
この度はお買い上げいただき、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読み、正しく
安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管
し、必要なときにお読みください。また、製品に警告・注意
などの表示がある場合は、それに従ってください。

製品図

① 電源ボタン 
② 残容量インジケーター  
③ Type-C入出力ポート（5V/2.4A）
④ USB-A出力ポート（5V/2.4A)

製品仕様

型番
容量
Type-C入力/出力 
USB-A出力 
サイズ
重量 129g

約131×69×10ｍｍ
5V    2.4A, 12W Max
5V    2.4A 
5000mAh/18.5Wh
RP-PB1201　BK/WH

セット内容
●1x5000mAhモバイルバッテリー（本体）
●1x本体充電用ケーブル（USB-AtoC,15cm）
●1x取扱説明書/保証書

使用方法：バッテリー残量の確認方法

使用方法：バッテリー本体への充電

使用方法：デバイスへの充電

電源ボタンを押すと、バッテリー残量を残容量インジケ
ーターで確認できます。

（◎：LED点滅/○：LED消灯/●：LED点灯）

残容量インジケーター
◎○○○
●○○○
●●○○
●●●○
●●●●

バッテリー残量
0%-5%
6%-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%

●バッテリー残量が25％程度の時点で、本製品を充電
    してください。
●付属のUSB充電ケーブルのTYPEーＣ端子側を、本
    製品の入力ポートに接続してから、もう一方のUSB-A
    端子をACアダプターに接続すると、自動的に本製品
    の充電が始まります。
●本製品を充電する際に、LEDインジケーターに充電
    状況が表示されます。
充電中：（◎：LED点滅/○：LED消灯/●：LED点灯）

残容量インジケーター
◎○○○
●◎○○
●●◎○
●●●◎
●●●●

バッテリー容量
0%-25%
26%-50%
 51%-75%
76%-99%
100％満充電

● ケーブルを本製品の出力ポート（Type-C、USB-A）に
     接続し、もう一方を充電の対象となるデバイスに差し
     込むと自動的に充電が始まります。
● お使いのデバイスによって、充電用USBケーブルの
     端子形状が変わるため、お使いのデバイスが推奨し
     ている充電用USBケーブルをご使用ください。
● 充電が始まらない場合は、電源ボタンを押してモバ
     イルバッテリーを再起動してください。
● 満充電になったらUSBケーブルを取り外してくだ
     さい。

●60秒間接続してないでおくと、自動的に電源が切れます。
電源オフの方法

5000mAh 2ポートモバイルバッテリー
取扱説明書

型番：RP-PB1201   BK/WH

※本体への充電時間は、使用環境/充電環境によって
    変化しますので目安としてご参考ください。

①
② ③

④

この度はお買い上げいただき、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読み、正しく
安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管
し、必要なときにお読みください。また、製品に警告・注意
などの表示がある場合は、それに従ってください。

製品図

① 電源ボタン 
② 残容量インジケーター  
③ Type-C入出力ポート（5V/3A）
④ USB-A出力ポート（5V/2.4A)

製品仕様

型番
容量
Type-C入力/出力 
USB-A出力 
サイズ
重量 231g

約142×72×14.5ｍｍ
5V    2.4A, 15W Max
5V    3A 
10000mAh/37Wh
RP-PB1202　BK/WH

セット内容
●1x10000mAhモバイルバッテリー（本体）
●1x本体充電用ケーブル（USB-AtoC,15cm）
●1x取扱説明書/保証書

使用方法：バッテリー残量の確認方法

使用方法：バッテリー本体への充電

使用方法：デバイスへの充電

電源ボタンを押すと、バッテリー残量を残容量インジケ
ーターで確認できます。

（◎：LED点滅/○：LED消灯/●：LED点灯）

残容量インジケーター
◎○○○
●○○○
●●○○
●●●○
●●●●

バッテリー残量
0%-5%
6%-25%
26%-50%
51%-75%
76%-100%

●バッテリー残量が25％程度の時点で、本製品を充電
    してください。
●付属のUSB充電ケーブルのTYPEーＣ端子側を、本
    製品の入力ポートに接続してから、もう一方のUSB-A
    端子をACアダプターに接続すると、自動的に本製品
    の充電が始まります。
●本製品を充電する際に、LEDインジケーターに充電
    状況が表示されます。
充電中：（◎：LED点滅/○：LED消灯/●：LED点灯）

残容量インジケーター
◎○○○
●◎○○
●●◎○
●●●◎
●●●●

バッテリー容量
0%-25%
26%-50%
 51%-75%
76%-99%
100％満充電

● ケーブルを本製品の出力ポート（Type-C、USB-A）に
     接続し、もう一方を充電の対象となるデバイスに差し
     込むと自動的に充電が始まります。
● お使いのデバイスによって、充電用USBケーブルの
     端子形状が変わるため、お使いのデバイスが推奨し
     ている充電用USBケーブルをご使用ください。
● 充電が始まらない場合は、電源ボタンを押してモバ
     イルバッテリーを再起動してください。
● 満充電になったらUSBケーブルを取り外してください。

