
警告
『誤った取り扱いをすると、人が死亡または、
重傷を負う可能性が想定される内容』を含め
て、『してはならないこと』を示しています。

USB、ライトニング端子を接続する時には、必ずコネクタ部分を
持って行い、端子接点部分には直接触らないでください。
使用前に、端子接点部分にゴミや金属片の付着など異常が
ないか必ず確認し、異常がある場合は接続しないでください。
凍結・結露しない安定した使用環境・温度0℃～35℃範囲内
の屋内でご使用ください。
いたずらや誤飲などを避けるため、子供や乳幼児の手の届か
ない所に保管し、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所、
車内に放置しないでください。

指定の用途以外に使用しないこと。
分解、改造、ショート（短絡）させるなどは絶対に行わないこと。
濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないこと。
接続部に液体・金属などの異物が入ることのないようにするこ
と。
火の近くや直射日光のあたる場所など高温になる場所で使
用しないこと。
重い物を載せたり、投げたり、落下や叩くなどの衝撃をあたえ
ないこと。
ケーブルは折り曲げる、結ぶ、ねじる、引っ張るなどしないこと。
端子を接続する際は斜め向きや、むりにさしこまないこと。
万一、使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は
直ちに使用を中止し、以後は使用しないこと。
火災や事故・故障の原因となります。

注意
『誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う
可能性や物的損害の発生が想定される内容』
を含めて、使用上の注意を示しています。
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http://www.topland.co.jp
取扱説明書

保管用

使用に際してのご注意

安全上のご注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害につ
いては弊社はその責をおいかねます。
本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損に
ついての保証はいたしかねます。
定期的なバックアップなど対策をあらかじめ行ってください。
本製品は医療や輸送など、人命及び高度な信頼性を必要とする設備
や機器に使用することは意図されていません。
これらの用途に本製品を使用しないでください。
本製品は電気で動作しますので、発火する危険があります。
万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、接続している電源から取り
外し、弊社お客様センターへご連絡ください。
本製品は安全規格に準じた製品です。
品質には万全を期しておりますが、ご使用に際しては十分にご注意の
上、自己責任においてご使用ください。

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管
してください。
ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、誤った
取り扱いによる人への危害や財産への損害を未然に防止する為のも
のです。

使用方法

① ＵＳＢポートを
搭載した充電器に
接続

ＵＳＢ-Ａ

③ 充電終了
全ての接続を取り
はずしてください。

【データ通信をご使用になる場合】

データ通信の方法はお使
いの機器の操作方法にし
たがって行ってください。

② iPhoneに接続
ご使用になる充電器の操作方法に
したがって充電を行ってください。

Lightning
コネクタ

Lightningコネクタ
装備機器専用

本製品は全て厳密な検査をしてからお届けしておりますが万一、初期動作に不備が
あった場合、代品と交換いたします。

保証書

■お客様

　お名前

■TEL

■ご住所

■品名：ライトニング タフケーブル 1Ｍホワイト

フリガナ

〒

年　　　月　　　日

■ご購入先名

■ご購入日

■型番：CHLICB100T-WT

■保証対象：本体

保証期間：ご購入日から1年

無料修理交換規定

（キリトリセン）

1. 保証期間内でも次のような場合には、有料の修理交換となります。
   1）ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障及び破損。
   2）お買い上げ後の不適切な取扱い（例：無理な引っ張り）などをされた場合の断線、故  
　　　　障及び損傷。
   3）火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因によ
　　　　る故障及び損傷。
   4）業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障および損傷。
   5）ご購入の年月日、ご購入先名が記入されたレシート、領収書、販売証明書等の添付　
　　　　がない場合。
２. ご贈答品等で、ご購入先が不明な場合には、弊社お客様センターへご相談ください。
３. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
４. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
■この保証書は上記の条件のもとにおいて、同等品との交換を行うことをお約束する
　　ものです。従って、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
■お客様の個人情報は、商品の修理・交換に関するご連絡、修理・交換業務以外の
   目的には使用いたしません。
ご不明な点、お問合せ、交換を依頼される場合は、弊社お客様センターへお問い
合わせください。

