
1）保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万
一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします
ので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2）次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
①保証書をご提示いただけない場合。
②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。

3）お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内で
の修理もお受けいたしかねます。

4）本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社
はその責任を負わないものとします。

5）本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保
証はいたしかねます。

6）本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人
命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムな
どへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、
人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7）修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となり
ます。

8）保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9）保証書は日本国内においてのみ有効です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト（http://www.sanwa.co.jp/）を
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。
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●本体
●キーチェーン
●電源コード
●docomo FOMA・SoftBank用コネクタ
●au用コネクタ
●DSi用コネクタ
●DS Lite用コネクタ
●PSP用コネクタ
●取扱説明書(本書)

1台
1本
1本
1個
1個
1個
1個
1個
1部

セ
ッ
ト
内
容

最初に
ご確認
ください

内容物

各部の名称

仕様

適合車種

安全上のご注意

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
■この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

本体からDockコネクタを引き出し、充電する機器機器に接続します。

・"PSP"は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
・本製品はサンワサプライ株式会社のオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コ
ンピュータエンタテインメントのライセンス製品ではありません。
・"DS Lite"は、任天堂株式会社の登録商標です。
・"DSi"は、任天堂株式会社の登録商標です。
・本製品はサンワサプライ株式会社のオリジナル製品であり、任天堂株式会社の
ライセンス製品ではありません。
・"iPod"はApple Inc.の登録商標です。
・本製品はサンワサプライ株式会社のオリジナル製品であり、Apple Inc.のライセ
ンス製品ではありません。

W65×D77×H34mm

約100g(コネクタ含まず)

0℃～40℃

－20℃～70℃

過電流防止

カーチャージャー取扱説明書 ご使用方法(続き) ヒューズの交換方法

サ イ ズ

重 量

使 用 温 度 範 囲

保 存 温 度 範 囲

保 護 回 路 装 置

DC 12V / 24V(マイナスアース車)

1000mA(USB Aコネクタ×2の合計で1000mAまで)

1000mA(Dockコネクタ、USB mini Bコネクタ合計で1000mAまで)

DC5V

入 力 電 圧

出 力 電 流

約97cm(電源コード)

約46cm(Dockコネクタ、USB mini Bコネクタ)
ケ ー ブ ル 長

出 力 電 圧

シガープラグコネクタ ( 入 力 )

セ ッ ト 内 容

本体、電源コード、キーチェーン、取扱説明書

docomo FOMA・SoftBank用コネクタ、au用コネクタ、

DSi用コネクタ、DS Lite用コネクタ、PSP用コネクタ

保証規定

本体

2009.10現在

09/10/TTDaU

最新の情報はWEBサイトで！!  http://www.sanwa.co.jp/

■サポート情報
■ドライバのダウンロード
■よくある質問（Q&A）
■各種対応表

▼“サポート&ダウンロード”コーナーへ▼トップページから

ご質問、ご不明な点などが
ございましたら、ぜひ一度、
弊社WEBサイトをご覧ください。

など、最新情報を随時更新しています。

PSP用
コネクタ 取扱説明書

警告
●定められた電源電圧で使用してください。（定格はパッケージに表示しています）
　▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
　▲落雷により感電する恐れがあります。
●濡れた手や汚れた手で本製品に触らないでください。
　▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
●本製品のコネクタ部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けない
でください。
　▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
●お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造しないでください。
　▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●本製品のプラグ、コネクタなどを逆向きや斜めに取付けないでください。
　▲火災や故障・破損の原因となる恐れがあります。
●本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入らない
ようにしてください。
　▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや湯煙などの
多い場所、暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないで
ください。
　▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●運転の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げ
にならない場所に確実に取付けてください。
　▲誤った取付けは、交通事故の原因となります。
●運転中の本製品および、接続機器の操作はしないでください。
　▲事故の原因となります。大変危険ですので絶対にしないでください。

取扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負う可能性
が想定されるもの。

注意
●静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体
の静電気を取除くようにしてください。

　▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
●本製品のコネクタ部・プラグ部には指などで直接触らないでください。
　▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
●本製品を保管するときには、ご購入時と同じ状態で保管してください。
　▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
●本製品にケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力
を加えないでください。また接続するときは正しい場所にまっすぐにきちんと
接続してください。
　▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
　▲故障や破損などの原因となる恐れがあります。
●本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおわないでください。
　▲製品が傷ついたり、熱がこもりり、火災や故障の原因となることがあります。
●本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
　▲結露などにより、火災や感電、故障などの原因となる恐れがあります。
●本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
　▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
●長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のためシガープラグをシガー
ライターソケットから抜いてください。

