
Doヒート超快温ベスト クイックガイド  

1.本体にモバイルバッテリーをつないで温めよう

４.モバイルバッテリーを充電しよう

❷超快温ベストの使い方

❶届いた商品をチェック

３.ベストをOFFにするには

充電ケーブルモバイルバッテリー

バッテリーセットプランの場合

温度設定
コントローラー

接続
ケーブル

２.ボタンを押して温度を設定しよう

外出向き室内向き

ホワイト
38℃

グリーン
43℃

パープル
48℃

レッド
53℃

Doヒート本体

差し込んだ後、左ポケットの中にしまってください。
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困ったときはお電話ください！
〔故障かな？と思ったら〕〔ACアダプタを持っていない〕など

ボタンを
長押しすると
電源が

OFFになります。

モバイル
バッテリーを
はずします。

パソコンにさして充電
モバイルバッテリーの真ん中の部分に充電ケーブ
ルのⒶを差し、反対側のⒷをパソコンのUSB差し
口に差す。

ACアダプタでコンセントから充電 
モバイルバッテリーの真ん中の部分に充電ケーブ
ルのⒶを差す、反対側のⒷをACアダプタのUSB
差し口に差す。ACアダプタをコンセントに差す。

A
A B

ACアダプタ

B

A

or

0120-178-788
受付時間 9:00～21:00 年中無休（12/28～1/3を除く）ご注文

お問い
合わせ

※番号のおか
け間違いにご
注意ください。 40 代からの、大人、輝く服。
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充電には別途ACアダプタ or パソコン（USB付）が必要になります。

温度設定コントローラーは、お好みに合わせて４段階の温度に
調整可能です。20秒でぽかぽか温度になります。※

左ポケットにある接続ケーブルをモバイルバッテリーに
差し込でください。モバイルバッテリーは２口（右左）どち
らでも大丈夫です。

※モバイルバッテリーの電池が切れている場合は、充電してご使用ください。


