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     注意 
① 本装置を取り扱う前に必ずこの取扱説明書および注意書き

をお読みください。 

② 取扱説明書をお読みいただいた後、いつでも活用・参照でき

るよう大切に保管してください。また、再輸送時に必要にな

りますので、梱包箱・梱包材も大切に保管ください。 

 

 
 

この製品にはバッテリーを使

用しております。 

バッテリーはリサイクル可能

であり、貴重な資源です。 

バッテリーの交換および使用

済み製品の廃棄の際は、リサ

イクルにご協力ください。 

 
お問い合わせは 
「ミニＵＰＳサービス相談室」  まで 

０１２０－４５６－６５２（フリーダイヤル） 

（９：００～１２：００、１３：００～１７：００、土日祝日・当社休業日を除く） 

株式会社 ＧＳユアサ

TSB750-4 取扱説明書

図面番号：ＴＴ－5081－１Ｉ

（Ｉ版発行：’２０／０３）
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危険 

警告 

注意 

 

 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

 本書の内容に関しては予告無しに変更することがあります。 

 本書の内容について万全を期して作成いたしておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、

お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

 本装置の運用を理由とする損失、逸失利益などの請求につきましては、いかなる責任をも負いかねま

すので予めご了承ください。 

 記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 

 弊社の許可無く複製･改変などを行うことはできません。 

 

 

安全に関わる表記について 
 発煙や発火の可能性があることを示しています。 

 

 

 

 感電する可能性が想定されることを示しています。 

 

 

 

 安全のために、その行為を禁止することを示していま

す。 

 

 

 安全のために、接地(アース)線を必ず接続するように

指示するものです。 

 

 

 

安全のための注意事項を「危険」、「警告」、「注意」の３つに区分してランク付けしております。図記号

の意味は次の通りです。 

 

 使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合。 

 

 
使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。軽傷または

物的損害が発生する頻度が高い場合。 

 

 
使用者が重傷を負う可能性は少ないが、障害を負う危険が想定される

場合、並びに物的損害のみの発生が想定される場合。 
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危険 

安全上のご注意 
 

  本装置の据付、運転・操作、保守・点検などの前に、必ずこの取扱説明書及び注意書きをお読みくださ

い。本項目では、安全のための注意事項を「危険」、「警告」、「注意」の３つに区分してランク付けしてお

ります。 

 

  なお、「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれ

も重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。 

 

安全上のご注意 

 

 

火災のおそれがあります。 

・引火性のガスや発火性の物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した

際にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。 

・万一、本装置より煙・異常な音・異常なにおいが発生した場合、速やかに本装置を

停止した上で、入力ＡＣケーブルを抜く、または入力ブレーカを切断するなどし、

入力の交流 100V 電源を切り離してください。 

感電のおそれがあります。 

・本装置のカバーを開けないでください。 

・分解しないでください。 

火災や感電のおそれがあります。 

・相互接続ケーブルの取付け､取り外しは､本装置の電源を切断し、電源コードを抜い

てから行ってください。たとえ電源を切っても、電源コードを接続したまま装置内

部の部品やケーブル/コネクタに触れると、感電したり、ショートによる火災を起

こしたりすることがあります。 

・相互接続ケーブルを接続する前に､ケーブル/コネクタが破損していないか、コネク

タピンが曲がったり、汚れていたりしていないか確認してください。コネクタが破

損していたり、コネクタピンが汚れていたりするケーブルを使用した場合､ショート

による火災を起こすことがあります。 

・相互接続するケーブルは当社指定のものを使用し､接続先をよく確認した上で接続

してください。指定以外のケーブルを使用したり、誤接続したりした場合､ショー

トによる火災を起こすことがあります。 

・相互接続ケーブルを接続したら､ネジ止めなどのロックを確実に行ってください。

ロックしない場合､ショートにより火災を起こすことがあります。 

・相互接続ケーブルを踏んだり､重いものを乗せるなどの機械的なストレスをかけた

り､熱を加えたりしないようにしてください。また､相互接続ケーブルを取り外す時

は､ロックを外し､コネクタ部分を持って真っ直ぐに引き抜いてください。機械的な

ストレスや熱を加えたり､無理な角度で引き抜いたり､ケーブル部分を持って引き

抜いたりすると､ケーブル/コネクタの破損原因となり､被覆の絶縁劣化などにより

感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。 
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警告 

危険 

 

安全上のご注意 

 

バッテリー内部には希硫酸が入っています。万一、漏液などで希硫酸が付着したり、

目に入ったりした場合は、すぐに多量の水で洗浄し、医師に相談してください。 

万一、バッテリーから漏液が発生した場合やバッテリーが加熱した場合は、希硫酸と

ともに水素ガスが漏れている可能性があります。たばこやライターなどの火気を絶対

に近づけないでください。 

バッテリーの分解、異極端子間のショート、指定以外の充電、密閉構造内での充電、

火気の接近は漏液、発熱、爆発、あるいは容器破損等による人身損傷の原因となりま

すのでお止めください。 

安全上のご注意 

 

【禁止】人命に直接かかわる医療機器などへの使用や、人身の損傷に至る可能性の

ある電車、エレベータなどへは絶対に使用しないでください。 

【禁止】【感電】ビス等を外しての分解・改造は絶対にしないでください。 

感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。 

【禁止】【感電】運転中、停止中にかかわらず、装置内部品に触れないでください。 

また、運転中、停止中に関わらず、カバーは開けないでください。 

装置故障及び感電の原因となるおそれがあります。 

【禁止】本装置を保守できる弊社保守員以外は内部の修理等を行わないでください。

誤点検・誤修理・誤操作は装置の故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

【感電】コネクタに触れないでください。 

感電及び装置故障の原因となるおそれがあります。 

【火災】バッテリーの推奨交換年数毎に、バッテリーを交換してください。 

火災及び装置故障の原因となるおそれがあります。 

交換の際にはお買い上げの販売店にお問い合わせください 
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警告 

注意 

 

安全上のご注意 

【禁止】装置の絶縁試験を実施しないでください。 

装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

【禁止】装置を異常状態のままで使用しないでください。 

特に、煙・音・においに異常のある場合は、速やかに本装置を停止してください。 

装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

火災・地震などが発生した場合は、速やかに装置の状況を確かめ装置を停止してくだ

さい。異常が認められた場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

 

