
USBポート機能の
ご使用にあたって

はじめに

●本説明書はUSBポート付きのスーツケース・トローリーバッグ、かばんを対象品とする取り扱い説明
書です。USBポート機能を安心・安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこちらの説明書をご
一読ください。
●本説明書の対象品には、本体外側にUSBポート（USB2.0 Type-A）、本体内側に充電専用のUSB
ケーブル（USB2.0 Type-A）が付属します。電源およびその他の機器は付属しておりません。
●USBケーブルは充電専用のため、データ通信には対応していません。
●スーツケース・トローリーバッグのTSAロックについての設定・操作方法は、本体内部に同封の別冊
子をご確認ください。

Introduction

• These are instructions for using the USB port that comes on certain Ace suitcases, trolley bags, 
and other bags. Please read these instructions first to ensure safe, stress-free use. 

• These instructions are for Ace products that have a USB port (USB 2.0 Type-A) on the exterior 
and a USB charging-only cable (USB 2.0 Type-A) inside. The products do not include a power 
source or other equipment. 

• The USB cable is only for charging. It cannot be used for data transmission. 
• For instructions on setting up and using the TSA lock, refer to the instruction manual that came 

with the suitcase or trolley bag. 

前言：

●本说明书是以配有USB端口的旅行箱、拉杆箱、提包为对象产品的使用说明书。为了能够安心、安
全地使用USB端口功能，使用之前请您务必阅读本说明书。
●本说明书的对象产品的旅行箱外侧配有USB端口（USB2.0 Type-A）、旅行箱内侧配有充电专用的
USB电缆（USB2.0 Type-A）。未配备电源及其它设备。
●USB电缆为充电专用，不支持数据通信。
●关于旅行箱和拉杆箱TSA锁的设定及操作方法，请参见同装在主体内的附加手册。

How to Use the USB Port
USB端口功能使用说明

●お手持ちの電子機器・USBケーブルそれぞれのご使用方法をよくご確認の上、ご使用ください。
●本機能は、純正の充電ケーブルしか対応していない電子機器には使用できません。
●本機能の使用中において、お手持ちの電子機器のデータの消失または破損、およびお手持ちの電子
機器自体に異常が発生した場合、原因や損害の内容にかかわらず、当社は一切の責任を負いかねます。

●電子機器は外部機器の使用とはかかわりなく、突然にデータなどが消失または破損することがあり
ます。もしもの場合に備えて、ご使用になる前に、データのバックアップを取るなど、救済措置をとって
いただく事をお勧めします。

注意事項

安全上の警告

●本来の用途以外の目的で使用しないでください。
●分解、改造、ショート（短絡）させることは絶対に行わないでください。
●濡れた手で触ったり、雨・水などの液体で濡らさないでください。
●端子接点部分に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。
●火の近くや直射日光のあたる場所など高温になる場所で使用しないでください。
●重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃を与えないでください。
●ケーブルは折り曲げる、結ぶ、ねじる、引っ張る等のことをしないでください。
●端子を接続する際にナナメ向きや無理に差し込まないようにしてください。
●端子が曲がっている等、変形・破損がある場合は使用しないでください。
●万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合はただちに使用を中止し、以後使用しない
でください。火災や事故、変形の原因となります。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・ 誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

安全上の注意

●接続する時には端子との接点部分に直接触らないでください。
●使用前に端子接点部分にゴミや金属片の付着など異常がないか必ず確認し、異常がある場合は接続
しないでください。
●直射日光のあたる場所や高温多湿の場所、車内に放置しないでください。
●凍結・結露しない安定した使用環境で、温度5℃～３５℃の範囲内の屋内でご使用ください。
●小さなお子様やペットの手の届かない所で操作してください。

＜ご参考＞モバイルバッテリー類の航空機への持ち込みについて

●モバイルバッテリーの種類によっては、かばん・スーツケースなどの中に入れて「預け入れ手荷
物」として預けることが禁止されています。お手持ちのバッテリー類はかばん・スーツケースを
預ける前に取り出していただき、お客様ご自身で機内へお持ち込みください。
●お手持ちのモバイルバッテリー類のご使用方法をよくご確認の上、ご使用ください。
●持ち込み規定は、ご利用になる航空会社や便によって異なります。詳しくは各航空会社にお問い
合わせください。

www.ace.jp

USBポート機能の使用方法

※下図は構造イメージ図です。各パーツの形状や取付位置、細部の構造は製品によって異なります。

■接続方法
① お手持ちのモバイルバッテリーなどの充電用電子機器に、 本体内側の接続用USBケーブル
（USB2.0 Type-A）を接続し、電源をオンにしてください。
　※USBケーブル端子の方向を確認し、正しい向きで奥までしっかり差し込んでください。