●60秒間接続してないでおくと、自動的に電源が切れます。
電源オフの方法

10000mAh　2ポートモバイルバッテリー
取扱説明書

型番：RP-PB1202　BK/WH

※本体への充電時間は、使用環境/充電環境によって
    変化しますので目安としてご参考ください。

①
② ③

④



安全上のご注意
火災、やけど、ケガ、感電などの原因となります。
【危険】
●分解・改造しないでください。
●高温になる場所や熱のこもりやすい場所（火のそば、
    暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、車の中な
    ど）で使用、保管、放置をしないでください。
●電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釡など
    の高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでくだ
    さい。
●水などの液体（飲料水、海水、汗、石鹸水など）で濡ら
    したり、濡れたまま使用しないでください。
●布団、毛布、鞄の中などの風通しの悪い環境では使用
    しないでください。
●湿気やほこりの多いところで使用、保管をしないでく
    ださい。
●重いものを載せたり、踏みつける、落下させるなどの
    衝撃や力を与えないでください。
●本体およびUSBポートにピンなどの金属を差し込ま
    ないでください。
●USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
●USBケーブルを差し込む際は、端子の方向をよく確か
    め、正しい方向で差し込んでください。
【警告】
●お子様がご使用の際には、保護者が正しい使い方を
    十分に教えてください。
●乳幼児の手の届かないところで使用、保管をしてくだ
    さい。
●ガソリンスタンドなどの引火性ガスが発生する可能
    性のある場所で使用しないでください。

使用上のお願い

【注意】
●０℃以下、４０℃以上の場所で使用をしないでくだ
    さい。
●直射日光の当たる場所、高温の場所、湿度の高い場
    所、振動の多い場所での使用や保管をしないでくだ
    さい。
●自動車のシガーソケットなどを使って充電しないでく
    ださい。
●物を載せたり、落下しやすいところに置かないでくだ
    さい。

●充電が完了した本製品を続けて充電しないでください。
●使用中に熱を帯びる場合がありますが、異常ではあ
    りません。極端な発熱があった際は使用を中止してく
    ださい。
●ケーブルの向きをよく確認してから差し込んでくださ
    い。ケーブル、コネクターの破損の原因になります。

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。
●消耗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。
●取扱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。

保証規定
1．本製品の保証期間はご購入日から1年間です。保証期
     間内に製品に問題がございましたら、カスタマーサ
     ポートまでお問合せください。
2．保証期間内でも、以下の場合には保証対象外となります。
①取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
②不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
③使用上、取扱い上の過失または事故による故障や損
    傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある
    場合。
④地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧、
     いたずらなどによる故障や損傷。
⑤レンタル、リース品、非正規販売店で購入された場合。
⑥本書の提示が無い場合。
３．機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合も
       あります。
４．機器が故障したことにより発生した損害・損失につ
       いては負担いたしません。
５．本製品をして以外の機器と接続して使用した場合に
       万一発生した事故については責任を負いかねます。
６．出張による交換対応はお受けできません。
７．本書は日本国内においてのみ有効です。
８．本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

※製品やパッケージデザイン、仕様などは改良の為予
    告なく変更する場合があります。

保証書

品名  5000mAh　2ポートモバイル
            バッテリー 型番  RP-PB1201　BK/WH

お客様

保証期間
ご購入日

購入店名

お名前
ご住所

お買い上げから1年間有効
年　　　　　月　　　　　日　　　　

様

注意事項
この保証書は再発行しませんので、大切に保管して下
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
せんのでご注意下さい。
株式会社SUNVALLEY JAPAN カスタマーサポートセン
ター
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO八丁
堀Ⅲ9F
製品に関するお問合せ窓口　TEL：03-5542-0238
受付時間平日10時~12時30分、13時30分~18時（
土日祝日を除く）
※電話受付時間は予告なく変更する場合があります。

Email：support.jp@sunvalley.co.jp
Rev_1.0-JP

●使用中に異臭・異音・発煙・発熱・変色・変形・破損な
    どの異常がみられた場合は直ちに使用を中止し、次
    の作業を行ってください。
    ・接続機器の電源を切る
    ・USBケーブルを接続機器から抜く
●通電中の本体に長時間触れないでください。低温や
    けどなどの原因となります。
●使用時以外はUSBケーブルを抜いてください。

●ケーブルを束ねたままで使用しないでください。

●電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリー
     が古くなっている機器、故障している機器には給電
     できません。


