
電源 /モード変更

SBR30002001M

●使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから安全にお使いくださいますよう
　お願い致します。記載されている使用方法以外では、絶対に使用しないでください。
●車両のバッテリー位置などによっては、本製品を使用することが困難な場合がありますので、本製品使用前には、 
　必ず車両の取扱説明書をよく確認してください。
●不測の事態を避ける為にも、本製品使用中は絶対に本製品や車両から離れないでください。
●作業中に、万が一バッテリー液が身体に付着した場合は、清潔な水で速やかに洗い流してください。
●本製品使用の際は、ファン・ベルト・プーリー等にケーブルが巻き込まれないよう、十分注意してください。
●安全のため、本製品使用前には、必ずサイドブレーキを引き、ギアをパーキングにしてください。マニュアル車
　の場合は、ギアをニュートラルにしてください。
●本製品の分解・改造はしないでください。
●可燃性の液体（ガソリン等）やガスのある場所では絶対に使用しないでください。
●作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。
●安全のため、作業に適した服装で作業を行ってください。
●ジャンプスタート出力中は、プラス側のケーブルをマイナス端子及びボディなどの金属部に接触させないでください。
　接触させるとショートして火花が発生します。
●本製品は、防水仕様ではありません。雨が降っている中で作業したり、湿った場所や濡れた場所での作業は
　行わないでください。
●高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が60℃以上にならないよう注意してください。
●本製品は精密な電子回路を内蔵しております。ぶつけたり、落としたりしないよう取扱いには十分注意してください。
●使用しない場合は子供の手の届かない場所、又は施錠のできる場所に保管してください。また、子供や幼児の
　手の届くところで使用しないでください。
●作業以外、本体や各アダプターに触れないでください。
●各アダプターを乱暴に扱ったり、引っ張って電源から抜いたりしないでください。
●本体が異常に熱くなったり、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。
●本製品を使用する前に、必ずクランプやケーブル、各部に異常がないかを確認してから作業を行ってください。
●本製品は、12V車専用です。他の車両には使用しないでください。
●誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品等への損害が生じた場合、一切の保証、ならびに責務は
　無効となります。

●車両バッテリーが、過放電、または劣化した状態である場合は、本製品を使用することができません。
●本製品は、車載バッテリーの代替品ではありません。車載バッテリーを外し、本製品のみでエンジンを始動させる
　ことはできません。
●本製品は緊急用です。慢性的にバッテリー上がりを起こしている車両は、その原因を解決し、修理等を行ってください。
●初回使用前には、必ず満蓄電を行ってから使用してください。
●本製品を保管する際は、クランプ・ケーブルを元の位置に戻し、常温で清潔な場所に保管してください。
　高温・多湿・ホコリが多い場所や振動のある場所では保管しないでください。
●本製品を使用中には、ケーブル・本体などを動かさないでください。また、本製品を安定した場所に置いて使用
　してください。
●本製品の使用範囲内であっても、車両の状態や状況によっては、本製品を使用することが出来ない場合があります。
●専用のシガーソケットDC12Vアダプター・USBアダプター・ブースターケーブル以外の使用での蓄電はしないでください。
●ブースターケーブルで蓄電中にUSB/シガーソケットでの同時蓄電をしないでください。本体故障の原因となります。
●使用目的以外では、使用しないでください。
●誤った取付け、分解、改造等による本製品の保証は一切負いかねます。
●本製品は雨や湿った状況で使用しないでください。本器の機能が影響を受ける事があります。
●本製品は常に安全でしっかりした状態にある事を確認してください。
●本製品は子供の手の届かない場所に保管してください。
●本製品は身体や精神に障害のある人（子供を含む）及び経験、知識の乏しい人が指導又は監督されていない状態で
　使用する様には設計されていません。子供が本器で遊ばない様に十分気をつけてください。