部品の交換年数により部品の交換を行ってください。 

事前に交換しないと装置故障の原因となるおそれがあります。 

部品交換の際は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

 

【禁止】本装置に付属している部品を他の装置・電気機器に使用しないでください。

また、他の装置・電気機器の付属品を本装置に使用しないでください。機器故障のお

それがあります。 

設置・移動・保管・接続上のご注意 

 

【禁止】社会的、公共的に重要なコンピューターシステムなど公共の機能維持に重大

な影響を及ぼす可能性のある設備機器には、電源の二重化などの特別な配慮なしでは

使用しないでください。 

本装置は要項表で定められた使用環境範囲内の場所で使用してください。 

範囲外の環境下での使用は、装置故障、部品劣化による寿命短縮の原因となるおそ

れがあります。 

本装置の交流入力、交流出力（接地極付き単相２線式）は各相を正しく接続されてい

ることを確認してください。誤接続により過電圧となる場合があり、装置故障、及び

事故の原因となるおそれがあります。 

【感電】ケーブルの接続を行う場合は、必ず電圧が印加されていないことを確認して

ください。感電の原因となるおそれがあります。 

接続箇所に緩みがないことを確認してください。 

発熱及び装置故障の原因となるおそれがあります。 

【感電】乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。 

感電、けがの原因となるおそれがあります。 
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注意 

設置・移動・保管・接続上のご注意 

装置の筐体、ケーブル等に損傷が無いことを確かめてください。 

装置故障の原因となるおそれがあります。 

【禁止】本装置は屋外などの湿気や粉塵の多い場所や、塩分や腐食性ガスの発生する

場所では使用しないでください。装置故障の原因となるおそれがあります。 

本装置は水平な床に設置してください。また、確実に組立および据付してください。

地震時の装置移動、転倒、装置故障、事故の原因となるおそれがあります。 

【禁止】本装置には衝撃を与えないでください。 

装置故障の原因となるおそれがあります。 

【接地】入力ＡＣケーブルの接地極、または接地端子は必ず接地してください。 

感電及び誤動作の原因となるおそれがあります。 

ケーブル布設は信号用と交流入力及び交流出力をそれぞれ分離してください。 

ノイズ等により設備の異常動作となるおそれがあります。 

推奨された期間内に定期的に点検してください。 

部品劣化等により装置故障の原因となるおそれがあります。 

【禁止】清掃時はシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。 

化学変化により装置故障及び事故の原因となるおそれがあります。 

装置を移動、移設、用途変更する場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。 

装置故障、設備の破損及び事故の原因となるおそれがあります。 

保管後再使用するときは、必ず点検してください。 

使用部品が劣化し装置故障の原因となるおそれがあります。点検についてはお買い上

げの販売店へご相談ください。 

保管時の環境は要項表で決められた環境を維持すると同時に結露しないようにしてく

ださい。絶縁劣化、部品劣化の原因となるおそれがあります。 

腐食性ガス（二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど）

の存在する環境に設置、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進

する成分（塩化ナトリウムや硫黄など）や導電性の金属などが含まれている環境へも

設置しないでください。装置内部の基板が腐食し、故障および発煙・発火の原因とな

るおそれがあります。もしご使用の環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保

守サービス会社へご相談ください。 
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注意 

運用上のご注意 

要項表に定められた入出力仕様の範囲内でご使用ください。 

装置故障の原因となるおそれがあります。 

本装置の出力ライン間（U 相⇔V 相）を短絡、および出力ライン(U 相,V 相)をアース

に接続（地絡）しないように注意してください。 

装置故障の原因となるおそれがあります。 

【禁止】製品近傍において携帯電話・PHS・無線機などの電波を発する機器は使用しな

いでください。 

ノイズ等により異常動作するおそれがあります。 

 

 

 

 

 
 

 

安全上のご注意 

 

［ラベル表示についての説明］ 

本装置では、側面部に表示ラベルを示しています。安全の為、ラベルは絶対に剥がさないでください。 
 

 

ご使用時は取扱説明書をよくお読みいただき、 

表示ラベルの警告／注意事項を守ってご使用ください。 

 
 
 

この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると 

電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を 

講ずるように要求されることがあります。         ＶＣＣＩ－Ａ 
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安全上のご注意 

 

［負荷の制限について］ 

本装置はコンピュータ関連機器専用の無停電電源装置です。 

 

 

トランス･半波整流器･モーター･コイルを内蔵している負

荷や、レーザープリンタ･複写機などの連続的に大電流に

なる負荷は接続しないでください。故障の原因となります。 

 

 

 

［異常時の対応について］ 

万一、本装置より煙・異常な音・異常なにおいが発生した場合、 

 

 

速やかに運転/停止ボタンで本装置を停止させ、AC100V の

入力ＡＣケーブルを抜いてください。 

 

 

 

［はじめてご使用の場合］ 

ご使用の前には 12 時間以上の充電をお勧めします。 

本装置の入力ＡＣケーブルを AC100V のコンセントに差し込み、UPS 正面の運転/停止ボタンを押さ

ずに放置してください。 

自動で充電が開始します。 

 

 

保管状態により UPS 内部のバッテリーの自己放電が進み、

過放電状態となっている場合は、正面の運転/停止ボタンを

押しても UPS が起動しないことがあります。 
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１．製品が届きましたら 
 

  製品がご希望のモデルの製品か、外観の損傷がないか確かめてください。 
  また、以下のものが全てそろっているか、外観の損傷がないかも確かめてください。 
 万一、製品の添付品に外傷などの不良が見つかった場合はすぐに「ミニＵＰＳサービス相談室」 
 またはお買い上げの販売店へご連絡ください。 
 
ＵＰＳ装置本体          １台 
 
ＡＣコードクランプ        ６個 
２極３極変換アダプタ       １個 
通信ケーブル           １本 
取扱説明書（本書）        １枚 
 
※本書には保証書も含まれています。 

 
 
 

 
 

 
２．本製品について 
 
 ２－１ 本製品の特徴 
 この無停電電源装置(ＵＰＳ)には以下のような機能があります。 

・電源電圧が健全であれば通常運転を行います。通常は商用電源をそのまま出力しますが、そ

の際、商用電源から流入するノイズ・サージを吸収し、除去又は軽減させます。 

・電源異常時には内蔵のバッテリーを電源としてインバータ(直流→交流変換器)からＡＣ出力

を維持します(バックアップ機能)。 

・商用電源がない環境でも内蔵のバッテリーを電源としてインバータからＡＣ出力を供給でき

ます(ＤＣ起動機能)。 

出力が維持できる時間はバッテリーに残っているエネルギー残量・接続している負荷機器の

消費電力によって変化します。 
 

 ２－２ ＵＰＳ各部の名称と働き 
 

 
 
