この度はRP-PC090カーチャージャーをお買い上げ頂き、
誠にありがとうございます。本製品をご使用になる
前に取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に
お使いいただきますようお願い申し上げます。

製品仕様
型番
入力

RP-PC090
12-24V

Type-C 出力 5V
Type-A 出力 5V

製品図

セット内容：

DCアダプタ06
Turbo 30W 2-Port Car Chager
型番：RP-PC090
取扱説明書

・DCアダプタ（本体）
・USBケーブルCtoC（1.5m）
・取り扱い説明書（保証書在中）

2A, 12V 1.5A（最大）

2.4A（最大）

出力合計

30W（最大）

サイズ

27.2 x 27.2 x 58.1mm

重量

動作温度
Type-Aポート
Type-Cポート
LED

3.5-1.7A

2. 4A, 9V

25g

0℃- 40℃

カーチャージャーの使用方法

1. ご使用の車種が12V車もしくは24V車であることをご
確認ください。
（対応車種：12V車・24V車）
2. シガーソケットに本体を挿入します。挿入が完了する
とLEDが点灯します。
●充電のしかた
ここでは、
DCアダプタと付属のUSBケーブル CtoCを使っ
て、接続する方法を説明します。
※ ご使用の携帯端末の外部接続端子にあった形状 の
ケーブルをお使いください。
3. Type-Cポートに付属のUSBケーブル CtoCを差し込み、
ご利用の機器と接続をしてください。
4. 接続をすると自動的に充電が始まります。
5. 充電が完了したら、USBケーブル CtoCからご利用の
機器を外してください。その後、本体からUSBケーブ
ル CtoCを外し、
シガーソケットから本体を抜いてく
ださい。
※Type-CポートとType-Aポートを同時に使用すること
が可能です。
（別途USBケーブルが必要です）

取り扱い上のご注意

●高温になる場所での使用・保管は避けてください。
●本製品を水につけたり、
濡らさないようにしてください。
また水に濡れた場合は使用しないでください。発熱、
発火、感電、破裂の原因となります。
●分解・改造しないでください。火災、やけど、けが、感電
などの原因となります。
●火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱
しないでください。
●本製品をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せ
たり、踏みつけたり、落下させるなど衝撃や力をあたえ
ないでください。
●乳幼児の手が届く場所には置かないでください。誤飲
で窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷
害の原因となる場合があります。
●DCアダプタはマイナスアース車専用です。
プラスアー
ス車には使用しないでください。
●雷が鳴りだしたら、
アダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。
●シガーソケットにつないだ状態で端子をショートさせ
ないでください。
また、端子に手や指など、身体の一部
を触れさせないでください。火災、やけど、感電などの
原因となります。
●アダプタをシガーソケットに差し込むときは、確実に
差し込んでください。確実に差し込まないと、火災、や
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けど、感電などの原因となります。
●アダプタをシガーソケットから抜く場合は、
USBケーブ
ルのコード引っ張るなど無理な力を加えず、
アダプタ
を持って抜いてください。
●使用しない場合は、
アダプタの電源プラグをシガーソ
ケットから抜いてください。
差したまま放置すると、
火
災、
やけど、
けが、
感電などの原因となります。
●シガーソケットにつないだ状態でアダプタに長時間触
れないでください。
やけどなどの原因となります。
●機器を接続する際は端子の接続を確実に行ってくださ
い。
異物などにより差し込みが不完全な場合、
発火や
感電、
ショートの原因となります。
●本製品を使用中に布や布団でおおったり包んだりしな
いでください。
熱がこもり、
火災や故障の原因になります。
●本製品はすべての車種で動作を保障するものではあ
りません。
●付属のUSBケーブル CtoCはスマートフォンやタブレッ
ト端末への充電、
ならびにデータ転送用です。
その他
の用途では使用しないでください。
●付属のUSBケーブル CtoCの端子や接続部分にゴミや
ホコリ、
ペットの毛などの異物が付着した状態でご使
用されますと大変危険ですのでご注意ください。
ショー
トによる発火、
火災、
火傷やけがの原因となります。
●付属のUSBケーブル CtoCの端子部に金属類や異物

を差し込まないでください。
ショートや発熱、
発火の原
因となります。
●付属のUSBケーブル CtoC及び端子部を加工、
分解する
事や無理に引っ張ったり、
曲げたりしないでください。
けがや思わぬ事故の原因となります。
●付属のUSBケーブルは全てのUSBポート、
ならびに充
電器での動作を保証はしていません。
●付属のUSBケーブル使用時におけるデータ消失・破損
に関しては、
弊社は一切の責任を負いかねます。
※製品やパッケージのデザイン、
仕様などは改良のため
予告なく変更する場合があります。

免責事項

●火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、公害や
異常電圧などによる故障および損傷した場合。
●本製品が自然摩擦または自然劣化したことによる故
障や損傷。
●お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お
取り扱いが原因で生じた故障や損傷。
●取り扱い説明書の記載内容に反するお取り扱いによ
り生じた故障や損傷。
●ご使用上の誤り、
または接続している他の機器により
生じた故障および損傷。
●部品交換、調整、改造などを行った場合。
●本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使
用された場合は、当社は一切の責任を負いかねます。
また、当社では本製品に関する日本国外へのサポー
トおよびアフターサービスはおこなっておりませんの
で予めご了承ください。

日本国内安心保証

本製品はご購入日から24ヶ月の日本国内安心保証をご
提供いたします。インターネットオークションやリサイク
ルショップなどでご購入された商品の交換・返品・返金
に関しましてはご購入先へお問い合わせください。

保証書
DCアダプタ��（Turbo ��W �-Port
Car Chager）
お客様
保証期間
ご購入日

お名前

型番:RP-PC090
商品コード:ASV39001
様

ご住所
電話

お買い上げから2年間有効
年

月

日

購入店名
住所
電話

注意事項
この保証書は再発行しませんので、大切に保管してくだ
さい。販売店様がご購入の日付を記入していない場合、
またはお客様の購入日を確認できる書類（レシートなど）
が添付されていない場合は適用されませんのでご注意
ください。本書の内容に関して、将来予告なしに変更する
ことがあります。
株式会社SUNVALLEY JAPANカスタマーセンター
〒104-0032
東京都中央区八丁堀三丁目18番6号PMO京橋東9F
製品に関するお問合せ窓口
電話番号：03-5542-0238（土日祝日・年末年始を除く）
Email: support.jp@sunvalley.co.jp

WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal
waste and to collect such WEEE separately, for
proper treatment, recovery and recycling, please
take this product(s) to designated collection points
where it will be accepted free of charge. Please
contact your local authority for further details of your
nearest designated collection station.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

