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この安全ガイドは大切に保管してください

本書は、モバイルコネクター使用時に厳守していただく重要な指示および警告を記しています。

警告

警告 : 本書を最後までよくお読みになってから、モバイルコネクターの使用を開始してください。本書を
最後までよくお読みになっていない場合、または本書の指示や警告に従わない場合は、火災、感電、重度
の損傷や死亡事故につながる恐れがあります。

警告 : モバイルコネクターは、指定された操作パラメーターの範囲で使用してください。

警告 : モバイルコネクターは、Tesla 車両の充電用のみに設計されています（Tesla Roadster を除く）。
所定の目的や対象となる車両や製品以外で使用しないでください。モバイルコネクターは、充電中換気を
必要としない車両のみを対象にしています。

警告 : モバイルコネクターのアダプターは、専用のコンセント以外で使用しないでください。

警告 : モバイルコネクターに欠陥、亀裂、摩耗、破損、その他の損傷がある場合、または正常に動作しな
い場合は、同製品を使用しないでください。

警告 : モバイルコネクターを開けたり、分解、修理、改ざんあるいは改造をしないでください。本モバイ
ルコネクターは一般利用者が点検・修理できるものではありません。修理が必要な場合は、Tesla までご
連絡ください。

警告 : モバイルコネクターを接続するため延長コード、マルチコンセントアダプター、マルチプラグ、変
換プラグ、電源コード、またはケーブルタップは使用しないでください。

警告 : 車両の充電中は、壁コンセントからモバイルコネクターを取り外さないでください。

警告 : モバイルコネクターは、損傷、緩み、摩耗のある電源コンセントに接続しないでください。モバイ
ルコネクターの壁コンセントが電源コンセントにしっかりと合うことを確認してください。

警告 : 適切に接地されていないモバイルコネクターを電源コンセントに接続しないでください。

警告 : モバイルコネクターを可燃性物質、強力な化学物質や気体にさらさないようにしてください。陥凹
部や床より低い場所でモバイルコネクターを使用または保管しないでください。ガレージなどの屋内で
使用するときは、モバイル コネクターのメインコントローラを少なくとも床から 46 cm の高さに設置し
てください。

警告 : お客様、車両、モバイルコネクターのいずれかが豪雨、雪、雷雨、またはその他の悪天候に見舞わ
れている場合は、モバイルコネクターを使用しないでください。

警告 : モバイルコネクターを移動する場合は、本体とコンポーネントに損傷を与えないように取り扱いに
注意してください。モバイルコネクターに無理な力や衝撃を与えたりしないでください。モバイルコネ
クターまたはそのコンポーネントを引っ張ったり、捻ったり、絡ませたり、引きずったり、踏みつけたり
しないでください。

警告 : モバイルコネクターは常に、湿気、水、異物から保護してください。モバイルコネクターが腐食ま
たは破損していると認められる場合は、そのモバイルコネクターを使用しないでください。

警告 : 充電中に雨が降った場合は、雨水がケーブルを伝って流れないようにし、電源コンセントや充電ポ
ートが濡れないようにしてください。

警告 : 電源コンセントが水に浸かったり、雪に埋もれたりした場合は、モバイルコネクターのプラグを差
し込まないでください。接続済みのモバイルコネクターのプラグを外す必要がある場合は、ブレーカーを
オフにしてからプラグを外してください。

警告 : ワイヤー、工具、針など鋭利な金属がモバイルコネクターの端子に触れないようにしてください。
モバイルコネクターの各部を無理に折り曲げたり、先の尖った物で破損したりしないでください。モバイ
ルコネクターに異物を入れないでください。

安全ガイド
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警告 : Tesla 認定のボディカバー以外のカバーで覆われている車両の充電はしないでください。

警告 : モバイルコネクターの充電ケーブルが歩行者、他の車両、その他の妨げにならないようにしてくだ
さい。

警告 : モバイルコネクターを使用すると、植込み型心臓ペースメーカーや植込み型除細動器などの医療機
器または植込み型医療機器の動作に影響を与えたり、動作の妨げになる場合があります。モバイルコネク
ターを使用する前に、当該の各医療電気機器メーカーに問い合わせ、充電による電気機器への影響につい
て確認してください。