 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑤ 

⑩ 

⑧ 

⑨ 

（左：正面） 
（右：裏面） ⑦ 

⑪ 
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 TSB750-4 

NO. 名 称 働 き 

① 

運転/停止ボタン 
（運転／停止／ 
バックアップテスト／ 
ブザー停止／リセットボタン） 

・ＵＰＳを起動する場合に押します。（１秒以上） 
・ＵＰＳの運転中に停止させる場合に押します。（２秒以上） 
・ＵＰＳの運転中に一瞬（２秒より短く）ボタンを押した場合に、一

時的にバックアップ動作を行います。 
・ブザー鳴動中に一瞬（２秒より短く）ボタンを押した場合に、ブザ

ー音が停止します。 
・ブザーが連続鳴動しているアラーム中にブザーの停止操作をして、

その後２秒以上ボタンを押した場合に、要因が解消されている 

アラームをリセットします。 

② 「ＯＮＬＩＮＥ」表示ＬＥＤ 
（青色）商用（オンライン）運転時に点灯します。 
 バックアップ時は消灯、オンライン待機状態時には点滅します。 

③ 「ＢＡＣＫＵＰ」表示ＬＥＤ （黄色）バックアップ運転時に点灯します。 

④ 「ＡＬＡＲＭ」表示ＬＥＤ （赤色）バッテリー異常、ＵＰＳ異常を検出した場合に点灯します。

⑤ ＬＥＤレベルメーター 
（青色）商用（オンライン）運転時は負荷率レベルを、バックアップ運

転時はバッテリー残容量レベルを表示します。 
アラーム時は組合せでアラーム内容を表示します。 

⑥ 通信インターフェース 通信用の９ピンコネクタです。（Ｄｓｕｂ） 

⑦ ＤＩＰスイッチ 

使用環境に応じてオンしてください。出荷時の設定はすべてＯＦＦで

す。 
（１：ブザー禁止） 
 ブザーを禁止します。※運転/停止ボタン操作音を除きます。 
（２：点灯モード） 
 ＬＥＤが暗くなります。 
（３：停電検出レベル） 
 停電検出感度が高くなります。 
   交流入力電圧変動範囲 ＯＦＦ：８５Ｖ～１１５Ｖ 
              ＯＮ ：９０Ｖ～１１０Ｖ 
（４：バッテリー残寿命カウンタの初期化） 
 バッテリー交換時以外は操作しないでください。 

⑧ 
ＡＣコードクランプ取付穴 

（６ヶ所）

必要に応じて添付品のＡＣコードクランプを取り付けます。出力コンセ

ントに接続したプラグが抜けないよう固定することができます。 

⑨ 出力コンセント 負荷機器の電源ケーブルを接続することで電源を供給します。 

⑩ リセットヒューズ ＵＰＳへ過電流が流れた場合、ＵＰＳの保護のため入力電源を遮断します。

⑪ 入力ＡＣケーブル コンセントより電源の供給を受けます。 
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３．設置について 
 

 
■温度：０～４０℃、湿度：２０～９０％の場所に設置してください。 
 
■高温の所（熱源の近くや、直射日光のあたる場所、火の近くなど）には設置しないでください。 
 
■屋外及び塩分や腐食性ガスの発生する場所には設置しないでください。 
 
■無線機やテレビ、ラジオなどの近くに置くとノイズが混入する場合がありますので離れた場所に

設置してください。 
 
■ほこりっぽい場所には設置しないでください。 
 
■傾いている所（水平でない場所）には設置しないでください。 
 
■水をかけないでください。 
 
■ＣＲＴディスプレイからは離して設置してください。ＣＲＴ画面が歪む等、不具合が生じること

があります。 
 
■上下、横を押さえて固定しないでください。 
 
■本装置は運転中は発熱しますので、上面や左右両側面を壁やその他の障害物によって排気を妨げ

ないように２ｃｍ以上の空間をあけて配置してください。 
 
 
■ 本製品を縦向き、横向きに設置する場合は、図のように（正面から見て）設置してください。  

横置きは、運転/停止ボタンが右下側、縦置きは、運転/停止ボタンが右上側になる方向に 
設置してください。 

 
 
 
 
 

横置き 縦置き 
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４．接続方法 
 
４－１ 適合する電源設備の準備 

 
        電源設備条件は次の通りです。適合する設備をご用意ください。 
 

機種 ＴＳＢ７５０－４ 
周波数 ５０／６０Ｈｚ 
電圧 ８５～１１５Ｖ 
相数 単相２線＋接地（Ｄ種接地） 
接続方式 平行２極アース付コンセント 
推奨分電盤MCCB １３Ａ 

 
      感電防止のため、入力ＡＣケーブルの接地極は必ず接続してください。 
     
４－２ エンジン発電機での使用について 
 

 小容量のポータブルエンジン発電機は、ＵＰＳが正常に動作しないだけでなく装置が故障する恐

れがありますので、原則として本装置の電源として使用しないでください。 
 エンジン発電機を電源とする場合は、目安としてＵＰＳ入力容量の２倍以上のエンジン発電機を

用意し、マッチング試験を必ず実施してください。 
 

４－３ ＡＣコードクランプの使用方法 
 

 負荷機器の電源ケーブルを固定する場合、添付品のＡＣコードクランプをご使用ください。 
ＡＣコードクランプを一度裏面板金に固定すると取り外すことはできませんので、ご注意ください。 
 

●ＡＣコードクランプの取り付け方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②ＡＣコードクランプ取付穴 
にＡＣコードクランプを取 
り付ける。

③出力コンセントに負荷機器の 
電源ケーブルを接続して、 
ＡＣコードクランプの輪に電 
源ケーブルを通す。 

④ＡＣコードクランプの輪を電源ケーブル根本 
までスライドさせる。 
ＡＣコードクランプの輪を閉じて、締め付ける。

⑤電源ケーブルを軽く引っ張り、 
電源ケーブルが抜けないことを確認する。

①ＡＣコードクランプの輪の根 
元にあるレバーを引っ張りな 
がら、輪をスライドさせる。 

引っ張る 

スライド 

スライド 

締め付け 



－１３－  

●負荷機器の電源ケーブルの取り外し方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
４－４ 負荷装置の接続 
 

