
 
 
 
 

報道関係者各位                                                                 2008 年 11 月 25 日 
株式会社リンクスインターナショナル 

いつでもどこでも充電できる多機能ソーラーバッテリー充電器 
手のひらサイズで重さもわずか 80g！軽くて丈夫なアルミニウム採用 

カラーも選べる全 7 色 iCharge eco DX 発売 

 
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島 義之)は、手のひらサイズで
重さもわずか 80g！カラーも選べる全 7 色！いつでもどこでも充電できる多機能ソーラーバッテリーiCharge eco 
DX を 2008 年 11 月 29 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。 
 
iCharge eco DX（アイチャージ エコ デラックス）は、docomo、au、SoftBank 等の各種携帯、DS Lite、PSP 等の
各種ゲーム機、iPod 等の各種音楽プレイヤーなど様々なモバイル機器に充電できる多機能ソーラーバッテリー
充電器です！ 
 
iCharge eco DX は、バッテリーを内蔵した手のひらサイズ（縦 107.5×横 51.5×厚さ 15.3mm）のコンパクトな多
機能ソーラーバッテリー充電器です。重さもわずか80gです。持ち運べるように本体には、軽くて丈夫なアルミニ
ウムを採用しています。お好みのカラーを選択できるように 7 色のカラーバリエーション （シルバー、グリーン、
ブルー、ピンク、レッド、ブラック、ホワイト）を用意いたしました。 

 
iCharge eco DX は、3 通りの充電（蓄電）方式を採用しています。1 つ目は、ソーラーパネルを使い太陽光で充
電（蓄電）する方法です。2 つ目は、AC コンセントから充 電（蓄電）する方法です。3 つ目は、パソコンの USB コ
ネクタから充電（蓄電）する方法です。外出先でも、オフィスでも、室内でも、場所を選ばずバッテ リー本体へ最
適な充電ができます。充電環境が無い場所でも太陽から充電（蓄電）できます。太陽光を効率よく変換するシリ
コン単結晶型ソーラーパネルを採用 しています。 
 
iCharge eco DX は、docomo、au、SoftBank など各種携帯電話用の充電コネクタに加え、NINTENDO DS Lite、
ソニープレイステーション・ポータブル PSP の充電コネクタを同梱しています。一般的な携帯電話やポータブル
ゲーム機にご利用いただけます。また本体の出力部分には、USB コネクタを採用しています。USB コネクタから
充電できる機器であれば、同じように利用することができます。 
 

PRESS RELEASE 

 

 



多数の機種が発売されている Apple iPod に関しては、iPod 用充電コネクタや DC 充電プラグを添付することに
より、ほぼ全ての iPod に対応しています。さらに miniUSB コネクタ、MicroUSB コネクタを同梱しています。
E-MOBILE や WILLCOM のモバイルにも利用することができます。 
 
iCharge eco DX は、電力の出力に USB コネクタを採用しています。パソコンなどの USB コネクタから充電でき
る機器であれば、同じように利用することができます。最近は多くの製品で、USB 充電を採用しています。今後
もどんどん利用できる機器が増えてゆきます。 
 
iCharge eco DX は、バッテリー本体に充電（蓄電）を行っている間は、右側の LED が光ります。例えば、ソーラ
ーパネルから充電（蓄電）されているか、一目で判断することができます。左側の LED は、バッテリーの残量を
表します。フル充電時には、緑色に点灯します。バッテリーの残量が少なくなると赤く点灯します。2 つ の LED
で、バッテリーの状況が簡単にわかります。 
 
