
この度は20100mAh AC電源搭載ポータブルバッテリ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。
ご質問やご不明な点がございましたら、 
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　 TEL　03-5542-0238 
（受付時間平日10：00～18：00土日祝日、弊社指定休日を除く）までご連絡ください。 
※通話料はお客様負担となります。

●付属のmicro USB↔USB A コードまたはType-C↔ Type-C コードを、本製品のUSB出力ポートまたはUSB   
     Type-C 出力/入力ポートへ接続し、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
     電が開始されます。反応がない場合は、電源ボタンを押して本製品を再起動してください。
●電源をオンにしてから30秒以内に接続が検知されなければ、全てのポート出力は自動的に停止します。
●電源ボタンを1回押すとバッテリー残量をLED残量インジケーターで確認できます。
●接続されているデバイスの充電が完了すると、USB出力ポート及びUSB Type-C 出力/入力ポートの出力は
     自動的に停止されます。他のデバイスの充電を開始する前には、再度電源を入れてください
●保護機能：異常な接続・エラーが検知された場合、保護機能が作動しすべてのLED表示ライトが点滅した後
     すべての接続状態が切断されます。
●バッテリー残量が5%より低い場合、一番左のLEDライトが一度だけ点滅し電源がオフになります。また全て  
    の出力ポートは自動的に機能が停止されます。
●本製品は、定格入力最大20V/1.5Aのアダプターに対応致します。
  * 同梱AC変換アダプター以外の製品は使用しないでください。

AC電源搭載ポータブルバッテリー(20100mAh) 
取扱説明書

型番：RP-PB119-BK

バッテリー残量の確認方法
●バッテリー残容量は、LED残量インジケーターで確認できます。

LED残量インジケーター バッテリー残量
76% - 100%
51% - 75% 
26% - 50%
5 % - 25%
0%-5%

使用方法

（◎：LED点滅/○：LED消灯/●：LED点灯）

◎○○○
●○○○
●●○○
●●●○
●●●●

製品図

セット内容

① AC電源搭載ポータブルバッテリー（型番：RP-PB119-BK）
② Type-C↔ Type-C コード（約）50cm
③ micro USB↔USB A コード（約）60cm
④ 収納ケース
⑤ AC変換アダプター（Type-C用）
⑥ 収納ポーチ

①

② ④

③ ⑤ ⑥

製品仕様

型番
容量
入力（ｍicro USB) 
合計入力（ｍicro USB＋Ｔype-C)
USB Type-C出力/入力ポート

USB出力ポート

合計出力（USB+Type-C)

AC 出力コンセント

AC変換アダプター（Type-C用）

サイズ
重量

コード長

充電時間
12時間　（micro USBポートにて充電 5V/2.4A)                           
8時間　（Type-C ポートにて充電5V/3A)                           
6時間　（micro USB + Type-C ポート両方で充電）

Type-C ↔Type-C コード （約） 50cm/
micro USB  ↔USB A  コード （約） 60cm

（約） 592g
（約） H156mm x W69mm x D69mm

入力：AC100-240V 50-60Hz 最大1A    
出力：最大DC 5V/3A,9V/3A,15V/2A,20V/1.5A 

定格99～125Ｖ/６０Hz 定格65Ｗ 最大80Ｗ

最大５Ｖ/2.4A
最大５Ｖ/4.8A
最大５Ｖ/3A
最大５Ｖ/2.4A（1ポートのみ）
最大５Ｖ/４.8A（2ポート合計）
最大５Ｖ/5.4A（1ポートのみ）
最大５Ｖ/6A（2ポート合計）

RP-PB119‐BK
20100ｍAｈ/72.36Wｈ

① AC出力コンセント
② USB出力ポート　X2
③ micro USB 入力ポート
④ USB Type-C 出力/入力ポート
⑤ ACインジケーター
⑥ 電源ボタン   
⑦ LED残量インジケーター

①

②
③
④
⑤
⑥
⑦



【危険・警告】 
●熱源や液体には近づけないでください。
●本製品へ強い力・衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
●本製品を分解しないでください。
●最低でも6ヶ月に一度は、本製品をフル充電してください。
●ケーブルを束ねたまま本製品を使用しないでください。
●熱のこもりやすい場所や燃えやすい物の近くでのご使用はお控えください。発火の原因となります。（布団・ 
    毛布・ソファー・油など）
●自動車、乗り物の中での長期間の保管はお控えください。
●AC変換アダプター、コードを差したまま長時間の放置はお控えください。

【注意】 
●0℃～40℃以外の場所で使用しないでください。　
●直射日光のあたる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所での
   使用や保管はしないでください。　
●使用時以外は、AC変換アダプター、コードをUSB端子やコンセントから抜いてください。　
●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。

●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や損傷。
●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や損傷。
●当社以外で部品交換、調整、改造などをおこなった場合。
●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。
     Specifications of this product conform to Japanese standard. We bear no responsibilities of using this  
     product in places other than Japan. Please also note that oversea support and after-sales services of 
     this product are unavailable. 

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。
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　 TEL　03-5542-0238
受付時間平日10：00～18：00（土日祝日、弊社指定休日を除く）
※通話料はお客様負担となります。

LED残量インジケーター バッテリー容量
100%
76% - 97%
51% - 75% 
26% - 50%
0% - 25% 

●本製品の充電目安としてバッテリー残量が約25％程度の時点で本製品を充電してください。
●付属のmicro USB↔USB A コードまたはTyｐe-C↔Tyｐe-Cコードを、本製品のmirco USB 出力ポートま
    たはUSB Type-C 出力/入力ポートへ接続し、もう一方のUSBコネクタ端子をACアダプターやパソコンに差
    し込むと、自動的に本体への充電が始まります。
●付属の AC変換アダプター（Type-C用）では、ｍicro USB↔USB Aコードを使用しての充電はできません。
●バッテリー本体を充電する際、LED残量インジケーターにバッテリー残量が表示されます。

バッテリー本体への充電 安全上のご注意 免責事項

日本国内安心保証

使用上のお願い

ACコンセント出力ポートの使い方

●電源ボタンを3秒長押しするとACコンセント出力がオンとなります。
●接続されているデバイスの充電が完了すると、ACコンセント出力は自動的に停止されます。他デバイスの
    充電を開始する前には、再度電源を入れてください。
●ACコンセント出力が正常に行われない場合は、再度電源ボタンを3秒長押ししてACコンセント出力をオン
    にしてください。
●ACコンセント出力がおこなわれている場合、ACインジケーターは緑色に点灯します。
    過充電やエラーが検知された場合は、ACインジケーターが赤色に点灯し、30秒後に電源が切れます。

充電中：（◎：LED点滅/○：LED消灯/●：LED点灯）

◎○○○
●◎○○
●●◎○

●●●◎
●●●●

●本製品の充電が完了したらすぐにコードをAC変換アダプターやパソコンから抜いてください。
●使用中や充電中は、本製品が熱くなることがありますが、異常ではありません。
●本製品は一時的な補充電を目的とした充電器です。機器のバッテリーの状態や使用状況によっては
     十分な効果が得られない場合があります。
●コードの向きをよく確認してから差し込んでください。コードの破損の原因になります。
●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。　

本製品はご購入日から1年間の日本国内安心保証をご提供いたします。当社は本製品をドン・キホーテグル
ープ各店にてご購入された場合のみアフターサービスをご提供いたします。上記以外の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

品名 AC電源搭載ポータブルバッテリー 品番　RP-PB119-BK

お客様

保証期間

ご購入日

購入店名　
住所
電話

お名前

ご住所

電話

お買い上げから1年間有効

年　　 日月

様