 出力の各コンセントの合計は、ＴＳＢ７５０－４では７５０ＶＡ（５００Ｗ）です。これ以下で

使用してください。 
また、本装置には下記の負荷装置を接続しないでください。故障の原因となります。 
 

 トランス・半波整流器・モーター・コイルを内蔵している負荷 
 レーザープリンタ・複写機などの連続的に大電流になる負荷 

 
４－５ 入力・出力配線時の注意事項 

出力コンセントへ負荷機器のコンセントプラグを接続するときは、根元まで確実に挿入してくだ 
さい。また、必要に応じて添付のACコードクランプで抜け止め防止処置を実施してください。 

 
４－６ 通信インターフェース 
シリアルデータの送受信によりコンピュータによる管理・制御をすることができます。 

UPSには通信ソフト、シャットダウンドライバは添付されていません。 

Acroware-iGYupsDriver (無償バンドル) 

・このミニUPSシャットダウンドライバは添付通信ケーブルを使用し、Dsub9ピンのシリアルポー

トに接続することにより使用できます。機能の詳細や対応OSは、弊社ホームページの「管理ソフト

ウェア」にてご確認下さい。 

・入手方法は、弊社ホームページの「管理ソフトウェアダウンロード」にてダウンロードくださ

い。 

 

弊社ホームページ https://ps.gs-yuasa.com/products/ups/ 

① ＡＣコードクランプの輪のレバーを押して、 
輪を開ける。 

②ＡＣコードクランプの輪の根元にあるレバーを 
引っ張りながら、輪をスライドさせる。 

③電源ケーブルからＡＣコードクランプを取り外し、 
 電源ケーブルを出力コンセントから抜く。 

引っ張る

スライド
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４－７ 外送信号の接続 

裏面の通信インターフェース(EXT.I/F)から外送信号が出力されます。 

 

  外送信号は以下の信号で出力されます。 

信号名 

Dsub9 ピンメス(インチネジ固定) 

ピン

No.

UPS サービス仕様(標準) 

常時 動作時 

ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ受信入力(RD) 2 － － 

ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ送信出力(SD) 3 － － 

バックアップ運転 4 負電圧 正電圧 

ｼｸﾞﾅﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(SG) 5 － － 

シャットダウン入力 6 負電圧 正電圧 

5 秒パルス 

バッテリー低電圧出力 7 負電圧 正電圧 

アラーム出力 8 負電圧 正電圧 

  正電圧/負電圧は RS232C レベル信号(定格 ±12VDC) 

 

＜各外送出力信号の遅延時間＞ 

・バックアップ運転：約 5秒  

・バッテリー低電圧：遅延なし 

・アラーム    ：約 5秒 

 

５．操作方法 

 ５－１ 運転時のご注意 

●万一、本装置より煙・異常な音・異常な「におい」が発生した場合 
  速やかに本装置を停止し、入力ＡＣケーブルを抜いてください。 

●初めて運転されるときは十分なバッテリーの充電が必要です。 
  入力ＡＣケーブルを差し込んで充電が開始されます。 

●バッテリーが寿命の場合や異常の場合は運転しないでください。 
  バッテリーの点検は（６－３項）（８－１項）（８－２項）を確かめてください。 

●下記の負荷装置を接続すると、故障の原因となります。 
  本装置はコンピュータ関連機器専用の無停電電源装置です。 

・トランス・半波整流器・モーター・コイルを内蔵している負荷 

・レーザープリンタ・複写機などの連続的に大電流になる負荷 

  各負荷装置の定格電力の合計が本装置の定格以下でも過負荷を検知する場合があります。 

●停止するときには、正面の運転/停止ボタンを押して、装置を停止してか

ら入力電源をＯＦＦしてください。 

  装置が運転したままで入力電源をＯＦＦすると「停電時の動作」となり、出力供給を継続 

 します。そのままバッテリーを 後まで放電させると装置は停止しますが、このような使用では 

充放電を繰返すこととなり、バッテリーの寿命は非常に短くなります。 

（注意）分電盤ブレーカを毎週・毎晩OFFされる場合は、上記の点をご注意お願いします。 
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 ５－２ 運転・停止の操作方法 

正面の運転/停止ボタンにはカバーが付いています。運転/停止ボタンを押す際は、下図のようにカバ

ーを開いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

指先を入れる。     矢印の方向にカバーを引く。    カバーが開く。 

 

（注意）指の爪でカバーを引くと爪を傷める恐れがあります。カバーを開く際は、必ず指先でカバ

ーを引くようにしてください。 

また、スイッチの操作(ＵＰＳ起動/停止)が完了したら、誤操作防止のためスイッチカバー

を完全に閉じてくだい。 

 

下記動作時のＬＥＤ表示とブザー音は６－１項を参照ください。 

 

●運転方法 

 ＵＰＳの入力ＡＣケーブルをコンセントに接続してください。 

正面ＬＥＤ表示のスクロール後、「ＯＮＬＩＮＥ」ＬＥＤが点滅しましたら、運転/停止ボタン

を１秒以上押してください。 

  ・ボタンを押下するとブザーが鳴ります。 

  ・正面ＬＥＤ表示のスクロール後、商用給電を開始します。 

「正面ＬＥＤ表示のスクロール」は内部回路の自己診断処理での正常動作で、

故障ではありません。 

   

●停止方法 

  正面の運転/停止ボタンを２秒以上 押してください。  

  ・ボタンを押下するとブザーが鳴ります。 

 

入力電源を切った後すぐに電源を入れる場合は、10秒以上間をあけてください。 

   

●停電時の動作（バックアップ動作） 

  停電時（入力電源の異常時）に自動的にバックアップ動作に切り替わります。 

  バックアップ動作では、ブザーが鳴ります。ただし、バッテリー容量が残り少なくなるとブザー

間隔が短くなり警告します。残りがなくなると自動に出力停止します。 

 

●停電が回復した場合 

  バックアップ動作から、通常運転の商用給電状態に自動的に切り替わります。 

 

