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ごあいさつ
このたびは「USBチャージバー 6ポート（CUCB–6P）」をお買い上げ
いただき、まことにありがとうございます。
本書には、重要な注意事項や本製品のお取り扱い方法が記載されて 
います。  
ご使用になる前に本書をよくお読みのうえ、本製品を正しく安全に 
お使いください。
また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてご活用くだ 
さい。
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はじめに

○ご使用の前に、安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
○ この項に記載しております注意事項、警告表示には、使用者や第三者への 

肉体的危害や財産への損害を未然に防ぐ内容を含んでおりますので、必ず 
ご理解のうえ、守っていただくようお願いいたします。
■…次の表示区分に関しましては、表示内容を守らなかった場合に生じる危害、
または損害程度を表します

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

注意指示事項

分解禁止

水濡れ禁止

接触禁止

禁止（禁止行為）

濡れた手での接触禁止

電源プラグを抜く

ケガに注意

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性を想定した内容を示します。

この表示で記載された文章を無視して誤った取り扱いをすると、
人が傷害ないし物的損害を負う可能性を想定した内容を示します。
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安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉

煙が出る、異臭がする、異音がする場合は使用しない
煙が出る、異臭がする、異音がするときは、すぐに機器の電源スイッチ
を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンター
までご連絡ください。 
異常状態のまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

機器の分解、改造をしない
機器の分解、改造をしないでください。 
内部に手を触れると、故障、火災、感電の原因となります。 
点検、調整、修理は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

機器の内部に異物や水を入れない
機器の内部に異物や水が入った場合は、すぐに機器の電源スイッチを
切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社サポートセンターまで
ご連絡ください。 
異物が入ったまま使用すると、故障、火災、感電の原因となります。

不安定な場所に機器を置かない
ぐらついた台の上や傾いた場所、不安定な場所に機器を置かないでくだ
さい。 
落ちたり、倒れたりして、故障、けがの原因になることがあります。

電源の指定許容範囲を超えて使わない
機器指定の電圧許容範囲を必ず守ってください。 
定格を越えた電圧での使用は、故障、火災、感電の原因となります。

はじめに
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電源コード、接続コードに関しての注意事項
以下の注意点を守ってご使用ください。 
被膜が損傷したり、故障を招くだけではなく、ショートや断線で加熱
して、火災、感電の原因になることがあります。
・�電源コードを無理に曲げる、ねじる、束ねる、はさむなどの行為を

しないでください。
・�コードの上に機器本体や重い物を置かないでください。
・�ステープル、釘などで固定しないでください。
・�足を引っかけるおそれのある場所には設置しないでください。
・�電源プラグはホコリや水滴がついていないことを確認し、根元まで

しっかり差し込んでください。
・�ぐらぐらするコンセントには接続しないでください。

雷が鳴り出したら機器に触れない
雷が発生しそうなときは、電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。 
また、雷が鳴りだしたら電源コードやケーブル、機器に触れないでくだ
さい。感電の原因となります。

ぬれた手で機器に触れない
ぬれたままの手で機器に触れないでください。感電や故障の原因になり
ます。

体に異変が出たら使用しない
体に異変が出た場合は、ただちに使用をやめて、医師にご相談くだ
さい。 
機器に使用されている塗料や金属などによって、かゆみやアレルギー
などの症状が引き起こされることがあります。
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設置場所に関しての注意事項
以下のような場所には機器を置かないでください。故障、火災、感電の
原因となります。
・�台所、ガスレンジ、フライヤーの近くなど油煙がつきやすいところ
・�浴室、温室、台所など、湿度の高いところ、雨や水しぶきのかかる

ところ
・�常に５℃以下になる低温なところや40℃以上の高温になるところ
・�火花があたるところや、高温度の熱源、炎が近いところ
・�有機溶剤を使用しているところ、腐食性ガスのあるところ、潮風が

