
安定した場所に取り付ける
本機に接続したポータブルAV機器は、振
動の多いところや、天井などに取り付ける
と、製品が動く、落ちるなどにより、事故
やけがの原因となることがあります。

規定容量のヒューズを使う
ヒューズを交換する時は、必ずヒューズに
記された規定容量のアンペア数のものをお
使いください。規定容量を超えるヒューズ
を使うと、火災の原因となります。

通電中のUSB充電カーバッテリーアダプターや製
品に長時間ふれない
長時間皮膚がふれたままになっていると、
低温やけどの原因となることがあります。

USB充電カーバッテリー
アダプター

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を
守らないと、火災や人身事故になる
ことがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全に
お使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに
必ず保管してください。
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安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しか
し、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火
災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

道路交通法に従って安全運転する
運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注意を
おこたるなど、安全運転に反する行為は違法であり、事
故やけがの原因となることがあります。

定期的に点検する

1年に1度は、USB充電カーバッテリーアダプターとシガ
レットライターソケットとの間にほこりがたまっていな
いか、故障したまま使用していないか、などを点検して
ください。

故障したら使わない
動作がおかしくなったり、USB充電カーバッテリーアダ
プターが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ
店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

1 安全な場所に車を
止める

2 シガレットライ
ターソケットから
本機を取り外す

3 お買い上げ店また
はソニ－サ－ビス
窓口に修理を依頼
する

変な音・においがしたら
煙が出たら

,

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしていま
す。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火
災・感電などにより死亡や大けがなど
人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感
電やその他の事故によりけがをしたり
自動車に損害を与えたりすることがあ
ります。

下記の注意を守らないと、火災・感電・交
通事故により死亡や大けがの原因となりま
す。

交通安全のために
•本機とポータブルAV機器の接続や、シガレットライ
ターソケットへの接続は、危険ですので運転中には行わ
ず、運転前に接続してください。

•ポータブルAV機器は運転の妨げとならない場所に置い
てください。

エアバッグシステムの動作を妨げる取り付けをし
ない
動作の妨げになる場所に取り付けると、エ
アバッグが正常に働かず、けがの原因とな
ります。

運転操作や車体の可動部を妨げる取り付けはしな
い
運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨
げになる場所に取り付けや配線をすると、
事故や感電、火災の原因となります。
•ネジやシートレールなどの可動部へUSB
ケーブルをはさみ込まない。

• USBケーブルはまとめる。
•ステアリングやシフトレバー、ブレーキ
ペダルなどが正しく操作できることを確
認する。

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所に
は取り付けない
上記のような場所に取り付けると、火災や
感電の原因となります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となることがあります。

内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス
窓口にご相談ください。

内部に水や異物を入れない
•水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、
水や異物が入ったときは、すぐにUSB接続ケーブルを
抜き、USB充電カーバッテリーアダプターをシガレッ
トライターソケットから抜いて、お買い上げ店またはソ
ニーサービス窓口にご相談ください。

•シガレットライターソケット内に異物が入っていると危
険ですので注意してください。

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり
自動車に損害を与えたりすることがありま
す。

本機は対応機種以外では使わない
火災やけがの原因となることがあります。

USB充電カーバッテリーアダプターを座布団など
でおおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となるこ
とがあります。
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使いかた
充電は、必ず車のエンジンがかかった状態で行ってく
ださい。エンジンを切ったままで使用すると、車の
バッテリーを消耗させてしまう場合があります。

ご注意
•本機を設置するときは、アクセルやシフトレバーを誤操作し
ないよう周囲の安全に配慮してから行ってください。

•運転中の操作は危険なので、接続や充電に必要な操作は、必
ず運転する前に、停車状態で行ってください。

1 シガレットライターソケットへ差し込む。
POWERランプが緑色に点灯します。

2 USB充電に対応したポータブルAV機器
（ネットワークウォークマン*など）に付
属の専用USBケーブルを使い、本機と
ポータブルAV機器を接続する。
接続した機器は、安全な場所に置いてください。
*“ウォークマン”、“WALKMAN”はヘッドホンステレオ商品
を表すソニー株式会社の登録商標です。