型番は ICEDX-B（ブラック）、ICEDX-W（ホワイト）、ICEDX-S（シルバー）、ICEDX-R（レッド）、ICEDX-P（ピンク）、
ICEDX-IB（ブルー）、ICEDX-G（グリーン）。サイズは縦 107.5mm×横 51.5mm×厚さ 15.3mm。重さは約 80g。付
属品は、本体保護袋、本体充電用 AC アダプタ、USB リストラクチャーケーブル、USB 延長ケーブル、ユーザー
ズガイド、GBA・DS コネクタ 、DSLite コネクタ、9.5mm 丸コネクタ、SoftBank・FOMA コネクタ、au コネクタ、
MicroUSB コネクタ（WILLCOM 一部対 応）、iPod Dock コネクタ、iPodShuffle 用 4 端子ミニプラグ、Mini USB コ
ネクタです。保証は 1 年間です。 
 
※記載されている会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。  
※デザイン、仕様などは予告無く変更される場合があります。 
 
 
 
 
 
■ iCharge eco DX 製品特徴 
 
多機能ソーラーバッテリー充電器！ 

iCharge eco DX（アイチャージ エコ デラックス）は、docomo、au、SoftBank 等の各種携帯、DS Lite、PSP 等の
各種ゲーム機、iPod 等の各種音楽プレイヤーなど様々なモバイル機器に充電できる多機能ソーラーバッテリー
充電器です！ 

 

手のひらサイズでわずか 80 グラム！ 

iCharge eco DX は、バッテリーを内蔵した手のひらサイズ（縦 107.5×横 51.5×厚さ 15.3mm）のコンパクトな多
機能ソーラーバッテリー充電器です。重さもわずか80gです。持ち運べるように本体には、軽くて丈夫なアルミニ
ウムを採用しています。 

 

7 色のカラーバリエーション！ 

お好みのカラーを選択できるように 7 色のカラーバリエーション（シルバー、グリーン、ブルー、ピンク、レッド、ブ
ラック、ホワイト）を用意いたしました。 

 

いつでもどこでも充電できる！ 

iCharge eco DX は、3 通りの充電（蓄電）方式を採用しています。いつでもどこでもバッテリー本体に最適な充電
ができます。また同梱されている多数のコネクタを利用すれば、さまざまなモバイル機器の予備バッテリーとし
て利用することができます。 

 

太陽から充電！3 つの充電（蓄電）に対応！ 

iCharge eco DX は、3 通りの充電（蓄電）方式を採用しています。1 つ目は、ソーラーパネルを使い太陽光で充
電（蓄電）する方法です。太陽光を効率よく変換するシリコン単結晶型ソーラーパネルを採用しています。 

 

AC から充電！3 つの充電（蓄電）に対応！ 

iCharge eco DX は、3 通りの充電（蓄電）方式を採用しています。2 つ目は、AC コンセントから充電（蓄電）する
方法です。 

 



USB から充電！3 つの充電（蓄電）に対応！ 

iCharge eco DX は、3 通りの充電（蓄電）方式を採用しています。パソコンの USB コネクタから充電（蓄電）する
方法です。 

 

携帯～ゲーム機まで多数の機種に対応！ 

iCharge eco DX は、docomo、au、SoftBank など各種携帯電話用の充電コネクタに加え、NINTENDO DS Lite、
ソニープレイステーション・ポータブル PSP の充電コネクタを同梱しています。一般的な携帯電話やポータブル
ゲーム機にご利用いただけます。 

 

iPod～モバイルまでの多数の機種に対応！ 

多数の機種が発売されいている Apple iPod に関しては、iPod 用充電コネクタや DC 充電プラグを添付すること
により、ほぼ全ての iPod に対応しています。さらに miniUSB コネク タ、MicroUSB コネクタを同梱しています。
E-MOBILE や WILLCOM のモバイルにも利用することができます。 

 

USB 充電対応機器に対応！ 

iCharge eco DX は、電力の出力に USB コネクタを採用しています。パソコンなどの USB コネクタから充電でき
る機器であれば、同じように利用することができます。最 近は多くの製品で、USB 充電を採用しています。今
後もどんどん利用できる機器が増えてゆきます。 

 