警告 : モバイルコネクターの洗浄に洗浄液を使用しないでください。

注意事項

注意 : 充電用の電源として自家発電機を使用しないでください。

注意 : モバイル コネクターは -30 ～ +50°C の動作範囲外の温度では使用しないでください。

注意 : モバイル コネクターは -40 ～ +85°C の清潔で乾燥した場所に保管してください。

安全ガイド
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モバイル コネクター コンポーネント概要

1. アダプター

2. ハンドル

3. ハンドルのボタン

4. ステータス ライト

5. モバイル コネクター コントローラ

6. ケーブル

仕様

AC 100 V (単相) または　220 V (相-相)、50/60 Hz の電源コンセントのみを使用してください。

可能な場合、電源コンセントにはソケットが 1 つのタイプを使用してください。コンセントにソケットが 2 つ
ある場合、他方のソケットは使用しないでください。

モバイル コネクターは長さが 6 m です。既存のコンセントを利用するか、車両の充電ポートから約 4 m 以
内、地上 45 cm 以上の位置に新しいコンセントを設置してください。充電ポートは 車両の左側に位置し、リ
ア テール ランプ アセンブリの一部になっているドアの後ろにあります。

警告 : モバイルコネクターを接続する歳に、延長コード、マルチコンセントアダプター、マルチプラグ、
変換プラグ、電源コード、またはケーブルタップは使用しないでください。

一般情報
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仕様参照先

詳細 仕様

電圧 100-240V AC 単相

最大電流 最大 32A、適切な NEMA アダプターで制御

グリッド周波数 50 Hz または 60 Hz

ケーブル長 6 m (20 フィート)、アダプター付き

モバイル コネクター コントローラ外寸 高さ：179.8 mm (7.1 in)

幅：81.7 mm (3.2 in)

奥行：47.3 mm (1.9 in)

重量 5.2 lbs

動作温度 -30°C ~ +50°C (-22°F ~ +122°F)

エンクロージャ タイプ 4X

換気 必要ありません

充電時間

充電時間は、電源コンセントで利用する電圧や電流などの条件により異なります。また、周囲温度やバッテリ
ー温度の影響も受けます。バッテリーが充電に最適な温度範囲内でない場合、充電を開始する前または充電中
に車両がバッテリーの温度を調節します。

バッテリーの充電に要する合計時間 (約 0% から 100% 近く) を推定するには、バッテリのサイズ (kWh) を電
力 (kW) で割ってください。アダプターにより、電流および電力の出力が異なります。

車の充電中は、充電アイコンをタッチして、充電ステータス情報を確認することができます。現在選択されて
いる充電レベルで完全に充電されるまでの残り時間を表示します。

お客様の Tesla 車両がどのくらいの時間で充電されるかについての情報は以下をご参照ください。
www.tesla.com/jp/。

充電率参照

アダプター 電流 120V での電力

5-20 16 A 1.7 kW

5-15 12 A 1.3 kW

アダプター 電流 240V での電力

14-50、6-50 32 A 7.6 kW

14-30、10-30 24 A 5.7 kW

6-20 16 A 3.8 kW

一般情報
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アダプター 電流 240V での電力

6-15 12 A 2.8 kW

一般情報
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モバイル コネクターには標準的な NEMA 5-15 アダプターが付いています。

