            
Plug the charging cable into the USB Type-C power input of
qico pad, and connect the power adapter to power outlet.
Power adapter

             
                       


             
                   
1. On PC: as shown below, click "Find qico" to connect qico
pad.

On your phone, scan QR code
and launch qico app.

Power outlet

or
For iPhone,
download and install qico app
from App Store.

      

                     

For Android phone,
download and install qico app
from Google Play.

2. On phone: after granting all permissions, hit "Next" button
to the Setup page and follow instructions.

For Windows 10 PC,
download and install qico app
from Microsoft Store.
Fast charging requires QC 3.0 power adapter.

             
                   
1. On PC: click "pair phone" button shown below to pair your
phone. When the pairing window status becomes "Ready",
put the phone close to the qico device.

pair phone

connect: Tony iPhoneX
pair phone

       
Input : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Output : 5W, 7.5W, 10W, 15W
Induction distance : 6 mm
Protection circuit : FOD OVP OCP OTP
Size : 99.8*9.8mm
Weight : 120g

!

WARNING

1. Do not charge the battery for over 12 hours, please.
2. The device is not water-resistant. Please keep it dry.
2. On your phone, you will see the successful pairing dialogue.
It is ready to use.

3. Do not place near fire or other high temperature places
or objects.
4. Only qualified qico technicians may repair this product.
Unauthorized repair attempts or device tampering
automatically voids warranty.

Congratulations!
Connect to pc successfully.
You can enjoy
the features now.

Next

5. Recommended operating temperature is between
-10~40 degrees.

For MAC computer,
please type in the link in
web browser to download the software,
lihi1.com/ncgyi.

                 

                                

Thank you for buying the qico products!
We provide comprehensive warranty services in accordance
with the applicable national laws and regulations.

Your warranty is only valid under authorized use of your
devices. All man-made damages and any of the following
conditions voids the free warranty. Buying repairs can still be
implemented at reasonable cost to consumer.

1. Within 12 months from date of purchase, any fault in listed
device performance can be claimed under consumer
warranty.
2. Warranty Registration Required:
QR code will appear in the software installation. Scan with
your phone to complete the registration.
3. Valid product registration and invoice are essential for
protecting your warranty rights. If you do not register the
product or cannot provide valid invoice, we will provide
90-day warranty initiating from manufacturing date of your
qico pad.

1. The warranty period has expired.
2. Damage caused by human factors, including damages
caused by usage under improper operating environment.
3. Damage caused by a force majeure
(such as floods, fires, earthquakes, and lightning).
4. The user is unable to provide the product registration and
valid proof of purchase or the product model and barcode
do not match or are altered.

app 設定步驟1 :
下載電腦軟體與手機APP

アプリの設定（STEP1）

無線傳檔充電盤

快速設定指南
如何使用qico pad :
將充電線插入USB Type-C電源輸入孔，另一端接上電源變壓器即完成連接。

ワイヤレス充電
請用手機掃描QR code下載並安裝 qico app
或

インストールの準備:

取扱説明書

USBケーブルをUSB Type-Cの差込口に挿入し、
一方の端をパソコンに接続して給電します。

電源變壓器

從蘋果商店下載並安裝 qico app

iPhone の場合
App Store からアプリをインストールします。

安卓手機使用者 :
從Google Play商店下載並安裝 qico app

Android の場合
Google Play からアプリをインストールします。

電源ソケット

Windows 10電腦使用者 :

Windows 10 PC の場合（バージョン 1903 以上）
Microsoft Store からアプリをインストールします。

從微軟商店下載並安裝 qico app
MAC電腦使用者 :

MAC PC の場合
App Store からアプリをインストールします。

請在電腦瀏覽器輸入底下網址以下載qico app
建議使用QC3.0變壓器給充電盤供電，才能達到部分手機快充的效果！

app 設定步驟2 :
準備配對設備
在電腦上，請先點選下圖頁面的 ”尋找qico” ，以連線qico無線傳檔充電
盤。

尋找qico

在手機上，在同意所有的權限之後，點選 ”下一步”按鈕到設定頁面。

スマートフォンで QR コードをスキャンし、
qico アプリをインストールしてください。
以下の方法でもインストール可能です。

電源トランス

蘋果手機使用者 :

電源插座

PC アプリとスマートフォンアプリをダウンロー
ドしてください。

lihi1.com/ncgyi

app 設定步驟3 :
配對手機及電腦
在電腦上，如下圖所示點選 ”配對手機” 按鈕以配對您的手機。當配對
視窗狀態變成 ”準備就緒”，將手機靠近qico pad。