ひとめで充電状況が分かる！ 

iCharge eco DX は、バッテリー本体に充電（蓄電）を行っている間は、右側の LED が光ります。左側の LED は、
バッテリーの残量を表します。フル充電時には、緑色に 点灯します。バッテリーの残量が少なくなると赤く点灯
します。2 つの LED で、バッテリーの状況が簡単にわかります。 

 

 

 

■ iCharge eco DX 製品詳細 
 

名称 iCharge eco DX 

型番 ICEDX-B/ブラック）/ 4529327890201 

ICEDX-W/ホワイト/ 4529327890218 

ICEDX-S/シルバー/ 4529327890225 

ICEDX-R/レッド/ 4529327890256 

ICEDX-P/ピンク/ 4529327890232 

ICEDX-IB/ブルー/ 4529327890249 

ICEDX-G/グリーン/ 4529327890263 

サイズ 縦 107.5mm×横 51.5mm×厚さ 15.3mm 

重量 約 80g 

バッテリー リチウムポリマー電池 

容量 1350mAh 

入力電圧 DC5.0V～5.5V 

入力電流 最大 600mA 

出力電圧 DC5.5V±0.2V(無負荷) 

出力電流 最大 700ｍA 

サイクル寿命 500 回前後 

使用範囲温度 －20 度～60 度 

使用範囲湿度 10～85％ 

使用範囲空気圧力 86kpa～106kpa 

保護回路機能 過電流、過放電、過電圧 

USB からの充電（蓄電）時間 約 5 時間でフル充電 

AC からの充電（蓄電）時間 約 3.5 時間でフル充電 

太陽光からの充電（蓄電）時間 15～24 時間でフル充電 

取得安全規格 PSE、CE 

保証期間 1 年間 



セット内容 本体/本体保護袋/本体充電用 AC アダプタ/USB リストラクチャーケーブル/USB 延長ケー

ブル/ユーザーズガイド/GBA・DS コネクタ /DSLite コネクタ/9.5mm 丸コネクタ/SoftBank・

FOMA コネクタ/au コネクタ/MicroUSB コネクタ（WILLCOM 一部対 応）/iPod Dock コネクタ

/iPodShuffle 用 4 端子ミニプラグ/Mini USB コネクタ  

材質 本体上部：プラスチック 

本体下部：アルミニウム 

注意 ※記載されている会社名、商品名などは、一般的に各社の商標または登録商品です。 

※デザイン、仕様などは予告無く変更される場合があります。 

 

 

■ iCharge eco DX 発売詳細 
 
-発売日 

2008 年 11 月 29 日 

 

-製品名称 

iCharge eco DX 

 

-製品型番 

ICEDX-B/ブラック）/ 4529327890201 

ICEDX-W/ホワイト/ 4529327890218 

ICEDX-S/シルバー/ 4529327890225 

ICEDX-R/レッド/ 4529327890256 

ICEDX-P/ピンク/ 4529327890232 

ICEDX-IB/ブルー/ 4529327890249 

ICEDX-G/グリーン/ 4529327890263 

 

-店頭予想売価 

9.800 円前後 

 

-製品高解像度 
http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge-ecodx.html#gazo 
 

-製品ページ 

 http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge-ecodx.html 
 
 
● iCharge eco DX ノベルティのご相談はこちらから 
 
営業担当 営業部ノベルティ部門担当 山上 

パッケージの変更など（本体は変更しない）1000 個以下。 

カラー/ロゴの変更（本体の変更）1000 個以上。 

ロット数量目安 

サイズや素材の変更（設計の変更）2000 個以上。 

詳しくは http://www.links.co.jp/html/promotion/icharge-ecodx.html#novl 

 
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。 

読者からのお問い合わせ先： 
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部：TEL03-5812-5820 FAX：03-5812-5821 
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F 
URL: http://www.links.co.jp 
e-mail; support@links.co.jp 

報道関係のお問い合わせ先： 
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ 
TEL：03-5812-6146 FAX：03-5812-5821 
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F 
E-mail: jibiki@links.co.jp 
URL: http://www.links.co.jp 