受付時間

03-5501-1695
お問い合わせ/お客様センター

株式会社トップランド

〒427-0033
静岡県島田市相賀2508-23(祝祭日、季節休業日を除く)

月～金曜日 ９:００～１７ :００

最新適合機種の情報は

弊社ＷＥＢサイトからも

ご確認いただけます。

www.topland.co.jp

株式会社トップランド MADE IN CHINA

ライトニング　タフケーブル
1M ホワイト

CHLICB100T-WT

■切れにくいケーブル

■屈曲に強いロングブッシュ

4 936960 114296

充電器に接続してご使用になる場合

USBポートのある充電器に接続

データ通信にご使用になる場合

パソコンのUSBポートに接続

「Made for iPod / 
iPhone / iPad」とは、
iPod, iPhone, iPad専
用に接続するよう設
計され、Apple Inc. が
定める性能基準を満
たしているとデベロッ
パによって認定された
電子アクセサリである
ことを示します。 
Apple Inc. は、本製品
の機能および安全お
よび規格への適合に
ついて一切の責任を負
いません。iPod, 
iPhone, iPadの無線
性能に影響を与えな
いことを保証する物
ではありません。

Use of the Made for 
Apple badge means 
that an accessory 
has been designed to 
connect specifically 
to the Apple product
(s) identified in the 
badge, and has been 
certified by the 
developer to meet 
Apple performance 
standards. Apple is 
not responsible for 
the operation of this 
device or its 
compliance with 
safety and regulatory 
standards.
Please note that the 
use of this 
accessory with an 
Apple product may 
affect wireless 
performance.
ipad,iPad Air,iPad 
Pro,iPhone,andLightni
ng are rademarks of 
Apple Inc. , registered 
in the U.S. and other 
countries.
the trademark

“iPhone”is used in 
Japan with alicense 
from Aiphone K.K .

■ケーブルインターフェイス：
USB-A⇔Lightningコネクタ
■長さ：約1m
■材質：TPU、ナイロン

[仕様]

下記のiPhone・iPod・
iPadシリーズで使用
できます。
iPhone XS,
iPhone XS Max,
iPhone XR,
iPhone X,
iPhone 8 P lus ,
iPhone 8 ,
iPhone 7 P lus ,
iPhone 7 ,
iPhone SE,
iPhone 6s P lus ,
iPhone 6s ,
iPhone 6 P lus ,
iPhone 6 ,
iPhone 5s ,
iPhone 5c,
iPhone 5 ,
iPad Pro
(12.9- inch)
2ndGenerat ion ,
iPad Pro
(12.9- inch)
1stGenerat ion ,
iPad Pro
(10.5- inch) ,
iPad Pro
(9 .7- inch) ,
iPad min i
(5th generat ion) ,
iPad min i  4 ,
iPad min i  3 ,
iPad min i  2 ,
iPad min i
（1stGenerat ion） ,
iPad Air
(3rdGenerat ion) ,
iPad Air 2 ,
iPad Air
(1stGenerat ion) ,
iPad
(6th generat ion) ,  
iPad
(5th generat ion) ,  
iPod touch 
(7th generat ion) ,
iPod touch 
(6th generat ion) ,
iPod touch 
(5th generat ion) ,
iPod nano 
(7th generat ion) ,

適合機種
2019.7.現在

★ご使用になる充電器の操作方法にしたがって

　　充電を行ってください。

★充電器に接続してご使用になる場合は出力

　　電流が1A(アンペア）以上ある充電器のご使用

　　を推奨します。

★iPadを充電される場合は、出力電流が2.1A

   (アンペア）以上の充電器のご使用を推奨します。

接続例

ナイロン
ケーブル

ロング
ブッシュ

★データ通信の方法はお使いの機器の操作

　　方法にしたがって行ってください。

コンセント用充電器など

お問い合わせ/お客様センター

受付時間：

(祝祭日、季節休業日を除く)
月～金曜日９:００～１７:００

03-5501-1695

濡れた状態での充電は
異常発熱などの原因と
なり大変危険です。

コネクタ

コネクタ