SUPER

製 品 仕 様

目     次
スーパーバッテリーレスキュー
SBR-3000
4944866902763
W123mm×H218mm×D56mm
（ケーブル除く）
1150g
500A (定格 350A)
12V  3000ccまでのガソリン車
-40℃～ 60℃
-25℃～ 60℃
・蓄電残量表示
・逆接続遮断回路
・12Vシガー蓄電ケーブル
・5V USB蓄電ケーブル
・リモートコントローラー（コード長 3m)
・  付属品袋
・  ワイヤーブラシ

品　名 :
品　番 :
J   A  N : 

本体サイズ :

本体重量 :
最大出力 :

始動可能範囲 :
動作温度 :
保存温度 :

その他の機能 :

● 使用する製品の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。
● クランプやケーブルに損傷がないか確認してください。
● 本製品は12V乗用車 3000cc ガソリン車までの適応です。適応内でも車両の状態によっては始動できない 
      可能性があります。
● 12V 車専用です。  24V 車には使用しないでください。

正　面

上　面

MODE スイッチ

ブースターケーブル
蓄電ケーブル /リモートコントローラー

差込み口

レベルメーター
本体の電池残量レベルが表示されます。
80％以上で使用可能です。
※満充電でのご使用をオススメして
    おります。

POWER
電源が入ると
赤色 LEDが点灯します
※本体の電圧が 5V以上の時に点灯します。
　5V以下の時はスイッチを押しても
　点灯しません。

モード表示
AUTOモード /MANUAL モードの
切り替えによりどちらかが点灯します。
切り替えは自動で行われます。

JUMP START ランプ

MODE スイッチ

ジャンプスタートモード時
青色 LEDが点灯します

電源のON/OFFと
ジャンプスタートモードへの切り替え

　この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い
ください。
  この取扱説明書は保証書も兼ねていますので大切に
保管してください。

ご使用になる前に
必ずお読みください

SBR-3000
取扱説明書

12VDC蓄電ケーブル本     体

車内でジャンプスタートの
タイミングを任意にコントロール可能
車内でジャンプスタートの
タイミングを任意にコントロール可能

リモート
コントローラー（3m)
リモート
コントローラー（3m)

各部名称

表示の見方

付属品接続方法

3 4

1 2

使用上の注意

※ブースターケーブルで蓄電中にUSBもしくはシガーソケットでの同時蓄電をしないでください。
　本体内部の回路が破損します。

製品内容・製品仕様
各部名称
付属品接続方法
表示の見方
使用上の注意
保証書

使用方法

………………………………………………………P.1
…………………………………………………………………………P.2

………………………………………………………………P.2
………………………………………………………………………P.2
……………………………………………………………………P.3

………………………………………………………………………………P.4

…………………………………………………………………………裏面

製 品 内 容

１．保証期間
製品の購入日より1年間となります。
本書および購入証明書（販売店のレシート）を
もって保証の適用とさせて頂きますので大切に
保管いただきますようお願い致します。

２．無償修理既定
取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に
従った正常な使用のもとで保証期間中に故障が
発生した場合に無償修理対応を致します。
保証の対象は製品単体のみとなります。付属品
は初期不良のみの対象となりますのでご了承く
ださい。
保証期間内であっても以下の項目に該当する
場合は保証対象外になります。
■本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び 
   注意事項に反する取扱いにより生じた故障の場合。
■お買い上げ後の落下・水没・衝撃、悪条件での 
   放置など不適当なお取扱いによって生じた故障 
    の場合。
■弊社以外で分解・改造・調整・部品交換がされた  
   場合。
■火災・地震・水害・落雷・その他の天災や異常  
    電圧等による故障・破損の場合。
■本書および購入証明書の提示がない場合。
■譲渡品、転売品、中古品（オークション購入等を含む）
　の場合。

３．無償修理お申し込み方法
保証期間内に無償修理を受けられる場合は、本書
および購入証明書を製品に添えて、ご購入いただいた
販売店にご依頼ください。

４．輸送にかかる費用
修理にかかる輸送費用について、弊社まで及び販売店
窓口までの費用はお客様にご負担いただいております。
弊社からお客様もしくは販売店窓口までの返却費用は、
弊社が負担申し上げます。