あたるところ
・�金属粉、研削材、小麦粉、化学調味料、紙屑、木材チップ、セメント

などの粉塵、ほこりが多いところ
・�機械加工工場など、切削油または研削油が立ち込めるところ
・�食品工場、調理場など、油、酢、揮発したアルコールが立ち込める

ところ
・�直射日光のあたるところ

はじめに

安全上のご注意〈必ず守っていただくようお願いいたします〉
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長期間使用しない場合は接続コードを外してください
長期間使用しない場合は、安全および節電のため、接続コードを外して
保管してください。

機器を移動するときは接続コード類をすべて外してくだ
さい
移動する際は、必ず接続コードを外して行ってください。 
接続したままの移動は故障の原因となります。

小さいお子様を近づけない
小さいお子様を機器に近づけないようにしてください。 
小さな部品の誤飲や、お子様が機器に乗ってしまうなど、けがの原因に
なることがあります。

静電気にご注意ください
機器に触れる際は、静電気にご注意ください。 
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤動作や故障の原因
となります。
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・ 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等
については、弊社では一切その責を負いません。

・ 磁気を発生する機器の近くで使用すると、ノイズが発生したり、誤動作する
ことがあります。  
動作に支障が生じた場合は、それらの機器から離してご使用ください。

・ 本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の
責任は負いかねます。

制限事項

はじめに
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・本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
・ 本書は万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気

づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきます
よう、お願いします。
・ 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等

については、弊社では一切その責を負いません。
・ 記載の各商品、および製品、社名は各社の商標ならびに登録商標です。
・イラストと実際の商品とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

ご使用の前に
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製品仕様
■…商 品 名
■…型 番
■…インターフェイス
■…コ ネ ク タ 形 状
■…供 給 電 流…
〈１～２ポ ート 〉…
〈３～４ポ ート 〉…
〈５～６ポ ート 〉
…
…

■…寸 法…

■…重 量
■…温 度 ・ 湿 度
…
■…ACアダプター仕様
■…シガーソケット電源ケーブル仕様

：USBチャージバー ６ポート
：CUCB–6P
：USB
：レセプタクルAタイプ x６
 
：最大 2.1A（２ポート合計）  
：最大 2.1A（２ポート合計）  
：最大 2.1A（２ポート合計）
　⇨ 合計最大 6.3A（付属のACアダプター使用時）  

※ シガーソケットから電力供給する場合、車種等により最大
供給電流が異なる場合があります。

： 幅25mm x 高さ19mm x 奥行き113mm  
（突起部含まず）

：約45g（付属品含まず）
： 温度5℃～35℃、湿度20％～80％  
（結露しないこと、接続する機器の動作範囲内であること）

：【入力】100V–240V　【出力】12V 3A
：【 入力】12V/24V
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※本製品と機器を接続するUSBケーブルは付属しません。別途ご用意ください。

製品内容

□CUCB‒6P 本体 □専用ACアダプター

□専用シガーソケット電源ケーブル □専用マウントホルダー

□取扱説明書/保証書



14 CUCB–6P

電源ボタン
→P.23

モードボタン
→P.26

DCジャック
→P.17

電力みえるメーター
→P.24/25

USBチャージポート
→P.15/18/19

各部の名称
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USBチャージポート
（合計 2.1A 出力）

放熱口
※使用中はふさがないでください

USBチャージポート
（合計 2.1A 出力）

USBチャージポート
（合計 2.1A 出力）
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■USB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー等
※USB充電に対応していない機器への充電は行えません。
※ 本製品はUSBハブ機能はありませんので、PCに接続したり、USB接続のPC周辺機器を接

続することはできません。

対応機器

製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
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【例】
・５V１Aで充電可能なスマートフォン：６台まで
・５V２Aで充電可能なタブレット：３台まで