② お手持ちのスマートフォンなどの電子機器に、お手持ちのUSBケーブルを接続し、USBケーブルの
端子を 本体外側の接続用USBポート（USB2.0 Type-A）に差し込むと、充電が開始されます。

　※USB端子の方向を確認し、正しい向きで奥までしっかり差し込んでください。
　※お手持ちの電子機器・USBケーブルそれぞれのご使用方法をよくご確認の上、ご使用ください。

ご注意 ：  充電完了後や、USBポートを使用しない場合は、お手持ちの電子機器・USBケーブル
を接続したままにせず、 本体内側の接続用USBケーブル、 本体外側の接続用USBポート
の両方から全て取り外してください。その際、ほこりや雨・水などの液体による損傷から保護する
ために、 本体外側の接続用USBポートのカバーをしっかりと閉じてください。
※かばん用など、カバーがついていないタイプのUSBポートもございます。その場合は、ほこりや
雨・水などの液体が入らないように十分ご注意の上、ご使用ください。

本体内側の
接続用USBケーブル
（USB2.0 Type-A）

本体外側の
接続用USBポート
（USB2.0 Type-A）

USBポートカバー

人が軽傷および物的損害を負う可能性が想定される内容。
被害事象：出力出ず・反応せず・断線・腐食・破損・故障・ケガなど。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。予めご了承ください。

Please note that the contents of this instruction is subject to change without notice.
本使用说明书的内容有时不经预告就做更改，请给予谅解。

［TSAロック一体型］ ［独立型］
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•Note: Be familiar with the use of your electronic device and its USB cable. •This USB port cannot 
be used with an electronic device whose charging cable only works with that particular device. 

Precautions

Safety Warnings

•Do not use this function for anything other than its intended purpose. •Do not under any 
circumstances disassemble, alter, or short circuit the USB port. •Do not handle the USB port with 
wet hands or get it wet with liquid such as rain or water. •Do not allow liquid, metal, or other 
foreign objects to enter the cable’s terminal or the USB port. •Do not use the USB port in high 
temperatures, such as near a flame or under direct sunlight. •Do not place heavy objects on the 
USB port, and do not subject it to impact by tossing, dropping, or striking it. •Do not bend, tie, 
twist, or pull the cable. •Do not insert the cable’s terminal into the USB port at an angle or force it 
into the USB port. •Do not use the USB port if the cable’s terminal is bent or otherwise damaged. 
•In case of unusually high temperature, odor, or warping during use, immediately stop using the 
USB port. Continuing to use it may result in fire, accident, or damage to the product. 

This symbol denotes matters of possible death or serious injury. 
Nature of problem: Abnormally high temperature, fire, electrical 
shock, accident, accidental ingestion, explosion, injury, burn, etc.

Safety Precautions

•When connecting, do not directly touch the point where the cable’s terminal connects to the USB 
port. •Before connecting, make sure there are no dust, metal shavings, or other foreign objects in 
the cable’s terminal or the USB port. Do not connect if there is a problem. •Do not leave the 
product under direct sunlight or in a hot/humid place, or inside a car for an extended period. •Use 
the product in a stable environment where there is no freezing or condensation. It should be kept 
indoors at a temperature of between 5°C and 35°C. •Use the product out of reach of small 
children and pets. 

For reference: Taking mobile batteries on airplanes 
• Certain types of mobile batteries are not permitted in check-in baggage. Please take your 

mobile battery out of your check-in baggage and carry it on to the plane yourself. 
• Be familiar with the use of your mobile battery. 
• Rules regarding carry-on luggage will vary depending on the airline and the flight. Confirm 

carry-on luggage rules before boarding. 

Using the USB Port

Note: The diagram below is for illustration purposes only. The shape, position, and details of the 
various parts will vary from product to product. 

• How to connect

(1)Attach your mobile battery or other electronic charger to the USB cable inside the product

(USB 2.0 Type-A) and turn on its power. 
Note: Check the cable’ s terminal orientation and make sure it is inserted all the way into the USB port. 

(2)Using your own USB cable, connect your smart phone or other electronic device to the USB 
port (USB 2.0 Type-A) on the product exterior. Charging will commence. 

Note: Check the cable’ s terminal orientation and make sure it is inserted all the way into the USB port. 
Note: Be familiar with the use of your electronic device and its USB cable. 

Attention: After charging is complete, or when not using the USB port, disconnect your 
electronic device and USB cable from the USB cable inside the product and the USB port 
on the product exterior . After disconnecting, place the USB port cover over the USB port 
on the product exterior to protect it from dust and liquid such as rain or water. 

Note: The USB ports on some Ace bags do not have a USB port cover. Make sure dust and 
liquid such as rain or water do not enter the USB port. 

