
User Manual
Foldable 14W Solar Charger

Thank you for purchasing the AUKEY PB-P3 Foldable 14W Solar 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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Specifications

Getting Started
Charging Your Devices
1. Unfold this solar charger and place it under direct sunlight with its 
    solar panel side facing up
2. Connect one end of your device's charging cable to its charging port
3. Connect the other end of the cable to a USB port on the solar panel
4. Disconnect the charging cable from both ports once your device is
    fully charged

Using Product Fixings & Storage
Features a selection of hanging loops and adjustable fixings for con-
venient and flexible placement. May also be hung from walls, tables,
and more by resting the two vertically-opening flaps on top. Position
for most effective and convenient solar energy collection. Charging 
compartment holds and protects devices while charging.

Model
Solar Panel Type
Conversion Efficiency
Total Power Output
USB Output
Dimensions
Weight

PB-P3
SunPower
23.5%
14W
5V 2A Max
528 x 290 x 15mm / 20.8” x 11.4” x 0.6”
467g / 16.5oz
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Product Care & Use
● Actual USB output is dependent on geographical location, weather
   conditions, and your device’s rated input
● Using your original device charging cable or one of an equivalent
   standard recommended
● The solar panel will not store any power like a power bank does
● Make sure direct sunlight shines on the entire solar panel surface for
   better performance
● In strong sunlight and high temperatures, protect your connected
   device from overheating while charging
● Take care not to scratch the solar panel surface with sharp or rough
   objects like keys
● Do not bend the solar panel parts of this charger
● Keep away from liquids

Warranty & Customer Support
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.

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

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purch-

ased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please

contact them directly for service or warranty issues. 

EN

Model: PB-P3

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronics Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

Made in China

製品仕様

使い方
お使いのデバイスの充電
1. 本製品を開き、ソーラーパネルの面を上に向けて直射日光の下に置きます。
2. デバイスの充電ケーブルの一端を充電ポートに接続します。
3. ケーブルのもう一方の端をソーラーチャージャーのUSB出力ポートに接続し
    ます。
4. デバイスが満充電されたら、充電ケーブルを抜きます。

製品の取り付けと保管使用
便利で柔軟な配置のために、調節可能な吊り下げ式のループと固定ツールを選
択できます。 垂直に開いた2枚のフラップを上に置いて壁やテーブルなどから吊
るすこともできます。 最も太陽エネルギーを効果的に収集します。 デバイス充電
室は、充電中のデバイスを置くことも可能です。

ご注意
● 実際のUSB出力は、地理的な場所、 気象条件、  およびデバイスの定格入力に
    依存します。

型番
ソーラーパネル
変換効率
総出力
USB 出力
サイズ
重量

PB-P3
SunPower
23.5%
14W
5V 2A 最大
528 x 290 x 15mm / 20.8” x 11.4” x 0.6”
467g / 16.5oz

● デバイスの充電純正ケーブルまたは同等の標準のケーブルを使用することを
    推奨します。
● ソーラーパネルは、電力を蓄えることはできません。
● ソーラーパネルの全表面に直射日光が当たるようにして、より良い性能を発揮
    するようにしてください。
● 強い太陽光や高温の場合は、充電中に接続されたデバイスの本体が過熱状
    態になることにご注意ください。
● 鋭い物体や粗い物体でソーラーパネルの表面を傷つけないように注意して
    ください。
● この充電器のソーラーパネルの部品を曲げないでください。
● 液体から遠ざけてください。

保証＆カスタマーサポート
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ら、ご
注文番号と商品の型番を記入した上で、当社support.jp@aukey.comまでお問
い合わせください。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 
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com 
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*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
へお問い合わせお願いします。

はじめに
このたびはAUKEY PB-P3 折りたたみ式 14W ソーラーチャージャーをご購入
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。何かご不明な点がございましたら、お気軽に当社のお客
様サービスセンターsupport.jp@aukey.comにお問い合わせください。そし
て、アマゾンのご注文番号と商品の型番をご提供ください。

パッケージ内容
折りたたみ式 14W ソーラーチャージャー
取扱説明書
保証書

製品図
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