NEMA 5-15 アダプター

追加のアダプターをご購入いただけます。詳細は次のウェブサイトで。 www.tesla.com/jp/。

アダプターの取り外し

アダプターを取り外すには、アダプターをしっかり握り、ソケットから引き抜いてください。

アダプター
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アダプターの取り付け

アダプターを取り付けるには、アダプターをモバイル コネクターのコントローラで位置に合わせて、ソケット
にカチっと音がするまで押し込みます。

注 : モバイル コネクターは自動的にアダプターを検出して、適切な電流に設定します。

アダプター
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差し込む

注意 : モバイルコネクターとアダプターは、それぞれの使用前に破損がないことを必ず確認してくださ
い。

1. モバイルコネクターのアダプターが電源コンセントに適合していることを確認します。

2. モバイル コネクターのアダプターを電源コンセントに差し込みます。アダプターはしっかりと電源コン
セントに差し込んでください。

3. 車両のロックを解除して、モバイル コネクターのハンドル上部にあるボタンを押します。充電ポート ド
アが開きます。

注 : キーが近くにあるときは、車両のロックが解除され、自動ロック解除がオンになります。充電ポート
ドアは、以下のいずれの方法でも開けることができます。

• タッチスクリーンで、充電アイコンに触れてから、充電ポートを開くを押します。

• 車両がアンロックされているか、認識されたキーペアリングされているスマート フォンが近くにある
状態で、充電ポート ドアを押します。

• Model X: タッチスクリーンで、「コントロール」 > 「充電」 > 「充電ポートを開く」の順でタッチ
します。

• Model S: タッチスクリーンで、「コントロール」 > 「充電ポート」 の順にタッチします。

• Model 3: 車両の画像の横にある充電アイコンにタッチします。

4. モバイル コネクターのハンドルを車両の充電ポートに差し込みます。

充電方法
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5. 車両にモバイル コネクターを差し込むと、充電している間充電ポート インジケータ ライトが緑色に点滅
し、充電情報が車両に表示されます。すべてのドアを閉じると表示が消え、車両をロックすると、すぐに
充電ポート インジケータ ランプの点滅が止まります。

取り外し

充電が完了すると、ライトの点滅が止まり、緑色の点灯に変わります。

1. 車両のロックを解除して、モバイル コネクターのハンドル上のボタンを長押しし、充電ポート インジケ
ーター ライトが白色に変わったら、モバイル コネクターを充電ポートから引き出します。

注 : 充電ケーブルの不正な取り外しを防止するため、ロックが解除されるか、車両がキーを認識しない限
り、充電ケーブルは取り外せないようになっています。

注 : モバイル コネクターのボタンを押す代わりに、タッチスクリーンに充電画面を表示し (充電アイコン
にタッチします)、「充電を停止」、「ロック解除」の順にタッチすることもできます。

注 : 充電ポートのラッチが元の位置に引き込まれると、モバイル コネクターは充電を停止し、車両から安
全に外すことができます。

2. 充電ケーブルを取り外すと、充電ポートのドアが自動的に閉じます。

注 : 車両に電動式の充電ポートドアが装備されていない場合は、ドアを押して閉じてください。

モバイル コネクターは、毎日の使用による消耗・磨耗を減らすためコンセントに差し込んだままにしてお
くことを推奨します。モバイルコネクターをしばらく使用する予定がない場合（休暇中など）は、取り外
して適切な場所に保管してください。

詳細情報

車両の充電に関する詳細情報 (充電設定の調整、充電ステータスの表示など) については、オーナーズ マニュ
アルの充電のセクションをご参照ください。

充電方法
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ステータス ライト

通常の状況では、充電中は Tesla のロゴのライトが順に点灯し、赤色のライトは消えた状態になります。これ
らのライトを確認して問題を特定します。

場合によっては、車両またはコンセントからモバイル コネクターを外して、機器をリセットする必要がありま
す。

緑のライト 赤いライト 説明 対応策

すべて 1 秒間オ
ン

オフ 起動シーケンス。 特に何もありません。モバイル コ
ネクターが起動中です。

すべてオン オフ 電源オン。モバイル コネクターの
電源はオンでスタンバイ状態です
が、充電は行われていません。

モバイル コネクターが車両に接続
されていることを確認してくださ
い。

ストリーミング オフ 充電中。 特に何もありません。充電が正常
に行われています。

ストリーミング 1 回点滅 車両用コネクターで高温が検出さ
れたので充電電流が減少されまし
た。

車両からモバイル コネクターのプ
ラグを抜き、再度差し込んでくだ
さい。屋内や日陰など、より涼し
い場所で充電することを検討して
ください。エラーが解決されない
場合は、Tesla にご連絡ください。