５－３ ＤＣ起動方法 

正面ＬＥＤ表示がスクロールするまで（３秒以上）運転/停止ボタンを押し続けてください。正

面ＬＥＤ表示がスクロールしたら、運転/停止ボタンを離してください。 

・ボタンを押下するとブザーが鳴ります。 

正面ＬＥＤ表示がスクロールする前に運転/停止ボタンを離すとＤＣ起動しません。 

再びＤＣ起動する場合は、10秒以上間をあけてください。 

  ＬＥＤ表示とブザー音は６－１項を参照ください。 
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 ６．各機能の説明 

 

 ６－１ ＬＥＤ表示とブザー音の説明 

この説明では、ＬＥＤ表示の並びは本装置を横置きにした場合で表記しています。 

縦置きの場合は、右側の「ＯＮＬＩＮＥ」ＬＥＤが装置上側になります。 

正面ＬＥＤ表示 
 

                   「ＯＮＬＩＮＥ」ＬＥＤ 

                   「ＢＡＣＫＵＰ」ＬＥＤ 

                   「ＡＬＡＲＭ」ＬＥＤ 

 

 

ＬＥＤレベルメーター（負荷率、バッテリー残容量） 

アラーム内容  

 

１．出力停止時（ＬＥＤ表示の見方 ○：点灯 ☆：点滅 ×：消灯  

□：運転状態による △：故障の種類による） 

ブザー音 出力 動作の説明 

     青

×××××☆

－ 停止 入力電源があるとき 

・正常 

（満充電時）   ４秒に１回点滅 

    （満充電未達時） ４秒に２回点滅 

・正常範囲外 

（満充電時）   ２秒に１回点滅 

    （満充電未達時） ２秒に２回点滅 

２．通常（オンライン）運転時 

ブザー音 出力 動作の説明 

青青青  青

×××××□

○××××□

○○×××□

○○○××□

－ あり 通常運転時 

負荷５％未満 

負荷５～２９％ 

負荷３０～６９％ 

負荷７０％以上  

「ONLINE」LED 

（満充電時）   点灯 

（満充電未達時） ４秒に２回消灯

３．バックアップ運転時、ＤＣ起動時 

ブザー音 出力 動作の説明 

青青青 黄 

○○○×○×

○○××○×

○×××○×

間欠音 

４秒に１回 

 

 

あり 

 

バックアップ運転時 

 バッテリー残容量５０％以上 

 バッテリー残容量２５～４９％ 

 バッテリー残容量２４％以下 

青青青 黄 

○×××○×

間欠音 

４秒に２回 

あり バックアップ運転時 

 放電終止予告 

※ＤＣ起動時の場合、運転/停止ボタンを押す長さによってはブザーが鳴らないこともあります。 



－１７－  

 

４．アラーム発生時 

ブザー音 出力 動作の説明 対処について 

青青青 黄青

○○☆×□□

間欠音 

１秒に１回 

あり 過負荷 

 

■負荷機器を減らしてください。 

青青 赤 青

☆☆×☆×□

間欠音 

４秒に３回 

状況に

よる 
バッテリー異常 

バッテリー未接続 

■バッテリーが接続されているか確

認が必要です。バッテリーカバーのビ

スを2ケ所外し、バッテリーカバーを

外してください。バッテリーコネクタ

及びコネクタロックが適切に接続さ

れているか確認してください。接続が

不十分な場合は適切に接続し直して

ください。 

■アラームが解消しない場合は、バッ

テリーの劣化が考えられます。バッテ

リー交換が必要ですのでお問い合わ

せください。 

青赤 青

××☆○×□

連続音 

 

状況に

よる 
充電器異常 

 

■運転/停止ボタンを２秒以上押し

て、アラームをリセットしてくださ

い。復旧しない場合は、接続されてい

る装置・機器を停止させた後、ＵＰＳ

を停止させ入力電源をＯＦＦしてく

ださい。内部故障と考えられますので

お問い合わせください。 

青青青赤黄青

☆☆☆☆□□

間欠音 

２秒に１回 

状況に

よる 

周囲温度異常 ■周囲温度が５０℃以上、近くに発熱

物がないか確認してください。 

青青青赤黄青

△△△○×□

連続音 

 

停止 装置内部異常 ■運転/停止ボタンを２秒以上押し

て、アラームをリセットしてくださ

い。復旧しない場合は、接続されてい

る装置・機器を停止させた後、ＵＰＳ

を停止させ入力電源をＯＦＦしてく

ださい。内部故障と考えられますので

お問い合わせください。 

青青 赤 青

△△×○×□

連続音 停止 過負荷にて出力停止 ■負荷機器を減らしてください。 

青  赤黄青

☆××☆□□

間欠音 

４秒に３回 

状況に

よる 

バッテリー寿命 ■バッテリー交換が必要ですのでお

問い合わせください。 

 ・その他の装置異常時の対処方法は「７．トラブル発生時の操作方法」をお読みください。 
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 ６－２ ブザー停止機能 

   正面の運転/停止ボタンを一瞬（２秒より短く）押してください。 

  ・ブザーは一時的に停止します。 

  ・別の理由でブザーの鳴るようなアラームが発生すると再びブザーが鳴ります。 

  ・要因が解除されないまま７日間経過すると再びブザーが鳴ります。 

   ＵＰＳの状態は変わりません。 

２秒以上押すと停止しますので注意してください。

 

 ６－３ バックアップテスト機能 

   正面の運転/停止ボタンを一瞬（２秒より短く）押してください。 

  ・１０秒間バックアップテストをします。 

  ・ＬＥＤ表示とブザー音はバックアップ運転時と同じです。 

  ・バックアップ運転時のバッテリー電圧に異常がなければ、通常運転に戻ります。 

２秒以上押すと停止しますので注意してください。

  （注意）短時間に連続してテストを行うことは避けてください。  

 

 ６－４ 開放バッテリーテスト機能 

   バックアップテストの前や、出力停止時や通常（オンライン）運転時に２４時間経過するごと 

   に自動的に実施します。 

  ・充電器を停止し、バッテリーの開放電圧を確認します。 

  ・ＬＥＤ表示は変化しません。ブザーは鳴動しません。 

  ・バッテリー電圧に異常がなければ、通常運転に戻ります。 

  ・バッテリー電圧に異常があると、バッテリー異常表示になります。 

 

