保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」など
の記入をご確認のうえ、お受け取りになり、保証内容
をよくお読みのあと、大切に保管してください。
本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、
本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記載内
容のとおり無料で修理および調整をおこなうことをお約束するものです。
製品名：OP-02

お買い上げ年月日：

年

月

日

オートバイ用 スマートクランプ
（ケーブル）

OP-02
取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただきましてまことにありがとうございます。
ご使用になる前に、必ず本取扱説明書及び MJP-3000 付属の取扱説明書と
併せてよくお読みいただき、使用上の注意事項、本製品の使用方法を十分に
ご理解いただいてから、正しく安全にお使いください。誤った取り扱いは、
思わぬ事故の原因となりますので十分に注意してください。
なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。

販売店様 ※必ず、ご記入ください。

ご住所：

本製品で始動可能な車両について

お電話：

・オートバイ、原付

・排気量、50cc〜1,300ccまで

使用上の注意
保証期間 1年

お買いげ年月日から1年間有効

以下の場合は保証の対象外となります。
① 本製品に付属の取扱説明書に記載された使用
方法や注意事項に反した取扱によって生じた
故障・破損
② 誤用・乱用および取扱不注意による故障

⑦ 業務目的でご使用になった場合
⑧ 本証の提示がない場合
⑨ 本証の所定事項
（お買い上げ日、販売店名など）
に記入がない場合

③ 火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・ ・ 接続不良、不適切な使用状態による接続対象機
塩害・水掛かり・異常電圧･落下･衝撃による故障
器の故障や事故などの附随的損害の補償につい
ては一切この責任を負いかねます。
④ 不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕
あらかじめご了承ください。
跡がみられる故障
・
本証は日本国内においてのみ有効です。
⑤ 使用中に生じた傷など外観上の変化
また本証の再発行はいたしませんので大切に
⑥ 保管状態が適切でなかった場合
保存ください。

●本製品は、セルスター製MJP-3000専用のオートバイ用スマートクランプ（ケーブル）
です。他の製品、他社製品にはご使用になれません。
●本製品はDC12Vガソリンエンジン以外の車両には、ご使用になれません。
●1,300ccを超えるオートバイ、および排気量に関係なく自動車のエンジン始動には、
MJP-3000付属のスマートクランプをご使用ください。
●本製品にて1,300cc以下でも、次の様なエンジンの始動ができない場合があります。
・クランキング電流の大きい車両、高圧縮エンジン、ロングストロークエンジン、
単気筒/2気筒エンジン、ハーレーダビットソンなどの場合。
・車両バッテリーの劣化が著しい場合。
・車両バッテリーのコンディションが良い状態でも、エンジンの始動性が良くない場合。
●本製品の誤った取扱いによるMJP-3000本体、車両の事故、破損、損害などが発生し
ましても弊社では一切の責任を負いかねます。また、補償なども一切ありません。

お客様相談窓口
<個人のお客様> カスタマーサービス [受付時間］9：00〜18：00（土・日・祝日および、弊社休業日を除く）

0570-006867（ナビダイヤル）

［全国自動車用品工業会会員］
［一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員］ https://www.cellstar.co.jp
［一般社団法人日本自動車部品工業会会員］
［ 東京都自動車部品組合会員］

0120-75-6867（フリーダイヤル）

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合 ： 0570-006867
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メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。 https://faq.cellstar.co.jp/

omote-face

車両のバッテリーカバーを外します。

各部の名称
①

①スマートクランプのインジケータ

スマートクランプの赤クリップを車両バッテリーのプラスターミナルに
接続します。次に黒クリップをマイナスターミナルに接続します。

②本体接続端子

マイナスターミナル

スマートクランプの動作状態を表示します。

②

MJP-3000本体のスマートクランプ用端子に接続します。

③
④

プラスターミナル

③強制モードスイッチ

車両のバッテリー電圧が低下しすぎてエンジンが
始動しない場合に使用します。

④プラスクリップ（赤）

車両バッテリー

車両バッテリーのプラスターミナルに接続します。

⑤マイナスクリップ（黒）

⑤

車両バッテリーのマイナスターミナルに接続します。

使用方法

接続は赤クリップから黒クリップの順でおこなってください。

エンジンの始動
MJP-300０本体の内蔵バッテリーが85%以上充電されていることを確認します。
バッテリー
インジケータ

5個点灯

スマートクランプのインジケータが緑色に点灯することを確認したら、
車両のセルを回してエンジンを始動します。

内蔵バッテリー保護のため、エンジンの始動操作は3秒以内
を守ってください。

スマートクランプをMJP-3000本体に接続します。
保護カバー

奥までしっかり
差し込みます。
スマートクランプのインジケータが緑色に点滅していることを確認します。
スマートクランプのインジケータ

エンジンが始動したら、すみやかにスマートクランプからMJP-3000本体
を先に外します。次にスマートクランプの黒クリップを車両バッテリーか
ら外し、赤クリップを外します。

仕様・定格
適合車種

DC12V、ガソリンエンジン

適合排気量

50cc〜1,300cc

コード長

22cm

(制御ユニット部)サイズ

40（W）× 98（D）× 41（H） mm

重量

165g

オートバイ
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