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『Vivere al Naturale』～6 colori di serie～ 
USBポート付きACアダプタ『PL-UCHG03シリーズ』及び 
『充電万能 PL-UCHG03/WUCHG03/QUCHG03』 

（1ポート・2ポート・4ポート）ベーシックカラーを同時発売 
 
 

プラネックスコミュニケーションズ株式会社（代表取締役社長:池上宏、本社：東京都渋谷区）は、

コンセントからUSB充電ケーブルで充電ができるUSB1ポート充電器『PL-UCHG03シリーズ』を、生

活の中に自然と馴染むナチュラルカラーのカラーバリエーション6色にベーシックなホワイト・ブラッ

クを加え、10月上旬より全国の主要販売店およびPLANEX Directを通じて発売いたします。 
 パソコンのない環境でもコンセントから簡単に充電できるアダプタは、外出時に持ち歩けば急な 
バッテリー切れにも対応できます。バッテリー消費が早いiPhone/iPad/Xperiaなどのスマートフォ 
ンもこれを持ち歩くことで思う存分使いこなすことができます。 
 また、高出力2000mAに対応した2ポート・4ポートのUSB充電器も、ホワイト・ブラックの2色展開 
で同時に発売します。 
 
 
 
『Vivere al Naturale』～6 colori di serie～ 
 
「ヴィーヴェレ アル ナトゥラーレ」とはイタリア語で「自然体な生活」という意味です。 
 
”生活の中に自然と馴染む”カラーコンセプトの元、イタリアのデザイナーが厳選した 
６色を展開。 
 
自然と生活が調和するあなたらしいカラーイメージを提案します。

 



 

◇ USB 1ポート充電器  
『Vivere al Naturale』～6 colori di serie～ 
定価    ：  オープン 
参考価格：  ￥1,200（税抜） 

 
 
 
■□■『Vivere al Naturale』～6 colori di serie～■□■ 
Color 型番 JAN 
Rose Red PL-UCHG03-SRR 4941250175437 
Poppy Red PL-UCHG03-SPR 4941250175420 
Sun Flower PL-UCHG03-SSF 4941250175413 
Apple Green PL-UCHG03-SAG 4941250175406 
Cerulean Blue PL-UCHG03-SCB 4941250175383 
Mauve Purple PL-UCHG03-SMP 4941250175390 

 
 
 
 
◇ 『充電万能』 USB 1ポート充電器 （White） 

型番   ：  PL-UCHG03-WH （JANコード 4941250175611） 
定価    ：  オープン 
参考価格：  ￥1,200（税抜） 

 
 
 
◇ 『充電万能』 USB 1ポート充電器 （Black） 

型番   ：  PL-UCHG03-BK （JANコード 4941250175628） 
定価    ：  オープン 
参考価格：  ￥1,200（税抜） 

 
 
 
 
 
◇ 『充電万能』 2000mA USB 2ポート充電器 （White） 

型番   ：  PL-WUCHG03-W （JANコード 4941250175680） 
定価    ：  オープン 
参考価格：  ￥1,600（税抜） 
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◇ 『充電万能』 2000mA USB 2ポート充電器 （Black） 
型番   ：  PL-WUCHG03-B （JANコード 4941250175697） 
定価    ：  オープン 
参考価格：  ￥1,600（税抜） 

 
 



 

◇ 『充電万能』 2000mA USB 4ポート充電器 （White） 
型番   ：  PL-QUCHG03-W （JANコード 4941250175468） 
定価    ：  オープン 
参考価格：  ￥1,800（税抜） 

 
 
 
 
◇ 『充電万能』 2000mA USB 4ポート充電器 （Black） 

型番   ：  PL-QUCHG03-B （JANコード 4941250175475） 
定価    ：  オープン 
参考価格：  ￥1,800（税抜） 

 
 
 
 
※価格は、発表時のものであり予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
□□主な特長□□ 
 
■ 高出力2000mA※対応（2ポート/4ポートのみ） 
   高出力の2000mAに対応したUSB充電器、緊急時の超急速充電が可能です。 
   ※2、4ポートそれぞれポート合計最大値 

 
■ iPhone/iPad/Xperiaの充電が可能 
   パソコンのない環境でも、USB ポートから充電可能 iPhone/iPad/Xperia や携帯電話、ゲーム

