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この度は10000mAhモバイ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。ご質問やご不明なところがございましたら、 カスタマーサポ
ートまでお問い合わせください。

商品に関するお問い合わせ: 03-5542-0238
受付時間 平日10：00～18：00（土日祝日・年末年始を除く）
〒104-0032東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F
Email: support.jp@sunvalley.co.jp

10000mAh モバイルバッテリー
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製品図

製品仕様

使用方法

バッテリー残量の確認方法

① 電源ボタン
② 残容量インジケーター

型番
容量
Lightning Input / 入力
Type-C Input( PD ) / 入力
Type-C Output( PD ) / 出力
サイズ
重量

RP-PB206
10000mAh
5V   2.4A
5V   2A, 9V   2A, 12V   1.5A
5V   3A, 9V   2A, 12V   1.5A
78 x 58 x 25 mm
約175g

●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。
●充電ケーブルを本製品のUSB-Cポートに接続し、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。
    反応がない場合は、電源ボタンを押して、起動してください。
●電源ONの場合、電源ボタンを3秒押すと低電流充電モードにな
    り、ブルートゥースデバイスに充電できます。電源ボタンを２回押  
    して電源OFFになります。

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%

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）

③ USB-C ポート
④ Lightning ポート

●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。
●充電ケーブルのUSB-C/Lightningコネクタ端子を、本体の充電用
    ポートに接続してから、もう一方のUSBコネクタ端子をパソコンや
    ACアダプターに接続すると、自動的に本体への充電が始まります。
●バッテリーを充電する際に、LEDインジケーターにバッテリー 残
    量が表示されます。
    充電中：（◎：LED点滅/○：LED消灯/●：LED点灯）

バッテリー本体への充電

デバイスへの充電

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

※本体への充電時間は充電器の出力とケーブルの品質に左右され
    るので、急速充電をする場合、2A対応ケーブルをご使用ください。

1．お手持ちの市販ケーブルのコネクタを充電したいデバイスに接
    続し、 同じケーブルのUSB-Cコネクタを本体のUSB-Cポートに差
    し込むと自動的にデバイスへの充電が始まります。
2．ご利用されているデバイスと本製品を接続すると、自動的に充電
    を開始します。 反応のない場合は、 電源ボタンを押し、モバイル
    バッテリーを再起動してください。

●ボタンを押すとバッテリー残量が確認できます。
●30秒間接続しないでおくと、自動的に電源が切れます。
●急速充電の場合は、緑色LED常時点灯します。

注意事項
                                  危険
各デバイスとケーブルで接続する際は、接続向きに注意する
無理に逆向きに接続すると、コネクタの破損、ショート、火災
の原因になります。
指定された定格値以上の電流・電圧で充電しない
充電する際はバソコン等のUSBボートから充電してください。
本製品の定格値を超える電源を使用すると発熱、発火、破裂、
液漏れ、故障やケガの原因になります。
分解改造，修理をしない
分解や修理をしないでください。感電や故障の原因になります。
水に濡らさない
水などの液体が充電器内部に入ると、発熱、感電、故障の原
因になります。
端子をショートさせない
金属製品等、導電性の物と一緒に収納すると端子がショート
する恐れがあります。一緒に持ち運びや保管をしないでくだ
さい。発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因になります。
高温になる場所で使用や保管をしない
直射日光やストーブのような熱器具の近く、自動車内など、 
高温になる場所で使用や保管をしないでください。変形や
故障の原因になります。
火の中に入れない
火の中へ入れたり加熱しないでください。発熱、発火、破裂、
液漏れ、ケガの原因になります。
漏れた液体に触らない
電池から液漏れした際に漏れた液体が目に入った場合は、
こすらずにきれいな水で洗い流し直ちに医師の診断を受
けてください。失明などの原因になる恐れがあります。

取扱説明書(型番：RP-PB206)

●充電が完了した本製品を続けて充電しないでください。ご使用に
    なった後に充電してください。
●使用中は本製品が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場合には使用を中止して下さい。
●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。
●布団の上でのご使用はお控え下さい。発熱、発火の原因になり
    ます。

使用上のお願い

保証書

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12ケ月の日本国内安心保証をご提供いたし
ます。ご質問やご不明なところがございましたら、カスタマーサポー
トまでご連絡いただければ、早急にご対応させていただきます。当
社はRAVPower公式ウェブサイト及び、販売の権限を授けられた販
売業者より購入された場合のみアフターサービスを提供いたしま
す。他の小売業者から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。予めご了承のほどお願
い申し上げます。

品名 10000mAh モバイルバッ テ リ ー

お客様

保証期間

ご購入日

購入店名

品番 RP-PB206

お名前

ご住所

お買い上げから1年間有効

　　        年          月          日

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
にて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京橋東9F
Tel:03-5542-0238
受付時間10：00～18：00（土日祝日、弊社指定休日を除く）