５．免責事項
本製品の故障や障害、その使用によって生じた直接
的・間接的な損害、金銭的損害につき、弊社は一切
責任を負いません。

※ご注意※
万一、弊社の製造上の原因による故障が生じた
場合、保証規定に基づき無償修理、交換を
致します。

弊社では、お客様の個人情報を本製品の保証以外の目的で使用することはございません。

〒136-0071 東京都江東区亀戸 1-31-7 7F

TEL 03-5875-4601
FAX 03-5875-4607　ＳＦＪ株式会社

お問い合わせ先

品番　SBR-3000

お買い上げ日

お名前

ご住所

電話番号

販売店の住所/電話番号

レシート貼り付け

保証規定
この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、
死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。警告

この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障や
その他物的損害に結びつく可能性があります。注意

※ブースターケーブルで蓄電中にUSBもしくはシガーソケットでの同時蓄電をしないでください。
　本体内部の回路が破損します。

12V以外の車両で接続すると本体の故障の原因となります
※12V車専用

12V以外の車両で接続すると
本体の故障の原因となります※12V車専用

DC/USB蓄電ケーブル接続方法 リモートコントローラー接続方法

MODE

POWER JUMP START
MANUAL
AUTO

100%

80%

5VUSB蓄電ケーブル

付属品袋

蓄電ケーブル差込み口のカバーを開け、
台形の穴に差し込みます。

蓄電ケーブル差込み口のカバーを開け、
丸い中央の穴に差し込みます。

POWER JUMP START

MANUAL

AUTO

100%

80%

エラーモード（保護回路作動表示）について
本製品には、いくつかの保護回路が搭載されております。
下記の保護回路が作動すると、「POWER・・赤LED」「JUMP START・・青LED」が交互に点滅し、
同時にアラーム音が鳴り警告します。ピピ

ピピ
ピ

この場合、作業を止めて車両からブースターケーブルを外して電源を速やかにOFFにしてください。
電源OFF 後しばらく時間を置いてから再度電源を入れてください。

①バッテリー逆つなぎ警告・・・ケーブルの極性（+/- のつなぎ方）を間違った場合
②過放電 /過充電保護回路・・・車両への過放電もしくは車両からの過充電を検知した場合
③製品本体内部が異常高温になった場合

ワイヤーブラシ



スイッチを再度押し、
JUMP STARTモード
にします。

一度本体の電源を落とし、（スイッチ長押し）

救援バッテリーからブースターケーブルを取り外します。

約3分

10V以上車のバッテリーから

運転席に移動し
アラーム音が鳴ったら速やかに※1

運転席に移動し

セルを回す/エンジンスタート
ボタンを押します。

12V

（スイッチ長押し）

エンジン始動成功後、補蓄電を自動的に開始します。
（補蓄電時間:約1分以内）

アラーム音が止まり、レベルメーターが１００％に
なるまでつないだ状態で待ちます。
電源を切り（スイッチ長押し）、ケーブルを外して作業終了です。

STEP4

STEP5

STEP6

STEP5

救援バッテリーにつないだまま
待ち、電気を蓄えます。
（レベルメーター全点灯）

蓄電が完了するとレベルメーターの緑LED
が点灯します。
※レベルメーターは 80% 充電でも表示されます。 
  そのまま使用することも可能ですが、満充電での使用 
  をお勧めします。

