
チャデモ対応充電アダプター

オーナーズマニュアル



各種通信に関する諸規定

ラジオおよびテレビの受信障害

本マニュアル記載の機器により高周波エネルギーが発生する場合があります。 機器の設置や使用が適切でな く、 か
つテスラ社の指示に従っていない場合、 ラジオやテレビの受信障害の原因になります。

コンプライアンス

チャデモ対応充電アダプターは次の EU 指令を遵守しています ：低電圧指令 （LCD） 2006/95/EC および電磁両立性
（EMC） 指令 2004/108/EC。

記載の誤りや記載漏れ

本マニュアルの内容に不正確な点や記載内容に漏れがある場合、 下記アドレスまでメールでお知らせください ：
ownersmanualfeedback@teslamotors.com.



警告

• チャデモ対応充電アダプターを使用する前に本書を必ずお読みください。 本書をお読みにならないか、 もし くは本書
記載の指示や警告をお守りいただけない場合、 火災、 感電、 重大な傷害、 または死亡などにつながるおそれがありま
す。

• チャデモ対応充電アダプターはテスラ車専用の充電器として設計されています （テスラ  ロードスターは除く ）。 他の
目的や、 他の車両などで当アダプターを使用しないで ください。 チャデモ対応充電アダプターは充電中に換気を必要
としない車両に限定して使用して ください。

• チャデモ対応充電アダプターは、 欠陥、 亀裂、 摩耗、 破損、 その他の損傷が認められる場合、 あるいは正常に動作し
ない場合、 使用しないで ください。

• チャデモ対応充電アダプターは、 開封、 分解、 修理、 加工、 改造しないで ください。 当アダプターはユーザーが点
検 ・修理できる製品ではありません。 修理の必要がある場合はテスラ社までお問い合わせください。

• 車両の充電中は、 チャデモ対応充電アダプターを取り外さないで ください。 
• お客様、 お車、 充電ステーショ ン、 またはチャデモ対応充電アダプターが激しい雨や雪、 雷雨、 その他の悪天候に見

舞われている場合はチャデモ対応充電アダプターを使用しないで ください。

• チャデモ対応充電アダプターを使用あるいは運搬する場合、 チャデモ対応充電アダプターや他のコンポーネン トの破
損を防ぐため無理な力や衝撃を加えたり しないように注意して ください。

• チャデモ対応充電アダプターを湿気、 水および異物から常に保護して ください。 そのいずれかが存在するか、
それにより、 損傷や腐食が生じたと確認できる場合は、 チャデモ対応充電アダプターを使用しないで ください。

• ワイヤー、 工具または針など鋭利な金属がチャデモ対応充電アダプターの端子に触れないようにして ください。

この安全取扱説明書は重要書類として大切に保管して ください。 本書には、 チャデモ対応充電アダプターを使用する際
にお守りいただく重要な指示および警告が記載されています。



警告 （続き）

• 充電中に雨が降ってきた場合は、 雨水がケーブルを伝わってチャデモ対応充電アダプターや車両の充電口を濡らすこ
とがないようにして ください。

• チャデモ対応充電ステーショ ンの充電ケーブルが水につかったり、 雪でおおわれたりした場合は、 チャデモ対応充電
アダプターのプラグを差し込まないで ください。 仮にこの状況で、 プラグを引き抜く必要がある場合は、 まず充電を
中止しプラグを引き抜いて ください。

• 鋭利なものでチャデモ対応充電アダプターに損傷を与えないで ください。

• チャデモ対応充電アダプターのいかなる箇所にも異物が入らないようにして ください。

• チャデモ対応充電ステーショ ンの充電ケーブルおよびチャデモ対応充電アダプターが歩行者や他の車両などの邪魔に
ならないようにして ください。 

• チャデモ対応充電アダプターを使用すると、 植え込み型心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器など、 医療用電子
機器や植え込み型電子機器の動作が影響を受けたり損なわれたりする場合があります。 チャデモ対応充電アダプター
を使用する場合、 充電がこ う した電子機器に及ぼす影響について事前に電子機器製造元へ確認して ください。

• チャデモ対応充電アダプターをクリーニングする場合は洗浄溶剤を使用しないで ください。

• チャデモ対応充電アダプターについて、 ご不明な点やご心配な点がございましたら、 テスラ社までお問い合わせく
ださい。
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充電ステーショ ンで利用できる電力および外気
バッテリー温度によって異なります。 バッテ
適温範囲にない場合、 自動でバッテリー温度が
電が始まります。