                                    警告
使用中に煙や異臭、発熱などの異常が起きた場合は使用しない
直ちに本製品への接続を全て解除してください。そのまま使
用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障、ケガの原因になります。
漏れた液が皮膚に付いた時はすぐに洗い流す
電池から液漏れしたとき、漏れた液体が皮膚や衣服に付い
た湯合はすぐにきれいな水で洗い流してください。そのま
まにすると皮膚に障害を起こす原因になります。
多湿の環境下で使用や保管をしない
お風呂や加湿器の近くなど、 湿気の多い所や水のかかる所
では使用や保管をしないでください。発熱、故障、感電の原
因になります。
所定の充電時問を超えても充電が終らない場合は充電を中止する
そのまま使用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障、ケガの
原因になります。
使用時に毛布等の布で包まない
発熱、発火、破裂、 液漏れの原因になります。
本製品に金属等の異物を挿入しない
発熱、感電、故障の原因になります。
傷んだ充電ケーブルは使用しない
ショート、発熱、発火の原因になります。
濡れた手で触らない
発熱、感電、故障の原因になります。
コネクタ部分に無理な力を加えない
発熱、感電、故障の原因になります。
乳幼児の手の届かない場所で使用や保管をする
感電やケガの原因になります。

                                    注意
砂地やほこりの多い場所での使用や保管はしない
発熱、故障、ショートの原因になります。
6ヶ月に一度は充電する
6ヶ月以上使用されない場合は満充電してください。完全
に放電すると充電できなくなることがあります。
充電する端末の電池は外さない
端末の電池パックを装着せずに使用すると、端末本体が破
損することがあります。
落としたり、強い衡撃、振動を与えない
回路故障の原因となります。
蓄電容量は減少する
内部電池の経年劣化により徐々に減少します。
極度な低温や高温になる上に置かない
充電パフォーマンス低下の原因になります。
手入れの際はシンナー、ペンジン、ガソリンなどの有機溶剤
や、アルコール、塩素漂白剤などで拭かない
色落ち、変色、シミの原因になります。
機器に登録した各メモリーは必ず控えをとってから使用する
端末本体の破損や故障、データの破損、消滅等については
一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
0℃～40℃以外の場所で使用しない
充電パフォーマンス低下の原因になります。

記号は、してはいけない禁止の内容のものです

記号は、警告や注意を促す内容のものです
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JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN
Address: 〒���-����  東京都中央区八丁堀三丁目��-� PMO京橋東�F
Tel: ��-����-����   Mon-Fri:  ��:��-��:��
Manufacturer: Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd.
Address: Floor 7, Building E, Galaxy World Phase II, Shenzhen, China
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 withstand any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

Made in China

EAN

JAN

65-02000-536

High-Temperature Protection 
Schutz vor Überhitzung

Protección de alta temperatura 
Protezione da Sovratemperatura
高温防止

Short-Circuit Protection
Schutz vor Kurzschlüssen 
Protection Anti courts-circuits 
Protección contra cortocircuitos 
Protezione da Corto Circuito
短絡防止

Over-Charging Protection
Schutz vor Überladung 
Protection Anti surcharges
Protección de sobrecarga
Protezione da Sovraccarico
過充電防止

Voltage + Current Stabilizer 
Spannungs- + Stromstabilisator
Stabilisateur de Tension et de Courant 
Estabilizador de corriente
Stabilizzatore della Corrente e del 
Voltaggio
出力（電圧·電流）安定化

iSmart Technology Intelligently Detects Device Connected and Provides the Optimal Charge

Protected by iSmart Technology

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect 

developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this 
device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this 

Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries.  The trademark “iPhone” is used in Japan with a license from Aiphone K.K.
Made for iPhone 11 Pro Max，iPhone 11 Pro，iPhone 11，iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, 
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, 
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 
9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad air (3th generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 
(5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation), 
iPad (5th generation)

Model No: RP-PB206

78 m
m

58 mm

★ Super Mini サイズ                               
★ 微電流でワイヤレスイヤホンの充電対応
★ 大容量 10000mAh

★ Power Delivery 3.0 急速充電対応( 18W )

★ お手持ちのケーブルで給電＆充電可能
      ケーブル,ACアダプターは付属されておりません         * 

＊

6 9 7 2 1 0 3 4 6 4 9 7 0

4 5 8 9 6 1 6 0 8 9 1 9 8

セット内容:
• 1 x 10000mAh モバイルバッテリー
• 1 x 取扱説明書（保証書）

18W Max

LIGHTNING INPUT/入力: 5V    2.4A
PD INPUT/入力: 
5V    2A, 9V    2A, 12V    1.5A
PD OUTPUT/出力: 
5V    3A, 9V    2A, 12V    1.5A
RATED CAPACITY: 
2500mAh ( 12V    1.5A ) 
BATTERY CAPACITY: 
10000mAh/36.3Wh 
MIN BATTERY CAPACITY: 
9700mAh/35.2Wh  
Lion:1INR22/71-2