専用ACアダプター
（付属）

専用シガーソケット電源ケーブル
（付属）

USBケーブル
（別売）

or

【本製品】

【スマートフォン】

【モバイルバッテリー】など

【タブレット】

合計 6.3A まで

コンセント
（100V AC）

シガーソケット※
（12V/24V）

DCジャックへ

※シガーソケットの中に異物がないか確認してから、専用
シガーソケット電源ケーブルを接続してください。

接続方法

運転中の抜き差しは行わないでください。
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【タブレット】

良い例

【タブレット】

【タブレット】

or

or

or

5V2A5V2A

5V2.1A5V2.1A

5V2.1A5V2.1A

5V2.1A5V2.1A

5V2A5V2A

5V2A5V2A

iPad、Galaxy Tabは充電できる
ポートに制限がございます。
P.29～30の注意をご参照ください。

接続時のご注意
本製品は２ポートごとに出力の上限が固定されているため、５V２A以上の電力
が必要なタブレット等の機器を複数台接続する場合は、次の図のように接続して
ください。
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【タブレット】

【タブレット】

【タブレット】

OVER
5V2.1A
OVER
5V2.1A5V2A5V2A

5V2A5V2A

5V2A5V2A

悪い例

5V2.1A5V2.1A

5V2.1A5V2.1A
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本製品を車で使用する
本製品は専用シガーソケット電源ケーブルとマウントホルダーが付属しているので、
車載して使用することができます。
次の注意をよくお読みいただいたうえでご使用ください。

■車載使用時のご注意
・�本製品およびシガーソケット電源ケーブルの取り付けは、必ず停車時にエンジンを停止

させ、パーキングブレーキをかけた状態で行ってください。
・�車種により取り付け可能な場所は異なります。
・�車の運転操作および視界の妨げになる箇所、エアバッグの動作を妨げる場所への取り

付けは絶対に行わないでください。
・�事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。
・�本製品および接続した機器を、自動車のダッシュボードや窓際など、直射日光が当たる

場所、炎天下駐車の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
・�本製品や機器が異常に発熱した場合、すみやかに接続した機器および本製品を取り外して

ください。
・�車種やバッテリーの状態により、供給できる最大電力は異なります。 

複数の機器を一度に接続せず、ひとつずつ接続を行って電力の供給状況をご確認のうえ
ご使用ください。
・�誤った取り付け方、誤った場所に取り付けたことにより発生する製品ならびに車の異常は、

弊社では一切の責任を負いかねます。
・�専用シガーソケット電源ケーブルや、本製品に接続したデバイス、USBケーブルが

運転の妨げにならないように注意してください。
・�必ず運転前に、製品の取り付けが正常に行えているか、取り付けたデバイスが運転の

妨げにならないかの確認を行ってください。
・�アイドリングストップ機能を搭載した車種ではアイドリングストップ時、シガーソケット

への給電が断たれる場合があります。その際、エンジンを再始動しても本製品の電源は
自動的にオンにはなりません。  
継続的に機器の充電を行いたい場合は、アイドリングストップ機能をオフにした状態で
使用してください。
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センターコンソールへの取り付け例
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■マウントホルダー取り付けに関するご注意
・�マウントホルダーの貼り付けは１回のみです。貼り直しはできません。
・�マウントホルダーをはがす際に、貼り付けた箇所が変質・変色、また材質によっては

表面を傷めたり破れたりすることがあります。あらかじめご了承のうえ、貼り付けを
行ってください。

・�本製品に付属の部品以外は使用しないでください。
・�マウントホルダーを貼る際は、貼り付ける場所の汚れやホコリを落とし、水分をふき

取り、脱脂をしたうえで貼り付けを行ってください。

■粘着テープの台紙をはがす
※粘着面に指紋がつかないように
　ご注意ください。

■本体をスライドして差し込む

STEP 1 STEP 2

本製品を車内に固定するためのマウントホルダーが付属していますので、次の
注意をよくお読みいただき、取り付けを行ってください。

専用マウントホルダーの取り付けについて

本製品を車で使用する
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電源の投入方法
機器の接続完了後、本体の電源スイッチを押すと電源がオンになります。
もう一度押すと、電源がオフになります。

