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コンバータ回路保護回路

ＵＳＢ電源回路

ブロック図
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<２４Ｖ ＡＣＣ 白/赤>
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注意ラベル

注意ラベル

イルミ電源コード
パーキングブレーキ接続コード
バック信号など

アクセサリーＡＣＣ電源コード

メイン電源コード

ＤＣ２４Ｖ車側

イルミ電源コード
パーキングブレーキ接続コード
バック信号など

アクセサリーＡＣＣ電源コード

メイン電源コード

ＤＣ１２Ｖ 負荷側

ＤＣ－ＤＣコンバータ　ＤＤＳ－２２０Ａ／２３０Ａ       　保証書

※
お
客
様

※
販
売
店

この保証書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記保証期間中に故障が発生した場合には、商品と本
保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。　※印欄に記入のない場合は無効となります。

株式会社 〒５４４－０００６　大阪市生野区中川東１丁目７番２１号

ＴＥＬ：０６－６７５４－８５８５　ＦＡＸ：０６－６７５４－３０３０

ＨＰ　：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｅｒａ．ｃｏ．ｊｐ

■保証規定

・本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後５年です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

・アフターサービスに関するご相談、ご不明な点は、お買い上げの販売店か当社にお問い合わせください。

・商品の修理・検査のための送料、およびお客様への返送料金は、保証期間内・保証期間経過後を問わず、お客様にてご負担ください。

　なお商品は輸送中の事故を防ぐためにしっかりと梱包してお送りください。

・保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証とアフターサービスについて

・保証期間はお買い上げ日より１年間です。本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

・保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書などの注意書に従った使用状態）で故障した場合には、当社にて無償修理致します。

・保証期間内でも下記の場合は有償修理とさせていただきます。

　１）保証書が無い、又は保証書にお買い上げ日、販売店欄の記入などがない場合

　２）保証書が本機のものと異なる場合、又は本機のものと確認できない場合　

　３）使用上の誤り(お客様の配線ミス等で生じた不具合)、当社製品および当社が認めた製品以外の製品から受けた障害、その他の機

　　　器から受けた障害

　４）お買い上げ後の移動、輸送、落下、液体や異物の混入などによる故障および損傷

　５）火災、地震、風水害、落雷、その他の公害、塩害、異常電圧、また特に過酷な条件下でご使用された場合による故障および損傷

　６）消耗部品の損傷

・本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。 Ｔｈｉｓ　ｗａｒｒａｎｔｙ　ｉｓ　ｖａｌｉｄ　ｏｎｌｙ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ．

・不当な修理や改造、分解による故障や損傷についての修理をお断りいたします。

・本規定に定める責任の他、法律の規定により免責が認められない場合を除いて、当社は、この製品の故障などによってお客様が被っ

　た損害・費用に対して、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※お名前
保証期間　１年

※お買い上げ日　２０　　　年　　　　月　　　　日

ご住所　〒

ＴＥＬ

ご住所・貴店名

ＴＥＬ

■仕様

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

製品型式　

入力電圧

定格出力電圧 １２Ｖ＋／１２Ｖ ＡＣＣ

１２Ｖ ＣＯＮＴＲＯＬ Ａ～Ｃ

定格出力電流 １２Ｖ＋／１２Ｖ ＡＣＣ

１２Ｖ ＣＯＮＴＲＯＬ Ａ～Ｃ

無負荷電流

変換効率

使用温度範囲

放置温度範囲

耐振性

回路方式

製品寸法

製品質量

保護回路

付属品

ＵＳＢ端子

ＵＳＢ端子

ＤＣ２４Ｖ（ＤＣ１８～ＤＣ３２Ｖ）

ＤＣ１３．５±１Ｖ

ＤＣ１２．２±１Ｖ（２５０ｍＡ時）

ＤＣ５．０±０．５Ｖ（１．５Ａ時）

合計：２０Ａ 合計：３０Ａ

合計：２５０ｍＡ

１．５Ａ

ＡＣＣ ＯＮ　：　約１０ｍＡ

ＡＣＣ ＯＦＦ　：　５ｍＡ以下

約９５％

・入力逆接続保護

・入力過電圧保護 ・出力過電流保護（垂下特性）

・入出力逆接保護

－２０℃～６０℃

－４０℃～８５℃

ＪＩＳ Ｄ １６０１：６７Ｈｚ、７Ｇ、上下４ｈ、左右・前後各２ｈ

スイッチング（ＰＷＭ）方式（非絶縁）

１４８(W)×３７(H)×１５５(D)（ｍｍ）

約６７０ｇ

制御信号用入出力ケーブル（１ｍ）

取扱説明書

Ｍ４丸型圧着端子（５個）

ＤＤＳ－２２０Ａ ＤＤＳ－２３０Ａ

DDS-220A／230A
DDS-220A-TS-0

取扱説明書
この度は、ニューエラーＤＣ－ＤＣコンバータＤＤＳ－２２０Ａ／２３０Ａをお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用の前に必ず本取扱説明書を最後までお読み頂き、いつでも見られるように大切に保管してください。 