アプリの設定（STEP2）

アプリの設定（STEP3）

デバイスのペアリングを準備する（PCアプリ）

スマートフォンとパソコンのペアリング （PC アプリ）

1.“qico を検索 ” をクリックして qico pad を接続します。次に、ハイライト表示された
「デバイス」アイコンをクリックして新しいスマートフォンを追加します。

qicoを検索

配對手機

在手機上，你會看見成功配對的對話視窗，代表設備已配對好且可以開始
使用。

1. [デバイス]ページで、[+]ボタンをクリックして新しいスマートフォンを追加します。
ペアリングウィンドウのステータスが「準備完了」になったら、スマートフォンをqico
デバイスの近くに置きます。

qicoを検索

2. デバイスのペアリングを準備する（スマートフォンアプリ）
ポップアップ表示されるすべての権限を承認した後、[次へ]ボタンをクリックして設定
ページに移動し、指示に従ってください。

2. スマートフォンとパソコンのペアリング （スマートフォンアプリ）
スマートフォンに、ペアリングダイアログが正常に表示されたら準備完了です。

おめでとう!
パソコンに正常に
接続しました
機能をお楽しみ
いただきます

恭喜!
已成功連線到電腦
您可從現在開始享受
所有的功能

次ヘ

繼續

產品規格 :

產品保固服務說明 :

製品スペック:

製品の保証:

輸入: DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

感謝使用qico 無線傳檔充電盤，保固服務如下內容:

入力：DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A

本製品の保証は下記のとおりです。

輸出: 5W, 7.5W, 10W, 15W

1. 產品自購買日起十二個月內，如產品主體出現性能故障，

出力：5W、7.5W、10W、15W

1. 故障があった場合は製品購入日から12ヶ月以内に購入店にご連絡ください。

ワイヤレス充電距離：6 mm

2. 保証登録が必要です。ソフトウェアのインストール時にQRコードが表示されます。

充電距離: 6 mm
保護機制: 異物偵測，過電流保護，過電壓保護，過溫度保護
產品尺寸: 99.8*9.8mm
淨重: 120g

注意事項 :

!

經由qico售後服務單位檢測確定後，可提供免費保固維修服務。
2. PC app 安裝過程中，會產生QR code。用手機掃描即可註冊完成，
並享有保固服務。
3. 有效的產品註冊及購買證明是實現您保固的基本權益，若不能提供相關
證明，我們將以您購買的充電盤生產日期起90天為保固日期起算日。
不適用保固說明及細項:
1. 產品超過原廠保固期限。
2. 產品序號不相符或被更改者。
3. 無產品註冊和有效購買憑證。
4. 未按照說明書規定: 不當人為使用損壞者

1. 請勿連續充電超過12小時，可能會傷害到手機電池。

例如 : 重壓 / 摔壞 / 淋水 / 塞入異物等所造成之損壞。

2. 充電盤不防水，請保持乾燥使用。

5. 用戶私自拆機 自行修理或改裝。

3. 請勿靠近火源，或其他高溫場所使用。

6. 因不可抗拒力所造成之損壞 例如: 水災 火災 地震 雷擊等。

4. 請勿自行拆解，只有合格的人員能對此產品做維修。
5. 操作環境介於-10~40度。

保護機能：異物検出、過電流保護、過電圧保護、過温度保護
製品サイズ：99.8×9.8 mm
重量：120 g

警告

!

スマートフォンでスキャンして登録を完了します。
3. 保証の権利を保護するには、有効な製品登録と請求書が不可欠です。製品を登録しない場合
、または有効な請求書を提示できない場合は、qicoパッドの製造日から90日間の保証となり
ます。

保証の説明と条件:
保証は、許可されたデバイスの使用方法のみ有効です。すべての人為的損傷および以下の条件

バッテリーを12時間以上連続して
充電しないでください。

のいずれかに該当する場合は無料保証が無効になります。

本製品は耐水性ではありません。
乾いた状態で保管してください。

2. 不適切な操作環境下での使用による損傷を含む、人的要因による損傷。

1. 保証期間が終了している。

3. 不可抗力による被害（洪水、火災、地震、雷など）。
4. 使用者が製品登録をせず、有効な購入証明書がない、品番号と保証書が

火元や高温の場所に近づけないでください。
不正な修理やデバイスの改ざんを
すると保証が無効になります。
本製品の操作環境は、
10℃~40℃でご利用ください。

一致しないまたは変更されたもの。