補蓄電すると
約 15 時間の間、電気を
本体に蓄えておくことが
可能です。

（ジャンプスタート可能な 100% を維持）

※1 救援バッテリーが１０Ⅴ以下と過度に低下している場合、本体からの始動電流がエンジンを　   

   始動させる前に救援バッテリーに吸収されてしまう可能性があります。
　 吸収されてしまった場合、再度本体を蓄電しエンジン始動を行ってください。

JUMP START ランプが青色点滅し
数秒後にジャンプスタート出力を放出します。

再度救援バッテリーに

ブースターケーブルをつなぎ、
スイッチを２度押して
JUMP STARTモードにします。

スイッチを押すと同時に本体から
始動電流を放出します。

※ブースターケーブルで蓄電中にUSB/シガーソケットでの同時蓄電をしないでください。
　本体内部の回路が破損します。

のいずれかにつないで蓄電します。
接続すると自動で行います。　
蓄電が完了すると100%ランプが
点滅から点灯に変わります。

ジャンプスタートできない時の対策（製品の不良ではありません）

再度ジャンプスタートを試みてください。（目安５回）
一度で始動できなくても製品の不具合ではありません。

バッテリーターミナルとブースターケーブルの接点不良
ターミナルとクランプ部の接点が不十分な場合
本体からに始動電流を車両側の始動回路に送り込むことが出来ずに始動できない事があります。

作業前に、ターミナルに付着している接点のグリス・ほこり等をワイヤーブラシなどで
きれいにしてから接続し、さらにクランプとターミナル部との接触面積が最大になるように
調整し、接続してください。
クランプをつなげる時なるべく電源ケーブルの車両側に接続してください。
バッテリーに電気を吸収されにくくします。

① ②

対　策

補蓄電補蓄電

STEP4

ジャンプスタート 使 用 方 法

運転席に移動する。

本体につなぎ、

赤ランプ点灯を確認して
運転席に移動する。

ENGINE
START

車両側
スイッチ

ENGINE
START

車両側
スイッチ

準備

準備

自動蓄電

エンジンスタートエンジンスタート

スイッチを押し、速やかに※1

セルを回す/エンジンスタート
ボタンを押します。
（アラーム音が鳴ります）

スイッチを押し、
アラーム音が鳴っている間に
セルを回す/エンジン
スタートボタンを押します。

STEP3 STEP3

メーターが表示しない場合
MANUALモード
別のバッテリーなどから蓄電する必要があります。

救援車両バッテリーの電力を吸収し、
10V→14Vへ昇圧してジャンプスタートを
することが可能です。

運転席に移動しアラーム音が鳴っている間に運転席に移動し

セルを回す/エンジンスタート
ボタンを押します。

約1分

（セルフチャージ）

以内

救援車両のエンジン/バッテリーのコンディションによって始動できない場合
車両側の点火系のトラブル / 燃料供給トラブル /バッテリーの物理的不良 /オルタネータ系の故障等の場合、
エンジンが始動しにくい状態または始動できない状態になっている事があります。

※ジャンプスタートモード時にクランプを絶対に外さないでください。(ショート対策）

赤点灯

リモートコントローラー
使用の場合

運転席に移動する。

本体につなぎ、

赤ランプ点灯を確認して
運転席に移動する。

リモートコントローラー
使用の場合

赤点灯

リモートコントローラー
使用の場合

リモートコントローラー
使用の場合

エンジンスタート

12V

12V

12V

約3分

12Vシガーソケットから

12V以外の車両で接続すると本体の故障の原因となります
※12V車専用

12V

12V

12V

メーターの表示が出た場合

POWER JUMP START

MANUAL

AUTO

100%

80%

100%

80%

MODE

POWER JUMP START

MANUAL

AUTO

100%

80%

POWER JUMP START

MANUAL

AUTO

100%

80% AUTOモード

POWER JUMP START

MANUAL

AUTO

100%

80%

約3分
点灯したまま

自動で点滅する

蓄電が終わると
緑が点灯に変わる

JUMP START ランプが青色点滅します

12V

12V

外部蓄電

レベルメーター表示

終わると点滅が点灯になる

①他車のバッテリー
②シガーソケット
③USBソケット

5V USBソケットから

約25分
約25分

③

点滅・点灯

点灯
無反応

本体の電源が入っていないことを確認して、
図の順番でバッテリーにつなぎます。
ケーブルのクランプ部をしっかりとバッテリーターミナルに
取付けてください。

救援バッテリーにブースターケーブルを
つないでください。 本体のレベルメーターを見て

以下の状態がどちらかを
確認してください

救援車両のバッテリー状態を確認するSTEP1 STEP2

①②

12V

救援車両のバッテリーにつなぐ

12V

100%

80%

レベルメーター

ピーピ
ー

ピーピ
ー