■用途および概要
・本製品は、バッテリー電源ＤＣ２４ＶをＤＣ１２Ｖにするコンバータです。２４Ｖ車で１２Ｖ仕様のカーオーディオ

  機器などを使われる場合にご使用になれます。

・本製品はＵＳＢ充電器として使用できるＵＳＢ端子を備えています。このＵＳＢ端子より、さまざまな機器への充電

  給電の用途にご使用になれます。

■安全上のご注意

誤った取扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

警告

・ご使用になる前に必ず接続するＤＣ１２Ｖ機器の定格出力電流が本製品の仕様にあっているか確かめ、取扱説明書を

  十分理解してからお使いください。

・本製品をご使用になる前に、設置状態や配線状態を点検してからお使いください。

・入出力ケーブルに無理な力がかからないように、配線には十分ご注意ください。

・次のようなご使用などはバッテリーあがりの原因となりますのでおやめください。

　　◆エンジンを停止した状態でのご使用。

　　◆バッテリー性能が低下している状態でのご使用

・本製品は、正常な動作でも多少の発熱はしますが故障ではありません。本体の温度が異常に熱くなった場合はご使用

  を中止してください。

・本製品が汚れた場合は、乾いた布で拭き取るようにしてください。ぬれた布で拭いたり、水洗いはしないでください。

  故障の原因となります。

・分解・修理・改造は絶対しないでください。故障や事故の原因となります。また改造された場合は保証期間内であっ

  ても保証対象外となります。

注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

個々に表示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な
内容ですので、必ず守ってください。

【取扱いについて】
・本製品は、ＤＣ２４Ｖ車専用です。取扱いを誤ると火災を起こす可能性があります。入出力コネクタへの配線をまち

　がえないように確実に配線してください。配線の順番は、本製品入出力端子及びコネクタに配線後、バッテリー端子

　を接続してください。＋・－間をショートさせないようにご注意ください。

・本製品を車や船舶等でご使用になられる場合は、エンジンをかけてご使用ください。なお、無人状態での使用は、

　火災や事故の原因となりますのでおやめください。

・バッテリーを密閉された場所でご使用しないでください。水素ガス発生による引火爆発の原因となります。

・ぬれた手での取扱いは、感電や故障の原因となりますので絶対におやめください。

・本製品を水にぬらすことは絶対におやめください。火災の原因となります。

・本製品の近くで可燃性スプレーなどのご使用は引火の原因となります。

・本製品の通風孔にピンや針金など異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。 

【設置場所について】
・雨や水のかかる場所での使用は、感電や故障の原因となります。

・湿気・ほこり・油煙の多い場所での使用は、火災や感電の原因となります。 

・視界・運転のさまたげになる場所や、急ブレーキ・急カーブ時に人体に危害の与える場所には、設置しないでくださ

　い。事故の原因になります。

誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【取扱いについて】

【設置場所について】
・直射日光があたる場所や、温風吹き出し口の近くなど周囲温度が高温な場所での放置・使用は故障の原因になります。

・本製品は多少発熱しますので、熱で変形・変色するものの近くでは、ご使用しないでください。

・泥、水（海水）、油などがかかるところには、設置しないでください。

・本機の通風孔をふさぐような場所ではご使用しないでください。故障の原因になります。

・本製品をバッテリーと同じケース内に設置しないでください。バッテリーから発生する腐食性のガスの影響により

  故障の原因になります。

【取付方法について】
・市販の６ミリタッピングビスやＭ６ボルトなどで、４ヶ所確実に固定してください。

・入出力ケーブルは市販の締付けバンドなどで固定し、損傷しないようにしてください。