ストリーミング 2 回点滅 モバイル コネクター コントロー
ラに接続されている入力プラグが
高温になっていることが検出され
たため、充電電流が減少します。

モバイル コネクターを車両とコン
セントの両方から外します。アダ
プターが完全に挿入されているこ
とを確認し、モバイル コネクター
をコンセントに差し込んでから、
プラグを車両に差し込みます。エ
ラーが解決されない場合は、Tesla
社にご連絡ください。

ストリーミング 3 回点滅 モバイル コネクター コントロー
ラで高温が検出されたので充電電
流が減少されました。

車両からモバイル コネクターのプ
ラグを抜き、再度差し込んでくだ
さい。屋内や日陰など、より涼し
い場所で充電することを検討して
ください。エラーが解決されない
場合は、Tesla にご連絡ください。

トラブルシューティング
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緑のライト 赤いライト 説明 対応策

ストリーミング 4 回点滅 コンセントで高温が検出されたの
で充電電流が減少されました。

コンセントが充電に適しており、
プラグが正しく差し込まれている
ことを確認してください。別のコ
ンセントにつないでみてくださ
い。ご不明な点がある場合は、担
当の電気技術者に確認してくださ
い。

ストリーミング 5 回点滅 アダプターで故障が検出されたの
で充電電流が減少されました。

モバイルコネクターのアダプター
が正常に接続されていることを確
認してください。

オフ 1 回点滅 漏電。安全でない恐れのある経路
から漏電しています。

車両からモバイル コネクターのプ
ラグを抜いて、再度差し込んでく
ださい。別のコンセントを試して
みてください。エラーが解決され
ない場合は、Tesla 社にご連絡く
ださい。

オフ 2 回点滅 接地損失。モバイル コネクター
は、接地による損失を検出します。

電源コンセントが正常に接地され
ていることを確認してください。
別のコンセントにつないでみてく
ださい。ご不明な点がある場合
は、担当の電気技術者に確認して
ください。

オフ 3 回点滅 リレー/接触器の障害。 車両からモバイル コネクターのプ
ラグを抜いて、再度差し込んでく
ださい。別のコンセントを試して
みてください。エラーが解決され
ない場合は、Tesla までご連絡く
ださい。

オフ 4 回点滅 過電圧または過小電圧保護。 コンセントが充電に適しており、
プラグが正しく差し込まれている
ことを確認してください。別のコ
ンセントにつないでみてくださ
い。ご不明な点がある場合は、担
当の電気技術者に確認してくださ
い。

オフ 5 回点滅 アダプターの故障。 モバイルコネクターのアダプター
が正常に接続されていることを確
認してください。

オフ 6 回点滅 パイロットの故障。パイロット レ
ベルが正しくありません

車両からモバイル コネクターのプ
ラグを抜いて、再度差し込んでく
ださい。別のコンセントを試して
みてください。エラーが解決され
ない場合は、Tesla までご連絡く
ださい。

オフ 7 回点滅 ソフトウェアのエラーまたは不一
致。

利用できる場合、車両のファーム
ウェアを更新します。更新が利用
できない場合は、Tesla までお問
い合わせください。

トラブルシューティング
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緑のライト 赤いライト 説明 対応策

オフ オン 自己診断に失敗。 車両からモバイル コネクターのプ
ラグを一度抜いて、再度差し込ん
でください。エラーが解消されな
い場合は、モバイル コネクターを
車両とコンセントの両方から抜い
て、再度差し込んでください。

すべてオン 1 回点滅 サーマルの故障。 屋内および日陰など涼しい場所で
充電してください。エラーが解決
されない場合は、Tesla にご連絡
ください。

すべてオン 5 回点滅 アダプターの故障。充電電流は
8A に制限されています。

モバイル コネクターを車両から外
してください。車体に再度接続し
ます。エラーが解消されない場合
は、モバイル コネクターを車両と
コンセントの両方から外し、再度
差し込んでください。

オフ オフ 電力の喪失 モバイルコネクターを外して、電
源コンセントに電気が来ているこ
とを確認してください。

お問い合わせ

JP_chargeteam@tesla.com

0120-975-214

トラブルシューティング
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