices you want to charge.
Then press the AC BUTTON. You can charge two devices by using AC outputs at
the same time.
Note: AC outputs can’t charge devices more than 300W. The AC outputs will
always ON even there is no load. Please turn off the AC power button Manually
when not in use.
Type-C PD 60W Output: Plug the Type-Ccable into the Type-C Output on your
Bk300/400, and connect it to your phone, tablet or other devices you want to
charge. Then press the POWER BUTTON.
Note: Type-C PD 60W output can’t charge devices more than 60W. When using
Type-C 60W output, recommended that customers use the attached Typc-C cable
or the Type-C cable that supports 60W.
USB Outputs: Plug the USB cable into the USB outputs on your Bk300/400,
EN 5

DQGFRQQHFWLWWR\RXUSKRQHWDEOHWRURWKHUGHYLFHV\RXZDQWWRFKDUJH7KHQ
SUHVVWKH32:(5%87721<RXFDQFKDUJHWKUHHGHYLFHVE\XVLQJ86%RXWSXWV
at the same time.

Flashlight

3OHDVHSUHVVWKHSRZHUEXWWRQWKHQORQJSUHVVWKH/LJKW%XWWRQWRWXUQRQRII
WKHÀDVKOLJKW
,QÀDVKOLJKWPRGHSUHVV/LJKW%XWWRQWRVZLWFKIURPOLJKWPRGHV QRUPDO
VWUREH626 

LCD Display Screen

:KHQWKHUHLVQRSRZHUWKHHQWLUHLFRQZLOOÀDVK
:KHQFKDUJLQJWKHWRSJULGLFRQZLOOÀDVKDFFRUGLQJWRWKH
current power consumption.
:KHQIXOO\FKDUJHGWKHHQWLUHLFRQZLOODOZD\VEHRQ
• Each grid icon represents 20% battery.
Battery Icon
Battery Power

1 grid
20%

2 grids
40%

3 grids
60%

4 grids
80%

5 grids
100%

:KHQXVLQJ$&2XWSXWV³$&´DQG³287´ZLOODOZD\VEHRQ
:KHQXVLQJ'&2XWSXW³'&´DQG³287´ZLOODOZD\VEHRQ
:KHQXVLQJ86%2XWSXWV³86%´³$´DQG³287´ZLOO
always be on.
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When using QC3.0 USB Output, “USB”, “5V/9V” and “OUT”
will always be on.
When using DC Input, “IN” will always be on.
When using Type-C Input, “Type-C” and “IN” will always be
on.
When using Type-C Output, “Type-C” and “OUT” will always
be on.
When the internal temperature of the power station exceeds
70đ (158 ē ), this icon will light up, all interfaces will stop
power supply. Please wait for the power station to cool
down before using.
When the power station breaks down, such as short circuit,
overload and so on, this icon will light up. Please use after
troubleshooting.
Attention:
• Always read all instructions carefully before using your power station.
• AC outputs of Bk300/400 can’t charge devices more than 300W.
• Type-C PD 60W output of Bk300/400 can’t charge devices more than 60W.
• Power supplies will get hot when in use.
• The AC power button can not turn on while the power station is recharging, the
DC output and USB outputs will work.
• Please turn off the AC power button before you start recharging the power station.
• The DC output will auto shut off when there is no load to save power, the AC
outputs will always ON even there is no load. Please turn off the AC power button
Manually when not in use.
• Be cautions of excessive drops, bumps, abrasionsor other impacts to this power
station.
EN 7

'RQ¶WVXEPHUJH\RXUSRZHUVWDWLRQLQZDWHURUH[SRVHLWWRUDLQRUPRLVWXUH
1HYHURSHQRUGLVDVVHPEOH\RXUSRZHUVWDWLRQDVLWZLOOYRLG\RXUZDUUDQW\
2QO\FKDUJHWKHSURGXFWDWWHPSHUDWXUHVEHWZHHQđ ~ 40đ .
• Keep the power station away from children.
'RQ¶WLQVHUWIRUHLJQREMHFWVLQWR$1<LQSXWVRURXWSXWV
• Don’t dispose the unit together with household waste.
'RQ¶WRSHUDWHWKHXQLWDERYHWKHVSHFL¿HGLQSXWYROWDJH
)RUSURWHFWLQJWKLVXQLWPDNHVXUHWKHEDWWHU\FDSDFLW\RISRZHUVWDWLRQLV
adequate before use.
&KHFNWKHEDWWHU\RIWKHSRZHUVWDWLRQDWOHDVWHYHU\WKUHHPRQWKVDQGFKDUJH
the power station in time.