 ６－５ 実負荷バッテリーテスト機能 

   通常（オンライン）運転時に３０日経過するごとに自動的に実施します。 

  ・１０秒間バックアップテストをします。 

  ・ＬＥＤ表示は変化しません。ブザーは鳴動しません。 

  ・バッテリー電圧に異常がなければ、通常運転に戻ります。 

  ・バッテリー電圧に異常があると、通常運転に戻るとともに、バッテリーテスト異常終了表示 

になります。 
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７．トラブル発生時の操作方法 
 

６－１項によりＬＥＤ表示とブザーの鳴動状態を確認してください。 
トラブルには以下の３通りがあります。 
 バックアップ運転 →４－１項を確認の上、正常な交流入力の給電を行ってください。 

 過負荷状態  →４－４項を確認の上、負荷を低減してください。 

 故障   →この項にて以下説明します。 
 

現象 表示 原因 対応 

－ LED表示が動作説明

と異なる表示 

・外からの観る方向によって正しく見え

ない。 

・外からの光をさえぎって正面から確認

ください。 

ＵＰＳから出力

しない 

「ONLINE」LED が点

滅、あるいは、すべ

て消灯 

 

・運転/停止ボタンを十分押していない。 ・１秒以上運転/停止ボタンを押してく

ださい。 

・入力電源を切った後すぐに電源を入れ

た。 

・入力電源を切り、１０秒以上間をあけ

てから電源を入れてください。 

・電源が供給されていない。 

 

・入力電源を調査ください。 

入力ＡＣケーブルを抜いて、プラグに異

常のない事を確認してください。 

・リセットヒューズのトリップ。 ・リセットヒューズのノブを押し込んで

ください。 

「ONLINE」LEDが

点灯→消灯を繰

り返す。 

 

・入力電源が仕様範囲の境界にある。 ・入力電源を調査ください。 

・同一入力系統にモーター負荷やレーザ

ープリンタがある。 

・別系統のコンセントから入力電源を取

ってください。 

・入力系統の電線が細く長い。 ・入力系統の電線を太く短くしてくださ

い。 

バックアップ状

態になる 

「BACKUP」LEDが

点灯 

 

 

・入力ＡＣケーブルが接続されていな

い。 

・入力ＡＣケーブルをコンセントに差し

てください。 

・入力電源が仕様範囲外。 ・入力電源を調査ください。 

・リセットヒューズのトリップ。 ・リセットヒューズのノブを押し込んで

ください。 

バックアップ 

時間が短い 

－ ・バッテリーが十分に充電されていな

い。 

・入力ＡＣケーブルをコンセントに差

し、１２時間以上充電してください。 

約１秒間隔で 

ブザーが鳴動す

る。 

－ ・過負荷状態。 ・負荷機器を減らしてください。 

・負荷にレーザープリンタがある。 ・レーザープリンタを取り除いてくださ

い。 

「ALARM」LEDが

点灯、点滅 

 

・バッテリー異常 ・周囲温度異常 

・過負荷にて出力停止 

・６－１項の４.アラーム発生時により、

原因切り分けと対処をしてください。 

・充電器異常 ・装置内部故障 ・運転/停止ボタンを２秒以上押して、

アラームをリセットしてください。復旧

しない場合は、入力電源をOFFし、お問

い合わせください。 

ＣＲＴがちらつ

く 

－ ・ＵＰＳがＣＲＴに接近している。 ・ＣＲＴを１ｍ以上離してください。 

  ・電源ケーブルと信号ケーブルを分離し

てください。 

以上の項目のどれにも該当しない場合や上記の処置を行っても復旧できない時、またバッテリーを

交換する時は株式会社 ＧＳユアサ「ミニＵＰＳサービス相談室」 または お買い上げの販売店

に連絡をお願いします。 
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８．保守・点検 
 
 ８－１ 日常のご点検 

本装置をより安定して使用していただくために以下の日常点検をお願いします。 
① ＬＥＤ表示に異常はありませんか？ 
 ・６－１項の通常状態の表示になっているかを確かめてください。それ以外の表示であれば、６－１項の 
  どの表示なのか確かめてください。 
 ・ＬＥＤ表示がない場合は、動作していない可能性があります。 
② 装置やその周囲の温度が高すぎませんか？ 
 ・周囲温度が４０℃を超える高温の場合、装置が異常発熱していないか確かめてください。 
  装置を手で触ることのできない熱さであれば、装置異常の可能性があります。 
 ・仕様の範囲内（０～４０℃）で使用してください。 
③ 表面・空気穴に「ほこり」がたまったり汚れたりしていませんか？ 
 ・軟らかい布に中性洗剤を含ませて拭いてください。 
 ・ベンジン、シンナー等の揮発性のものや薬品を用いて拭かないでください。 
  （装置を停止して入力のケーブルを抜いてから拭いてください。） 
 ・内部の電気部品に水がかからないようにしてください。 
 ・外部露出部の電気部品の周囲を拭くときは運転をとめて乾いた布で拭いてください。 
  （化繊布は使用せず、木綿等の布を使用してください。） 
④  内部から異常な音や異臭がありませんか？ 
 ・装置異常の可能性があります。 

 
 ８－２ バッテリーには寿命があります（有償交換） 

 バッテリーはバックアップ運転で放電する動作だけでなく、通常の運転状態においても消耗します。 
 バッテリーの寿命を超えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなかったり、その他

思わぬ障害を発生させる原因ともなります。 
 

   周囲温度が高いか頻繁に充放電を繰り返す場合、交換周期は以下よりも短くなります。 

交換の目安：３～５年（周囲温度２５℃） 
 

温度０～４０℃、湿度２０～９０％（結露なし）の範囲で使用してください。バッテリーへの影響を

考慮して温度は１０～２５℃の範囲で使用することをお勧めします。 
 また、周辺に荷物の積み上げなどで換気が妨げられた場合バッテリーの温度がさらに上昇し、バッ

テリーの寿命をより短縮させますのでご注意ください。 
 

 特に重要な業務に使用している場合、停電時にバックアップ時間が短くなることのないよう、交換

時期を上記の年数経過後よりも早めに決めていただくようお願いします。 
 

バッテリー交換は、ユーザ交換あるいはセンドバック方式により実施願います。バッテリー交換につ

いては株式会社 ＧＳユアサ「ミニＵＰＳサービス相談室」又は お買いあげの販売店にご連絡くだ

さい。 
バッテリーは取り扱いを誤ると危険です。ユーザ交換される場合は交換用バッテリー（交換用バッテ

リーの型名：ＴＳＢ７５０－ＢＰ１）に添付されているバッテリー交換手順書に従い実施してくださ

い。 
 
 ８－３ 長い間使わない場合 

  長い間使用していなかった装置を再び使用する場合は、バッテリー残容量が極めて少ない可能性が

ありますので、実際に負荷機器に接続する前に、バッテリーを充電してください。 
 バッテリー残容量が少ないと、停電が発生した時のバックアップ時間が短くなりますので、充電が