機などが家庭用のコンセントで充電ができます。 
    ※別途ご使用機器に対応した充電用USBケーブルが必要です。 
 
■ 1ポート/2ポート/4ポート選べるシリーズ 
   使用用途に合わせてポート数を選べるよう、3種類を準備。急速充電をしたい方は1ポート、2

台以上同時に充電したい方は2ポート4ポートをお選びいただけます。 
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■ 別売りの巻取り式ケーブルで携帯電話や携帯ゲーム機の充電も可能 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 型番：BN-MUS4CW 

JAN：4941250175307
 
型番：BN-MUS4CB 
JAN：4941250175314

型番：BN-XPeriaSW 
JAN：4941250176243
 
型番：BN-XPeriaSB 
JAN：4941250176250

型番：BN-XPeriaAW 
JAN：4941250176205
 
型番：BN-XPeriaAB 
JAN：4941250176199

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

型番：BN-miniB-CW 
JAN：4941250176267
 
型番：BN-miniB-CB 
JAN：4941250176274

型番：BN-IPD02-CW 
JAN：4941250170432
 
型番：BN-IPD02-CB 
JAN：4941250170449

 
 
 
 
 
 
■ RoHS対応 

生産から廃棄処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、人の健康や環境への負荷を最小

限に抑えることを目的として、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化

ジフェニルエーテルの有害物質の使用量を規制している「RoHS」にも対応しています。 
 

 

 

 

 

※社名、製品名およびサービス名は、一般的に各社の登録商標、商標またはサービスマークです。 
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■ 製品仕様 （仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。） 
型番 PL-UCHG03 シリーズ 

インターフェース USB type A×1 

電源 入力：AC 100～240V、 50/60Hz、 15～16.8VA 

出力：DC 5V、 最大 1A 

外形寸法 約 50(W)×56.5(D)×18.5(H)mm 

重量 約 42g 

対応機種 USB から給電可能な機器 

動作時環境 温度：0～40℃ 

湿度：20～90%(結露なきこと) 

保存時環境 温度：-20～80℃ 

湿度：20～90%(結露なきこと) 

保証期間 1 年 
※すべての機器で動作保証するものではありません。 
※ご使用機器に対応した充電用USBケーブルが必要です。 
 
 
型番 PL-WUCHG03 シリーズ 

インターフェース USB type A×2 

電源 入力：AC 100～240V、 50/60Hz、 30-38.4VA 

出力：DC 5V、 最大 2A(2 ポート合計) 

外形寸法 約 52(W)×59.5(D)×24.5(H)mm 

重量 約 58g 

対応機種 USB から給電可能な機器 

動作時環境 温度：0～40℃ 

湿度：20～90%(結露なきこと) 

保存時環境 温度：-20～80℃ 

湿度：20～90%(結露なきこと) 

保証期間 1 年 
※すべての機器で動作保証するものではありません。 
※ご使用機器に対応した充電用USBケーブルが必要です。 
※使用する充電ケーブルや充電機器の組み合わせにより2台同時に充電できない場合がございます。 
 
 
型番 PL-QUCHG03 シリーズ 

インターフェース USB type A×4 

電源 入力：AC 100～240V、 50/60Hz、 30-38.4VA 

出力：DC 5V、 最大 2A(4 ポート合計) 

外形寸法 約 52(W)×59.5(D)×24.5(H)mm 

重量 約 65g 

対応機種 USB から給電可能な機器 

動作時環境 温度：0～40℃ 

湿度：20～90%(結露なきこと) 

保存時環境 温度：-20～80℃ 

湿度：20～90%(結露なきこと) 

保証期間 1 年 
※すべての機器で動作保証するものではありません。 
※ご使用機器に対応した充電用USBケーブルが必要です。 
※使用する充電ケーブルや充電機器の組み合わせにより複数台同時に充電できない場合がございます。 
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報道機関からのお問い合わせ先 TEL 03-5766-1056 

製品写真 

【PL-UCHG03 シリーズ】 
http://www.planex.co.jp/poji/pl-uchg03.shtml
【PL-WUCHG03 シリーズ】 
http://www.planex.co.jp/poji/pl-ｗuchg03.shtml
【PL-QUCHG03 シリーズ】 

 

http://www.planex.co.jp/poji/pl-ｑuchg03.shtml
メディアご担当者様お問い合わせ先 http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml

ユーザ直販ページ PLANEX Direct  
 http://direct.planex.co.jp/
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http://www.planex.co.jp/poji/mzk-sa150n.shtml
http://www.planex.co.jp/poji/mzk-sa150n.shtml
http://www.planex.co.jp/poji/mzk-sa150n.shtml
http://www.planex.co.jp/user/writer.shtml
http://direct.planex.co.jp/

