Thank you for purchasing the AUKEY PA-U32 Dual-Port Wall
Charger. Please read this user manual carefully and
keep it for future reference. If you need any assistance,
please contact our support team with your product
model number and Amazon order number.
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Dual-Port Wall Charger

Model: PA-U32

USB Output 1

LED Indicator
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この度はAUKEY PA-U32 2ポート USB充電器をご購入いただき、
誠にあり
がとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
何

USB Output 2

Input

100 - 240V 50 / 60Hz

USB Output 1|2

5V 2.4A Max

Total Power

12W

Dimensions

32 x 35 x 30mm / 1.24" x 1.39" x 1.17"

Weight

22.7g / 0.8oz

製品図

製品仕様

かご不明なところがございましたら、
お気軽に当社のお客様サービスセン

入力

100 - 240V 50 / 60Hz

USB 出力1|2

5V 2.4A 最大(合計)

トータルパワー

12W

寸法

32 x 35 x 30mm / 1.24” x 1.39” x 1.17”

重量

22.7g / 0.8oz

2ポートUSB充電器

Huanan City, Pinghu Town, Longgang District

取扱説明書

USB 出力1

LED インジケーター

USB 出力2

保証カード
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Product Care
● Keep away from liquids and extreme heat

● PA-U32を壁のコンセントに差し込むと、
LEDインジケーターが白く点
● 充電ケーブルをデバイスの充電ポートに接続します。
● PA-U32のUSB出力ポートに充電ケーブルのもう一方の端を接続しま
す。

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products
purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a
different seller, please contact them directly for service or warranty
issues.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com
- 05 -

- 06 -

ご注意

Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

保証＆カスタマーサポート

*当社がAUKEYから購入した製品に対してのみ、
アフターサービスと製品保証を提
供しております。
他の小売業者から購入された製品の交換、
返品、
返金に関しまして
は購入先へお問い合わせ下さい。

● 液体や極端な熱さのところを避けて保管してください。

灯します。

● フル充電した後、
デバイスを抜きます。
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For questions, support, or warranty claims, contact us at
the address below that corresponds with your region.
Please include your Amazon order number and product
model number.
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使い方

ターsupport.jp@aukey.comにお問い合わせください。
そして、
アマゾンの

パッケージ内容

Warranty & Customer Support

● Plug the PA-U32 into a wall socket and LED indicator
will turn white
● Connect the charging cable to your device’s charging
port
● Connect other end to a USB output port on the PA-U32
● Unplug your device when fully charged
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PA-U32

No.102, Building P09, Electronics Trade Center

Made in China

PA-U32

型番

www.aukey.com | support@aukey.com

Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Model
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注文番号と製品モデルをご提供ください。
AUKEY International Ltd.

Getting Started

Specifications

何かご質問、
ヘルプサポート、
および保証請求などの問題がございました

Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

ら、
ご注文番号と商品の型番を記入した上で、
下記のメールアドレスまで
お問い合わせください。
弊社は最も早い営業日にご返信を差し上げます。
Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
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