電源オン 電源オフ

押す

電力みえるメーター
点灯

（数値は目安です）

電力みえるメーター
消灯

もう一度押す

運転中の操作は行わないでください。
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電力みえるメーターについて
本製品は、本体手前の７セグメントLEDで、接続した機器に供給している電力
を確認することができる「電力みえるメーター」を搭載しています。

【電圧値】

電源オン

USB機器
無接続

（数値は目安です）

・ 本製品の電源をONにした時点で、機器を何も接続していなくても表示され
ます。

※ 通常、５V付近の数値が表示されますが、ご使用の環境や接続した機器の台数により、値が
±5%ほど上下します。  
上記の値を大幅に上回っている/下回っている場合、ただちに電源を切り、ご使用をおやめ
ください。

本製品に供給されている電圧（V）をみる

運転中の操作は行わないでください。
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【電流値】
～計１ポート～

【合計電流値】
～計３ポート～

１台 複数

・ 本製品に機器を接続すると、充電/動作に使用している電流値が表示され
ます。
・ 複数台の機器を接続した場合、使用している電流値の合計が表示されます。

接続した機器に供給している電流（A）をみる

運転中の操作は行わないでください。
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・電源オン直後は電圧値（V）の表示となります。
・�充電する機器を接続、またはモードボタンを押すと、電流値（A）の表示に切り

替わります。 
モードボタンをもう一度押すと、「  」の表示後、電圧値（V）と電流値（A）
の表示が約３秒間隔で自動的に切り替わるオートモードになります。

■モードボタンのサイクル

表示の切り替え方法

電力みえるメーターについて

押す

約3秒間隔

電 圧 値 電 流 値 オートモード

押す

押す

運転中の操作は行わないでください。
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電源オン後、モードボタンの操作が一定時間（約5分間）なかった場合、スリープ
モードの表示に切り替わります。
モードボタンを押すと、再び電圧/電流値を表示することができます。  

（  P.26）

◉過電流保護機能について
接続した機器の合計電流値が6.3Aに達した
場合、自動的に過電流保護機能が働きます。
過電流保護機能が働くと、７セグメントLED
に「…  」と表示され、30秒のカウント
ダウンがはじまります。この際、接続した
機器を取り外せば、カウントダウンは終了
します。
万が一機器を取り外さなかった場合も、 
カウントダウンが になった時点で自動的
に本製品の電源はオフになりますが、過
負荷防止のためにも「…  」表示が出た
場合は、すみやかに機器を取り外してくだ
さい。

スリープモードについて

【SOS表示】

押す

ドット
点灯

約５分間
モードボタン
無操作

〈スリープモード〉

運転中の操作は行わないでください。
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トラブルシューティング
主なトラブルの対処方法を説明いたします。

「故障かな？」と思われましたら、以下をお読みのうえ、記載されている対処方法を 
お試しください。

■電源が入らない

本製品と専用ACアダプターおよび専用シガーソケット電源ケーブルが 
正しく接続されているかご確認ください。（  P.17）

■充電の速度が遅い、または不安定

車のシガーソケットから給電の場合、バッテリーの状態やエアコンの
使用状況等により、電圧/電流値が上下する場合があり、充電速度が 
遅かったり、充電が不安定になることがありますので、接続する機器を
減らす等、対処を行ってください。（  P.17）

■接続した機器が充電されない

以下をご確認ください。
・本製品の電源がオンになっているか。（  P.23）
・�機器を接続するケーブルが正しく接続されているか、また正しいケー

ブルを使用しているか。（  P.17）
・�それぞれのポートに2.1Aを超える機器を接続していないか。 
（  P.19）
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■…電力みえるメーターに「…505 」と表示が出る、または電圧/電流値が表示
されない

接続した機器に必要な合計電流値が6.3Aを超えたことを示しています。 
接続した機器を取り外すことで「 505 」の表示は消えます。（  P.17）
また、「 505 」表示後、接続した機器を取り外さなかった場合は、30秒後
に自動的に本体の電源がオフになります。（  P.27）