EN 8

ポータブル電源
取扱説明書

PJSTAR3-V1.0

包装内容明細書

ポータブル電源

DC シガーライターアダプター

日本の

取扱説明書

車の充電器
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機能
· 懐中電灯のオン / オフを切り替えるに
は、ボタンを長押しします。
ライトボタン
· 懐中電灯が点灯したら、ボタンを押し
てライトモードを切り替えます。
LED ライト
· 点灯 / SOS / 点滅 / 消灯
· 内蔵ファンは、スムーズな操作のため
放熱ファン
に適切な冷却を保証します。
· ボタンを押して、バッテリー残量を表
示します。
電源キー
· USB、DC、Type-C 出力を使用して他
のデバイスを充電する前に、ボタンを
押してください。
· 発電所の稼働状態とバッテリー状態を
液晶ディスプレイ画面
表示します。
· AC 出力を使用する前に、AC 電源ボタ
AC 電源ボタン
ンを押してください。
· AC アダプター充電器を AC 出力に挿
AC 出力ポート 1
入してデバイスを充電します(110V/220V
300W)。
· ACアダプター充電器をAC出力に挿
AC 出力ポート 2
入してデバイスを充電します(110V/220V
300W)。
· スマホ、カメラ、タブレットなどの給
QC 3.0 USB 出力ポート
電に対応できます。 標準料金より 75％
高速です。
DC 入力ポート
· 発電所を充電してください。
· ジャンプスターターやスマホなどに充
Type-C PD 60W 入力 / 出力ポート
電できます。
· スマホ、カメラ、タブレットなどの給
USB 出力ポート 2
電に対応できます。
· スマホ、カメラ、タブレットなどの給
USB 出力ポート 3
電に対応できます。
· あなたのXieguラジオ、電話、タブレット、
DC 出力ポート
カメラなどを充電します。
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商品特徴
電池容量
重量
外形寸法
DC 入力
DC 出力
AC 出力
USB 出力
Type-C PD 入出力

充電時間

電池
動作温度
電池循環利用寿命

80,000mAh 3.7V 296Wh (Bk300)
100,000mAh 3.7V 370Wh (Bk400)
3.33kg (Bk300)
3.50kg (Bk400)
255*230*136mm
15V/2.5A
12V-16V /10A
110V 60Hz 220V 50Hz 300W (350Wピーク)
1 x QC3.0 5V/2.4A, 9V/2A,12V/1.5A
2 x USB 5V/2.4A
5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max)
Bk300:
8~9h (DC入力 15V/2.5A)
5~5.5h (Type-C入力 60W)
Bk400:
10~11h (DC 入力 15V/2.5A)
6~6.5h (Type-C 入力 60W)
リチウムイオン
-10℃ ~ 40℃
≥ 500
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操作ガイド
発電所の充電
DC 入力：
·AC アダプター充電器の一端を発電所の DC コンセントに挿入し、AC アダプター
充電器の他端を壁のコンセントに挿入します。 付属の AC アダプタ充電器を使用
して充電することをお勧めします。これは安定して高速です。
· カーアダプターをカーソケットに差し込み、DC ケーブルを発電所に接続します。
Type-C 入力：Type-C ケーブルをコンセントに差し込み、Type-C ケーブルを発電
所に接続します。