済んでから負荷機器を接続するようお願いします。 
 
８－４ 絶縁試験 
 電源配線の絶縁試験を行なう場合は、入力ＡＣケーブルをコンセントから外して行ない、本装置に

対する絶縁試験は行わないでください。 
 そのまま行なうと内蔵の避雷器が破損・劣化する場合があります。 
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８－５ 装置の寿命について 

本装置の期待寿命は６年です。 
※ご使用開始から６年を経過しましたら、本装置の交換が必要になります。 
 代替機種の選定など詳細は「ミニＵＰＳサービス相談室」または 寄りの販売店へお問い合わ 
 せください。 
 

   ８－６ 装置の廃棄について 
   本装置に搭載されているバッテリーは鉛を主な原料としており、特別管理産業廃棄物に指定され

ています。バッテリーの交換時だけでなく、ご不要になった装置本体を廃棄される場合は、「ミニ

ＵＰＳサービス相談室」または、お買いあげの販売店に連絡してください。 

重金属である鉛は人体への影響も強く、廃棄方法を誤ると環境汚染へとつながるおそれがあります。

また、一方でこれらバッテリーの極板・外装樹脂は再生が可能です。環境の保全・資源の有効活用

のためにもお客様のご協力をお願いします。 
 

   ８－７ バッテリーリサイクルについて 
   本装置に内蔵されている鉛バッテリーは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、「特

別管理産業廃棄物」に指定されていますので、むやみにバッテリーを廃棄することは禁止されてい

ます。適切なリサイクル施設にて処理するか、当社保守員、または、販売店にご相談ください。 
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９．要項表 

項目 単位
規格 

摘要 
ＴＳＢ７５０-４ 

使用環境 
温度 ℃ ０ ～ ４０  

相対湿度 ％ ２０ ～ ９０ 無結露 

方式 

定格  商用給電時連続  

冷却方式  自然冷却  

運転方式  常時商用給電  

切換方式  高速リレー方式  

切換時間 ｍｓ １０以下  

交流入力 

相数 φ １  

定格電圧 Ｖ １００ ～ １１０  

電圧変動範囲 Ｖ ８５ ～ １１５  

定格周波数 Ｈｚ ５０ ／ ６０ 周波数自動切換 

周波数変動範囲 Ｈｚ ±３  

定格容量 ＶＡ ８４０以下  

交流出力 

出力容量 ＶＡ ７５０(５００Ｗ)  

相数 φ １  

定格電圧 Ｖ 
交流入力電圧スルー出力 通常運転時 

１００ バックアップ運転時 

定電圧精度 ％ ±５ バックアップ運転時 

定格周波数 Ｈｚ ５０または６０ 入力周波数による 

周波数精度 ％ ±０．５以内 バックアップ運転時 

波形歪率 ％ ５以下 バックアップ時、抵抗定格負荷時

波形  正弦波 バックアップ運転時 

バッテリー 

停電保持時間 分 
４以上 

(５００Ｗ負荷時) 
２５℃／初期値 抵抗定格負荷時

機種  小形制御弁式鉛蓄電池 長寿命 

容量  １２Ｖ ５Ａｈ ２個 

交換用ﾊﾞｯﾃﾘ-ﾊﾟｯｸ  ＴＳＢ７５０-ＢＰ１×１個  

充電器 充電時間 時間 １２以下 定格放電時、９０％回復充電 

騒音 ｄＢ ４０以下 正面１ｍ、Ａ特性 

外形寸法 ｍｍ １０５×３１０×２００ 
幅×奥行×高さ(飛び出し部を除く)、

縦横兼用 

質量 ｋｇ ７以下 バッテリー含む 
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１０．保証について 

保証期間中、万一故障した場合は、保証書記載事項に基づき無償修理致しますので、修理 
及び問い合わせの際には保証書をご用意ください。 
なお、保証期間中でも修理が有償となることがありますので、保証書をよくお読みください。 

 

■免責事項について 

 ＵＰＳに起因する事故であっても、装置・接続機器・ソフトウェアの異常・故障に対する損害・

その他二次的な損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。 

 

－問い合わせ先－ 
 

株式会社 ＧＳユアサ https://ps.gs-yuasa.com/products/ups/ 

ミニＵＰＳサービス相談室  ０１２０－４５６－６５２（フリーダイヤル） 

（９：００～１２：００、１３：００～１７：００、土日祝日・弊社休業日を除く） 
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オンライン ユーザ登録のお願い 

 

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  

お客様は下記アドレスよりオンラインでユーザ登録いただけます。 

ご登録いただきますと登録番号をＥメールにてお送りしますので保証書にご記入ください。 

((☆保証書が有効となります！)) 

オンライン ユーザ登録いただきますと、バッテリーリプレース、製品リプレース時期などの情報をＥ

メールでご案内させていただきます。（※個人情報の取り扱いについてもご一読お願いいたします） 

● オンライン ユーザ登録はこちら ⇒ https://ps.gs-yuasa.com/UPS/ 

（※登録では、お名前 ・ Ｅメールアドレス ・ ＵＰＳ型式 ・ 製造（シリアル）番号 ・ ご購入日を必ずご記入ください。） 

************************************************************************************************************************** 

個人情報の取り扱い 

1．個人情報について  

弊社は、弊社製品に添付されている「ユーザ登録」にご記入いただいた「個人情報」について、以下に従って、取り扱わせていただきます。  

ここにいう「個人情報」とは、弊社製品のオンライン「ユーザ登録」に記入（複写）されるお客様の「お名前」、「ご勤務先会社名」、「ご勤務先所属部署」、

「ご住所」、「電話番号」、「ＦＡＸ番号」、「E メールアドレス」等を指します。※ 個人登録の場合「ご勤務先会社名」、「ご勤務先所属部署」は記入不要

です。 

2．個人情報の利用について 

弊社は、当該「個人情報」を、次の目的に使用させていただきます。  

(1)  「ユーザ登録」の記載内容に基づき対象製品の無料修理などの保守サービスの実施  

(2)  対象製品の安全点検活動の推進（必要に応じ行うものであり、必ず実施することをお約束するものではありません。）  

(3)  その他、対象製品に関連したユーザサポートの提供  

3．個人情報の提供  

収集した個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ提供いたしません。  

(1)上記利用目的のために、弊社が業務を委託する事業者に対する開示が必要な場合 

（この場合、当該事業者に対して、「個人情報」の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないようにいたします。） 