「 . （ドット）」が点灯している場合、電力みえるメーターがスリープモード
に入っている状態となります。この場合は、モードボタンを押すと再び
電圧/電流値が表示されます。（  P.27）

■…モードボタンに一番近いUSBポートでiPadが充電できない（「充電していま
せん」と表示される）

iPadを充電する場合、電力メーターに一番近い
USBポートでは充電できません（右図参照）。
ポート1～5でご使用ください。
【iPad充電時の消費電流】
電源ボタン側から
・ポート1：最大2A
・ポート2：最大2A
・ポート3：最大1A
・ポート4：最大1A
・ポート5：最大1A
・ポート6：最大0.5A※

※ iPhoneも同様にポート6では0.5Aに制限されますが、
充電は可能です。  
Androidスマートフォン、タブレットでは通常どおり 
ご使用いただけます。

◀ポート1
◀ポート2

◀ポート3
◀ポート4
◀ポート5
◀ポート6
iPad充電不可iPad充電不可
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トラブルシューティング

■Galaxyシリーズのタブレットを接続すると充電が行えない

・Galaxy Tab3 7インチ（海外型番SM–T210）
・Galaxy Note 8.0（海外型番GT–N5120）
・Galaxy Tab 10.1（海外型番GT–P7510）
・Galaxy Tab 7.7（GT–P6800）

上記Galaxyシリーズは、充電に関して特殊な仕様 
になっており、これらのタブレットを本製品で 
充電する場合、ポート6（MODEボタン寄り、右図
参照）のポートを使用する必要があります。

このポートに
接続します
このポートに
接続します
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FAQ（よくあるご質問とその回答）

A． 接続する機器に必要な合計電流値が6.3Aを超えない範囲で、最大６台 
までの機器を接続して充電することができます。

　　【例】 ・充電に5V1Aを必要とするスマートフォンの場合：最大６台 
・充電に5V2Aを必要とするタブレットの場合：最大３台

Q．最大何台までの機器を同時に充電できますか？

A．対応しています。

Q．24Vタイプのシガーソケットに対応していますか？

A． バッテリーの状態やエアコンの使用状況等により異なります。  
給電能力を確認しない状態で複数機器を接続すると、シガーソケット内部
のヒューズが切れるおそれがありますので、いっぺんに機器を接続せず、
1台ずつ様子を見ながら接続を行ってください。

Q．…車のシガーソケットから電源を取る場合、最大何台までの機器を同時
に充電できますか？

A． 本製品は安全のため、エンジン始動時に自動的に電源が入らない仕様と
なっています。エンジン始動後、電源スイッチを押して電源をオンに 
することで充電が開始されます。  
また、真冬の車中など、5℃を下回る極寒冷地で使用した場合、正常に 
動作しない場合があります。エアコン等で車中の温度が動作範囲に達し、
結露が発生していないことを確認してからご使用ください。

Q．車のエンジン始動時、充電が開始されないのですが、故障ですか？
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サポートのご案内

■販売・サポート ■サポートセンター

〒277–0872　千葉県柏市トヨフタ（十余二）249–329

…04–7142–7533
（平日 午前10時～午後５時まで）

【FAX】04–7142–7285
【Web】http://www.century.co.jp
【Mail】support@century.co.jp

〜お願い〜
修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を
行ってから発送をお願いいたします。



—…本書に関するご注意…—
１．本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
２．本書の内容については、将来予告なく変更することがあります。
３． 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなど、

お気づきの点がございましたらご連絡ください。
４． 運用した結果の影響については、【３.】項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。
５． 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはセン

チュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた
損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※ This product version is for internal Japanese distribution only. 

Ⅰt comes with drivers and manuals in Japanese. 
This version of our product will not work with other languages operating system and we 
provide help support desk in Japanese only.

アンケートにご協力をお願いします

センチュリー商品をお買い求めいただき、まことにありがとう 
ございます。
今後の商品開発などの参考にさせていただきますので、下記URL
にてアンケートの入力をお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

http://www.century.co.jp/support/contact/questionnaire.html
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