3 ポータブルAV機器側で充電に必要な操作
を行う。
詳しくは、ポータブルAV機器側の取扱説明書を
ご覧ください。対応機種によっては、充電をする
ための操作が必要のない機種もあります。

本機を使用しないときは
車のバッテリーの消耗を避けるために、本機を使用し
ないときは、必ずシガレットライターソケットから抜
いておいてください。

車のエンジンを切ったときには
車の種類によっては、エンジンを切ってもシガレット
ライターソケットの電源が切れない場合があります。
エンジンを切ったままで使用すると、車のバッテリー
を消耗させてしまいますので、エンジンを切った時に
は、必ず本機をシガレットライターソケットから抜い
ておいてください。

ポータブルAV機器に付属の専用USBケーブル

ヒューズの交換
本機が正常に動作しない場合は、シガレットライター
プラグ内部のヒューズが切れていないかを確認してく
ださい。

1 シガレットライターソケットから本機を
抜く。

2 プラグの先端部分を回してはずす。

3 ヒューズを取り出す。

4 ヒューズが切れていないか確認する。

切れている場合は、手順5へ
切れていない場合は、手順6へ

5 新しいヒューズを用意する。

市販の同じ定格のヒューズ
（1 A 125 V、長さ約20 mm）をお求め
ください。

6 ヒューズを差し込む。

7 プラグの先端を元通りにしっかり締める。

ご注意
•定格の異なるヒューズをご使用になると故障や火災の原因に
なります。

•ヒューズを針金などで代用しないでください。
•ヒューズを交換したあとも、再び切れるような場合には、お
買い上げ店にご相談ください。

使用上のご注意
置いてはいけない場所
使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置か
ないでください。故障の原因になります。
• 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温
になり、放置すると変形したり、故障したりするこ
とがあります。

• 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。

• 激しい振動のある場所

使用について
•本機を使用する前には、必ず接続する機器の定格電
圧、定格電流を確認の上ご使用ください。

•本機の使用状態によって、定格電流より過大な電流
が流れた場合は、安全の為に本機の出力電圧が一時
的に途切れ、使用されている機器の電源が切れる場
合があります。

•強い衝撃を与えたり、落としたりしないでくださ
い。

•使用後は必ずUSB充電カーバッテリーアダプターを
シガレットライターソケットから抜いておいてくだ
さい。

•シガレットライターソケットから抜くときは本機を
持って抜いてください。

•本機の接点部に他の金属類が触れないようにしてく
ださい。ショートすることがあります。

•本機をシガレットライターソケットに挿入した状態
で、車のエンジンをかけたり止めたりすると、本機
に接続したポータブルAV機器のメモリーデータが
破損、消失する場合がありますので、充分にご注意
ください。

お手入れについて
•汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーな
どで、きれいに拭き取ってください。
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔ら
かい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取
り、乾いた布で仕上げてください。

•アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないで
ください。変質することがあります。

•化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従っ
てください。

•殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビ
ニール製品に長時間接触させると、変質することが
あります。

アフターサービス

調子が悪いときは
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは　
お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口にご
相談ください。

主な仕様
定格入力電圧 DC 12/24 V、（マイナスアー

ス車専用）
定格出力電圧 DC 5.0 V
定格出力電流 500 mA
最大外形寸法

質量 約37 g
付属品 取扱説明書×1

本機の外観及び仕様は、改良のため予告なく変更する
ことがありますが、ご了承ください。

「999」 

POWERランプ

ご注意
•シガレットライターソケットへの接続はしっかりと確実に
行ってください。

•シガレットライターソケットの位置・形状によっては本機が
使用できない場合があります。

•車が急ブレーキをかけた際に、本機に接続した機器が動かな
いようしっかりと固定してください。

• USBケーブルは運転操作や可動部の妨げにならないように
設置してください。
また断線、故障の原因となりますので強く引っ張らないで下
さい。

• USBハブやUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作保証は
いたしかねます。必ず、ポータブルAV機器（ネットワーク
ウォークマンなど）に付属の専用USBケーブルなど、ポー
タブルAV機器側の指定する接続方法に従ってください。

•本機は充電中に温かくなることがありますが故障ではありま
せん。
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1 シガレットライタープラグ

ヒューズ 締める

はずす
プラグの先端
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