間に関する最新情報は、 www.teslamotors.com 
さい。
チャデモ対応充電アダプター オーナーズマニュアル

スペック

ご使用にあたっては必ずチャデモ対応充電ステーションの充
電用ケーブルを Fast charge 機能が搭載されたテスラ車に接続
して ください。 充電口の場所は車両により異なります。 充電
口の場所およびより詳細な充電方法の指示については、 車両
に付属するオーナー向けドキュメントを参照して ください。
 

注意 ： 上記の範囲外でのチャデモ対応充電アダプ
ターの操作と保管はしないで ください。

充電時間

充電時間は、
温度や車両の
リーが充電の
調整され、 充

お車の充電時
でご確認くだ

電流＊ 125 A （DC 最大連続電流）

電圧 100 ～ 450 V （DC）

エンクロージャーの
保護等級

IP55

動作温度 -25 °F ～ 122 °F
-30 °C ～ 50 °C

保管温度 -40 °F ～ 185 °F
-40 °C ～ 85 °C

* 極端な温度で使用すると、 電流が十分に流れないことがあります。



プラグの接続

無を調べて ください。

電アダプターを車両に接続し、 ラッチが
認して ください。

電ステーショ ンに関する指示に従い、 充
開始して ください。

 の順番は逆にしてもかまいません。

電ステーシ ョ ンは、 製造元によって操作
す。 詳細はチャデモ対応充電ステーシ ョ
をご覧ください。
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注意 ： チャデモ対応充電アダプターは、 毎回ご使用になる前に必ず損傷の有

1 お手元に車両キーを置いて、 タ ッチスクリーンを使用し
車両の充電口を開けて ください。

2 チャデモ対応充電アダプターを充電ステーショ ンの充電
ケーブルに取り付ける際は、 アダプターと充電ケーブル
の結合面を合わせて、 正しい位置にカチッ とはまるまで
アダプターを押し込んで ください。

注：アダプターにはキー溝があり、 そこに充電ケーブ
ルのタブを合わせます。

3 チャデモ対応充
かかることを確

4 チャデモ対応充
電セッシ ョ ンを

注：

• ステップ 2 と  3

• チャデモ対応充
方法が異なりま
ンの取扱説明書
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充電アダプターの使用時にお車の充電ができな
にあるディスプレーをチェ ックして何らかのエ
れていないか確かめて ください。 充電ステー
は必ずチェ ックして ください。

充電アダプターはすべてのチャデモ対応充電ス
連携するようにデザインされていますが、 一部
しない場合があります。

善はテスラ社の継続的目標であり、 お客様から
なチャデモ充電ステーショ ンとの適合性を確保
に有力なものです。 そのため、 テスラ社は将来
品改良を実施する必要があり、 テスラサービス
チャデモ対応充電アダプターのファームウェア
をさせていただ く権利を有します。
チャデモ対応充電アダプター オーナーズマニュアル

プラグの取り外し

充電が終了したときは ： 

1 チャデモ対応充電アダプターのボタンを長押ししてラッ
チが解除されるまで待ってから、 アダプターを充電口か
ら引き抜いて ください。

注意 ： チャデモ対応充電アダプターのプラグを車
両に接続したまま充電ステーションのケーブルを

アダプターから取り外す場合は、 アダプターを落とし
て車両を傷つけることがないようにして ください。

2 充電口のフタを押して閉じて ください。

3 チャデモ対応充電アダプターを充電ステーショ ンから引
き抜き、 適切な場所に保管して ください。

状態表示ライ ト

通常使用の条件下でチャデモ対応充電アダプターが充電ス
テーショ ンから電力が供給されている場合、 アダプターのグ
リーン LED が点灯します。 充電中、 LED はグリーン点滅し
ます。
 

問題発生時

チャデモ対応
い場合、 お車
ラーが表示さ
シ ョ ンの状態

チャデモ対応
テーショ ンと
の機種に適合

絶え間ない改
の情報は様々
する上で非常
にわたり、 製
にてお客様の
更新等の作業
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モデル S モデル X



3500 Deer Creek Road
Palo Alto, CA 94304

P/N: 1036393-01-D
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