スマートフォンまたはその他のデバイスの充電
Bk300/400 には、ユニットの側面に 2 つの AC 出力、1 つの DC 出力、1 つ
の Type-C 出力、および 3 つの USB 出力（1 つは QC 3.0、残りは通常のポート）
が付属しています。
AC 出力：AC アダプター充電器を Bk300/400 の AC 出力に接続し、充電する
ラップトップ、タブレット、またはその他のデバイスに接続します。 次に、AC ボ
タンを押します。 AC 出力を同時に使用して、2 つのデバイスを充電できます。
注：AC 出力は、300W を超えるデバイスを充電することはできません。 負荷がな
い場合でも、AC 出力は常にオンになります。 使用しないときは、手動で AC 電源
ボタンをオフにしてください。
Type-C PD 60W 出力： Type-C ケーブルを your Bk300/400 の Type-C 出力に
接続し、充電する携帯電話、タブレット、またはその他のデバイスに接続します。
次に、電源ボタンを押します。
注：Type-C PD 60W 出力は、60W を超えるデバイスを充電できません。 Type-C
60W 出力を使用する場合は、付属の Typc-C ケーブルまたは 60W 対応の Type-C
ケーブルを使用することをお勧めします。
USB 出力： USB ケーブルを Bk300/400 の USB 出力に差し込み、携帯電話、
タブレット、または充電するその他のデバイスに接続します。 次に、電源ボタン
を押します。 USB 出力を同時に使用して、3 つのデバイスを充電できます。
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懐中電灯

1. 電源ボタンを押してから、ライトボタンを長押しして懐中電灯のオン / オフを
切り替えます。
2. 懐中電灯モードで、ライトボタンを押して 3 つのライトモード（通常、ストロボ、
SOS）から切り替えます。

液晶ディスプレイ画面

• 電源がない場合、アイコン全体が点滅します。
• 充電中は、現在の電力消費量に応じて上部のグリッドアイ
コンが点滅します。
• 完全に充電されると、アイコン全体が常にオンになります。
• 各グリッドアイコンは、20％のバッテリーを表します。
LED ランプ
電池残量

一つ
20%

２つ
40%

３つ
60%

４つ
80%

5つ
100%

AC 出力を使用する場合、「AC」と「OUT」は常にオンに
なります。
DC 出力を使用する場合、「DC」と「OUT」は常にオンに
なります。
USB 出力を使用する場合、「USB」、「2.4A」、「OUT」
は常にオンになります。
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QC3.0 USB 出力を使用する場合、「USB」、「5V / 9V」、
「OUT」は常にオンになります。
DC 入力を使用する場合、「IN」は常にオンになります。
Type-C 入力を使用する場合、「Type-C」と「IN」は常にオ
ンになります。
Type-C 出力を使用する場合、「Type-C」と「OUT」は常に
オンになります。
発電所の内部温度が 70℃を超えると、このアイコンが点灯
し、すべてのインターフェースが電力供給を停止します。
使用する前に発電所が冷めるのを待ってください
発電所が故障、短絡、過負荷などの場合、このアイコンが
点灯します。トラブルシューティング後にご利用ください。
注意：
· 発電所を使用する前に、すべての指示を常に注意深く読んでください。
· Bk300/400 の AC 出力は、300W を超えるデバイスを充電できません。
· バッカー 300/400 の Type-C PD 60W 出力は、60W を超えるデバイスを充電で
きません
· 電源は使用中に熱くなる
· 発電所の充電中は AC 電源ボタンをオンにできません。DC 出力と USB 出力は機
能します。
· パワーステーションの充電を開始する前に、AC 電源ボタンをオフにしてくださ
い。
· 電力を節約するために負荷がない場合、DC 出力は自動的に遮断され、負荷がな
い場合でも AC 出力は常にオンになります。使用しないときは、手動で AC 電源ボ
タンをオフにしてください。
· この発電所への過度の落下、衝突、擦り傷またはその他の影響に注意してくださ
い。
· 火気の近くに置かないでください。直射日光を避けてください。
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• 発電所を水に浸したり、雨や湿気にさらしたりしないでください。
• 保証が無効になるため、発電所を開けたり分解したりしないでください。
• 充電は -10℃〜 40℃の範囲で行ってください。
• 発電所を子供に近づけないでください。
• 入力または出力に異物を挿入しないでください。
• ユニットを家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。

• 指定された入力電圧を超えて装置を操作しないでください。
• この装置を保護するために、使用する前に発電所のバッテリー容量が十分である
ことを確認してください。
• 少なくとも 3 か月ごとに発電所のバッテリーをチェックし、時間内に発電所を充
電してくださ
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