(2) ご本人から事前に同意を頂いた場合  

(3) 法令に基づき必要と判断される場合  

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場合  

(5) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難である場合  

(6) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、 

本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合   

 上記に従い第三者への個人情報の提供を行う場合においても、必要に応じ、その利用目的・方法の制限、その他必要な措置を講じてまいります。 

4．個人情報の管理 

収集した個人情報については、上記利用目的の範囲内において厳重に管理するとともに、不正アクセスや紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに対す

る予防ならびに是正に努め、従業員への教育の徹底、アクセス制限等のシステムの整備などを通じて合理的な安全対策を講じてまいります。 

5．個人情報の照会・訂正・削除  

弊社が保有する個人情報について、ご本人から照会・訂正・削除の請求があった場合は、情報の開示、誤りがあった場合は訂正、削除の請求の場

合は削除いたします。 

6．お問合せ窓口  

弊社が保有する個人情報の取扱い及び照会・訂正・削除等に関するお問合せ窓口は、取扱説明書の背表紙に記載された「ミニＵＰＳサービス相談

室」となります。 
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保証書 
 

この製品は、弊社の厳密なる検査を経ておりますが、万一ご使用中に故障が発生した場合は弊社営業担当窓口又は弊社販売代理店にご相談

ください。本書記載の規定に従い無償修理をさせていただきます。ご依頼の際は、本保証書をご提示いただきますようお願い致します。 

 

お客様  ご住所                                

お名前               電話番号             
  ※本保証書の再発行は致しませんので、大切に保管してください。 

保証規定 
１ 取扱説明書・本体貼付ラベル等に記載の注意事項に従った正常な使用状態で保証対象製品が保証期間内に故障した場合は、本規定に従

い、無償修理いたします。 

①「保証書」とは、製品の添付書類で、製品名（商品名）や保証期間を予め記入した上で当社が無償修理を保証する旨を約したものを

いいます。 

②「製品」とは、当社製品として梱包されたもので本体部分をいい、付属品等は除きます。 

③「故障」とは、お客様が当社製品の取扱説明書に従った正常な使用状態で正常に機能しない状態をいいます。 

④「無償修理」とは、製品が保証期間内に故障した場合で下記２に該当しない場合に、当社が無償で行う故障個所の修理をいいます。 

⑤「有償修理」とは、製品が保証期間外に故障した場合、及び下記２に該当する場合にお客様に費用を負担していただいて当社が行う

故障個所の修理をいいます。 

２ 保証期間内でも、次の場合には無償修理には応じかねますが、有償修理として対応させていただくことは可能です。但し、部品交換を

実施しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合には、対応自体をお断りさせていただくことがあります。 

-１ 本保証書の提示がない場合。 

-２ 本保証書に必要事項の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。 

-３ 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い、または使用上の誤りによる故障および損傷。 

-４ 不当な修理や改造による故障および損傷。 

-５ お買い上げ後の輸送や落下などによる故障および損傷。 

-６ ご使用中の経年劣化による機器及び屋根・壁等の据付面の変色、サビ・キズ・汚れ・表示部の劣化。 

-７ 火災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部要因による故障および損傷。 

-８ 通常使用により消耗・摩耗した消耗部品（電池など）の交換。 

-９ 接続している他の機器、非純正品、不適当な消耗品等のご使用に起因して保証対象商品に生じた故障および損傷。 

-10 お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障・損傷の場合。 

-11 その他当社の責任とみなされない故障。 

３ 修理の際に使用する補修用性能部品は、故障部品と機能・性能が同等な部品（再利用品を含む）とします。また、修理のために本製品

から取り外した故障部品につきましては、再生、再利用に努めておりますので、お客様には返却いたしません。当社は本製品の修理を

実施するにあたり、パーツ交換（ボード、モジュールを含む）によって修理を行うことができるものとし、交換された旧パーツは当社

所有の財産となり、新パーツはお客様所有の財産となります。なお、パーツ交換に代えて同機種又は同等機能の製品と交換した場合も

交換後当社にて引き取った製品は当社所有の財産となり、交換後の新しい代替製品はお客様所有の財産となります。 

４ 当社が本製品の点検・部品交換作業を実施するときは、本製品を一旦、お預かりさせていただきます。なお、本製品の故障に起因して、

本製品以外に生じた故障及び損傷、ならびに本製品が使用できないことによる損害および不利益（事業損失その他の金銭的損失を含む

が、これらに限定されない）については、法律上の請求原因を問わず、いかなる場合においても、当社では一切責任を負わないものと

します。なお、故障によってお客様に生じた損害（事業利益の損失、事業中断、情報の損失またはその他の金銭的損失を含む、これら

に限定されない）については、法律上の請求原因を問わず、いかなる場合においても当社は一切の責任を負わないものといたします。 

５ 本製品が他の製品と接続されている場合、または設置場所に固定されている場合、他の製品や設置場所からの取り外しは、お客様ご自

身の責任において実施していただきます。 

６ 保証の範囲は、本製品の修理、交換、または同等機能の製品との代替交換に限ります。当社は、本製品の修理に代えて当社の判断にて、

本製品と同機種の交換または同等機能の製品との代替交換を行うことができるものとします。保証書による無償保証が適用となる場合、

お客様から当社へ製品を送付いただく輸送費はお客様のご負担（元払い）となります。当社で修理後に製品をお客様へ送付する輸送費

は当社で負担いたします。（ただし送付先は日本国内に限ります。） 

保証書による無償保証の適用外となる場合、ならびに次の場合には、お客様に往復の輸送費実費をご負担いただきます。 

①本製品の引取り、返却場所が離島や運送用車両による通行が困難な地域である場合 

②引取り・返却について配送時間指定を行う場合 

７ 本保証書は日本国内で有効です。 

 

 

〒６０１－８５２０ 京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町１番地 

https://ps.gs-yuasa.com/products/ups/ 

型名 保証期間 

購入日    年    月より 

２年間 
（バッテリーは１年間） 

製造番号（シリアル番号） 

☆オンライン ユーザ登録にて発行された登録番号はこちらへ ⇒  

２年保証 



 

 