【配線について】
・配線が金属など角の鋭利な所に接触する場合は、リード線を傷付けない様に絶縁テープなどで保護してください。

・入出力コネクタのリード線をギボシ端子などを用いて加工する場合は、専用工具を使って確実に接合してください。

・リード線を延長する場合は、同径以上の太さの線材を使用してギボシ端子などで確実に接続した後、必ず絶縁テープ

  などで処理してください。

・配線の取回しは、ヒーターの吹き出し口など高温になる場所は避けてください。

・使用しないリード線は、先端を絶縁テープなどで巻きつけて絶縁処理をしてください。

・リード線配線後の接続部には、絶縁スリーブや絶縁テープなどを使用して必ず絶縁処理をして下さい。

・入出力端子に接続する端子は、Ｍ４丸穴圧着端子で先端幅が１１ｍｍ以下をご使用ください。（サイズ：Ｒ８－４Ｓ）

・ＵＳＢ端子を使用する際のＵＳＢケーブルは、ご使用機器付属のものか別途お買い求めください。

・ＵＳＢ端子へのＵＳＢケーブルの挿入は、プラグを根元まで確実に差込んでください。

・ＵＳＢケーブルの取外しは、プラグやケーブルの破損防止のため、必ずプラグを持って外してください。

  （ケーブルを引張らない）

■保護機能
●＋・－入力逆接保護回路
  入力極性を間違えた場合に内部回路を保護します。

●出力過電流保護回路
  本製品の出力電流が仕様値を超えた場合は、電流制御回路が働き内部回路を保護します。（垂下特性）

●入出力逆接保護回路
  本製品の出力ＤＣ１２ＶラインにＤＣ２４Ｖを入力した場合に内部回路を保護します。

●入力過電圧保護回路
  本製品の入力ＤＣ２４ＶにＤＣ３２Ｖを超える過電圧を入力した場合に、本製品の動作を停止して内部回路を保護

  します。（自動復帰）

■機能説明
●メイン（ＭＡＩＮ）電源
  「２４Ｖ＋」にＤＣ２４Ｖバッテリー電源が供給されると、「１２Ｖ＋」よりＤＣ１３．５Ｖが出力されます。

●アクセサリー（ＡＣＣ）電源
  「２４Ｖ ＡＣＣ」に供給するＤＣ２４Ｖ電源をＯＮ／ＯＦＦすることで、本製品の「１２Ｖ ＡＣＣ」出力電源を

   ＯＮ／ＯＦＦすることができます。

●制御信号（ＣＯＮＴＲＯＬ Ａ～Ｃ）
  「２４Ｖ ＣＯＮＴＲＯＬ」にＤＣ２４Ｖを供給することで、「１２Ｖ ＣＯＮＴＲＯＬ」よりＤＣ１２．２Ｖ／

   合計２５０ｍＡが出力されます。

●ＵＳＢ端子（Ａタイプ）
  「２４Ｖ ＡＣＣ」にＤＣ２４Ｖを供給することで、「ＵＳＢ端子」より５．０Ｖ（最大１.５Ａ）が出力され、

   ＵＳＢ充電器として使用できます。

●ＬＥＤ
  「２４Ｖ ＡＣＣ」にＤＣ２４Ｖを供給することでＬＥＤが点灯し、「１２Ｖ ＡＣＣ」と「ＵＳＢ端子」の出力が

   ＯＮになっていることを表示します。

■接続方法
●２４Ｖ ＋

  常にバッテリーから電源が供給されるラインに接続し

  てください。

●２４Ｖ ＡＣＣ 白/赤

  車のエンジンキースイッチをＡＣＣの位置にした時に電源

  が供給されるラインに接続してください。

●ＧＮＤ

  車のボディの金属部にネジなどで接続してください。

●１２Ｖ ＋

  ＤＣ１２Ｖ機器の＋側に接続してください。

●１２Ｖ ＡＣＣ

  ＤＣ１２Ｖ機器のアクセサリー（ＡＣＣ）ラインに

  接続してください。

●１２Ｖ ＣＯＮＴＲＯＬ Ａ～Ｃ（橙、空、青）

  ＤＣ１２Ｖ機器の制御信号系ライン（イルミ／リバース

  ／パーキングなど）に接続してください。

●２４Ｖ ＣＯＮＴＲＯＬ Ａ～Ｃ（白/橙、白/緑、白/青）

  車側から供給される制御信号系ライン（イルミ／リバース

  ／パーキングなど）に接続してください。

  ※ネジ式端子台への配線は、５ＳＱ以上の線材をお使いください。

  ※附属のハーネスの先端は何も加工されておりません。ご使用になる

    場合は、リード線先端にギボシ端子などを圧着させて入出力ライン

    を間違わないように確実に接続してください。

  ※必ず車のバッテリーの－端子側のケーブルを外してから、各リード

    線の配線作業を行ってください。

  ※使用しないリード線は、先端にビニールテープなどを巻き付けて

    絶縁処理を行い、結束バンドなどでまとめてください。