●本製品をご使用中に表面が高温になることがありますが、故障ではありません。
●本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊
社はその責を負わないものとします。
●本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての
保証はいたしかねます。
　▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
●本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの
人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステ
ムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を
使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いか
ねます。
●本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出
たり異臭がしたりした場合は、本製品のケーブルを接続している　ソケット及び
充電機器から取外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

●本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカ
ー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任におい
てご使用ください。

docomo FOMA・
SoftBank用コネクタ

docomo FOMA・SoftBank用コネクタ

docomo FOMA・
SoftBankの携帯電話

Bluetooth
ヘッドセットなど

au用コネクタ

DSi用
コネクタ

DS Lite用
コネクタ電源コード

キーチェーン

USB
Aコネクタメス

＜前面＞

＜上面＞

＜背面＞

LEDDock
コネクタ

ピンジャック

シガープラグ 電源コード

ストラップホール
※キーチェーンを通して複数のコネクタ
　をまとめておくことができます。

※付属コネクタ全てにストラップホールとUSB mini Bコネクタメスがあります。

USB mini Bコネクタメス

ピンプラグ

本体

巻き取り
ケーブル

USB mini B
コネクタオス

4 充電する機器を接続します。

ピンジャック

＜前面＞

接続するとLEDが
点灯します。

3 本体のピンジャックに電源コードのピンプラグを接続します。
接続するとLEDが点灯します。

ピンプラグ

ご使用方法

エンジンを止めたままや、無人状態では
絶対に使用しないでください。

本機は 　アース車専用です。
　 アース車では、使用できません。

1 車のエンジンをかけ、アイドリングの状態にします。

2 シガーライターソケットに、本製品のシガープラグを確実に差し込み
ます。

シガープラグ

シガーライターソケット

■Dockコネクタで接続する場合

ケーブルを引き出すことができます。

Dockコネクタ

USB mini Bコネクタオス

Bluetooth機器付属の
USB充電ケーブル

USB Aコネクタへ

例）FOMA・SoftBankの携帯電話の接続

iPhone 3GS・3G
iPod touch
iPod classic
iPod nanoなど

USB mini Bコネクタから
充電可能なWILLCOMの
携帯電話など

ケーブルを引き出すことができます。

シガープラグをシガーライターソケットに差し込んでも、LEDが点灯しない場
合は、シガープラグ内のヒューズが切れていることがあります。ヒューズが切れ
た場合は、中のヒューズを新しいものと交換してください。

12V～24Vマイナスアース車(一部の輸入車など車種によってはシガーライタ
ーソケットのコネクタ形状が異なるので使用できません。)

①キャップを回して緩め、シガープラグから取外します。

②付属のコネクタを充電する機器に取付けます。

その他、USB Aコネクタメスに接続して機器を充電することができます。

■USB mini Bコネクタオスで接続する場合

例）Bluetooth ヘッドセットの接続

ケーブルを引き出すことができます。

キャップシガープラグ

②ヒューズを交換し、シガープラグに取付けます。

ヒューズ
※5A/250Vの新しいヒューズに
　交換してください。

※ヒューズが切れる原因はショート、容量オーバーなどが考えられます。
　原因を解消してから再度使用してください。

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う可能性が想定され
るもの、および物理的損害のみの発生が想定されるもの。

注意

※DockコネクタとUSB mini Bコネクタの出力の合計は必ず1000mA以下
にしてください。

■USB Aコネクタメスで接続する場合

必ず機器の電源を切ってから接続してください。

※USB Aコネクタメス2つの出力の合計は必ず1000mA以下にしてください。

※DockコネクタとUSB mini Bコネクタの出力の合計は必ず1000mA以下
にしてください。

■付属のコネクタで接続する場合

※DockコネクタとUSB mini Bコネクタの出力の合計は必ず1000mA以下
にしてください。

引き出したケーブルは少しだけ引き出してから緩めると、本体に巻き取られ、収
納することができます。

本体からUSB mini Bコネクタオスを引き出し、充電する機器機器に接続します。

①本体からUSB mini Bコネクタオスを引き出し、充電する機器に対応した付属
のコネクタを取付けます。

引き出したケーブルは少しだけ引き出してから緩めると、本体に巻き取られ、収
納することができます。

その他、付属のコネクタを取付けることで、au携帯電話、DSi、DS Lite、PSPな
どを充電することができます。
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保証書

型番

お名前

ご住所

保証期間　6ヶ月間 お買い上げ年月日　　　　年　　　月　　　日

販売店名・住所・TEL
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