USB cable 
inside product 
(USB 2.0 Type-A) 

USB port on 
product exterior 
(USB 2.0 Type-A) 

USB port cover

This symbol denotes matters of possible minor injury or property damage. 
Nature of problem: Loss of power generation, failure to respond, 
disconnection, corrosion, damage, breakdown, injury, etc.

[ All-in-one USB port and TSA lock ] [ Stand-alone USB port ]

●使用之前，请仔细确认您随身携带的电子设备、USB电缆等的使用方法。
●本功能不能用于只支持原装充电电缆的电子设备。

•Ace is not responsible if the data on your electronic device is lost or damaged or if another 
problem occurs with your electronic device when using this USB port, regardless of the cause or 
nature of the damage. •Data on your electronic device can suddenly be lost or damaged, even if 
this is unrelated to another external device. Therefore, we recommend that you take precautionary 
measures such as backing up your data before using it with this USB port. 

●在使用本功能的过程中，如果您随身携带的电子设备的数据丢失或者损坏、以及您随身携带的电子
设备本身发生了异常，无论原因及损坏的内容如何，本公司概不负任何责任。
●无论是否使用了外部设备，电子设备的数据等都有可能突然丢失或者损坏。为了预防万一，建议您
在使用之前采取补救措施，如做好数据备份等。

注意事项

安全方面的警告事项

●请不要用于原始用途之外的目的。
●请绝对不要进行分解、改造以及使其短路的行为。
●请不要用湿手触摸，或者溅上雨水、水等液体。
●请注意避免端子接点部分接触液体、金属等异物。
●请不要在靠近火源以及有直射阳光等高温场所使用。
●请不要放置重物或者进行投掷、避免发生掉落、敲击等冲击。
●请避免电缆发生弯曲、打结、扭曲、拉伸等。
●连接端子时，请不要斜向插入或者过度用力插入。
●如果端子发生了弯曲等变形、破损，请不要再使用。
●万一在使用过程中发生异常发热、异臭、变形等，请立即中止使用，并且以后也不要再使用。否则，可
能引发火灾、事故、变形。

设想可能导致人员死亡或者负重伤的内容。
伤害事件：异常发热、火灾、触电、事故、误饮、破裂、划伤、烫伤等。

安全方面的注意事项

●连接时请不要直接接触端子的接点部分。
●使用前，请务必确认端子接点部分没有附着垃圾、金属片等异常情况，如果有异常，请不要连接。
●请不要放置在阳光直射的地方、高温多湿的地方以及车内。
●请在无结冰、结露的稳定的使用环境中，温度范围在5℃～35℃的室内使用。
●请在小孩、宠物够不着的地方进行操作。

设想可能导致人员受轻伤以及造成财产损失的内容。
伤害事件：无输出、无反应、断线、腐蚀、破损、故障、划伤等。

USB端口功能的使用方法

※下图是结构示意图。各零件的形状、安装位置、细节部分的结构依产品不同有所差异。

■连接方法
①请将 主体内侧的连接用USB电缆（USB2.0 Type-A）连接到您随身携带的移动电源等充电用电
子设备，打开电源。
　※请确认USB电缆端子的方向，以正确的方向牢固地插入到底。

②将您随身携带的USB电缆连接到您携带的智能手机等电子设备，然后将USB电缆的端子插入 主
体外侧的连接用USB端口（USB2.0 Type-A），即开始充电。

　※请确认USB端子的方向，以正确的方向牢固地插入到底。
　※使用之前，请仔细确认您随身携带的电子设备、USB电缆等的使用方法。

提醒注意：充电完成之后或不使用USB端口时，请不要一直连接您随身携带的电子设备、USB电
缆，请从 主体内侧的连接用USB端口、 主体外侧的连接用USB电缆上全部断开。此时，为
了保护USB端口免受灰尘、雨水及水等液体的损害，请将 主体外侧的连接用USB端口的护罩
盖紧。
※有的USB端口类型（如提包用的产品等）未配置保护罩。这种情况下，使用时请充分注意避免
灰尘、雨水及水等液体进入。

主体内侧的
连接用USB电缆
（USB2.0 Type-A）

主体外侧的
连接用USB端口
（USB2.0 Type-A）

USB端口护罩

[TSA锁一体型] [独立型]

＜参考＞关于移动电源类带入飞机的规定

●有些种类的移动电源，可能被禁止装入提包、旅行箱等内作为「托运行李」托运。在托运提包、
　旅行箱之前，请取出您随身携带的电池类，随身带入机内。
●使用前，请仔细确认您随身携带的移动电源类的使用方法。
●携带物品规定可能随您乘坐的航空公司、航班等不同而有所差异。有关详情，请咨询各航空公司。


