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安全上のご注意 - 1 

安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書 

では安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分してあります。 

■保守・点検上のご注意 

・安全にご使用いただくため、日常点検は必ず実施してください。 

・「日常点検」（P.6）に従って点検を実施し、異常や不具合があれば使用せず直ちに 

 「お問合せ先」までご連絡ください。 

安全なご利用のために必ずお守りください。 

警告 
取扱を誤った場合に、死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を 

示します。 

注意 
取扱を誤った場合に、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な 

状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。 

なお、安全注意事項ランク「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 

いずれも重要な内容を記載していますので必ずお守りください。 

お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。 

！ してはいけない 気をつける 必ず守る 

 注意 

定期的に各部に不具合がないか確認して 

ください。 

有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所 

または充満した場所では使用しないでください。 

また、スタンド外装部品の耐薬品性は下表を参
考にしてください。 

薬品など 性能 薬品など 性能 薬品など 性能 

弱酸 ○ アルコール × シンナー × 

強酸 × ベンジン × 四塩化炭素 × 

弱アルカリ ○ ガソリン × 油 × 

強アルカリ × 灯油 × 有機溶剤 × 

○：実用に耐える 

×：使用に適さない（ヒビ、割れの発生する可能性有り） 

設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、 

ご使用の際は必ず使用目的に沿った性能を確認してから 

ご使用ください。故障の原因となる可能性があります。 

■充電コネクター・充電ケーブル取扱いのご注意 

充電コネクター・充電ケーブルの取扱方法および使用方法については、使用される充電コネクター 

充電ケーブルの取扱説明書の記載を十分確認のうえ、同記載内容を遵守してお使いください。 

本製品は2011年および2017年発売のプリウスPHVの充電ケーブルに対応しています。 
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安全上のご注意 - 2 

■使用上のご注意 

 警告 

強風時は収納してください。 

転倒などにより製品や車両など周囲の物の損傷
、けがにつながるおそれがあります。 

ガラスなどの壊れやすい物の近くで使用しないで 

ください。 

衝突して破損させるおそれがあります。 

車両の動線上で使用しないでください。 

衝突して破損したり車両を傷付けるおそれが 

あります。 

地震、台風、落雷、浸水など災害が発生した時に
は、安全が確保されるまで製品を使用しないでく
ださい。 

故障、感電、けがの原因になります。 

階段や屋上など、落下のおそれのある場所で 

使用しないでください。 

下にいる人がけがをしたり物を損壊させる 

おそれがあります。 

コネクター収納部および樹脂下部の切欠きをふ
さがないでください。 

雨水の浸水により、感電、漏電、故障などの原因
となります。 

本製品は必ず水平な場所に設置してください。 
異臭、発熱、変色、変形などの異常が現れた 

場合は、直ちに使用を中止し「お問い合わせ先」 

までご連絡ください。 
！ 

 注意 

スタンドを設置する際は手などを挟まないように
ご注意ください。 

製品に貼付けてある注意ラベルをはがしたり、汚
したりしないでください。 

強い衝撃を与えないでください。 

破損の原因になります。 

直射日光により、表面が高温になるおそれがあ
ります。炎天下での使用の際はご注意ください。 

上に乗ったり、ぶらさがったり、もたれかかったり
しないでください。 

破損、事故につながるおそれがあります。 

！ 

■その他のご注意 

本製品は予告なく、付属品を含め、製品の全部または一部を変更することがあります。 

あらかじめご了承ください。 
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●本製品をご利用の前に車両の取扱説明書をよくお読み 

 の上、車両の取扱説明書に従い作業を行ってください。 

●本製品は安全の為、充電コネクターを抜けやすい構造に 

 してあります。水平な所に傾きがない様にゴムマウントの 

 位置を調整し安定するように設置して下さい。 

●ペグやおもりなどで製品の足元を固定し転倒防止の処置を 

 行ってください。 

●必要に応じてワイヤーケーブルなどで本製品を柱などに固定 

 する事で、第三者による持ち去りなどのいたずらなどを回避する 

 ことができます。 

コネクター収納部 

フレーム 

ゴムマウント 

ケーブルフック 
充電ケーブルを掛けます 

はじめてお使いになるときは 

各部の名称とはたらき 

注意ラベル 

＜ 構成部材 ＞ 

部品名称 数量 

ホームスタンド本体 1 

ゴムマウント 4 
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使用方法 

使用開始前に、日常点検（P.6）を行ってください。 

操   作 注意 

1. ホームスタンドの設置 

①ペグ、南京錠の設置 

2. ケーブルをフックに掛ける 
・ケーブルをフックに掛ける際は、ケーブル 

 のねじれを直してから掛けてください。 

 ケーブルがねじれたまま保持された場合 

 ねじれが戻らなくなることがあります。 

 またケーブルのねじれが原因でスタンドが 

 転倒し製品、周囲の物の破損、 

 けがにつながるおそれがあります。 

・ケーブルをケーブルフックに掛けた後は 

 引張らないでください。 

 スタンドが転倒し、製品、周囲の物の破損、 

 けがにつながるおそれがあります。 

3. 充電コネクターの差込・取出し 

・充電コネクターが奥まで差込まれて 

 いないなど差込が不十分な場合 

 スタンドからコネクターが落下し 

 製品、周囲の物の破損、けがにつながる 

 おそれがあります。 

①充電コネクターの向きとコネクター 

 収納部の向きをあわせて 

②ゆっくりと 

 奥まで差込む 

③充電コネクターの取出し時はケーブルをフックからほどいてください 

a 

b 

①ケーブルを 

 ケーブルフックに掛ける 

c 

・ペグやおもりなどを使用しスタンドの 

 転倒防止を行ってください。 

 スタンドの転倒などによる製品、 

 周囲の物の破損、けがにつながる 

 おそれがあります。 

 

・南京錠で本製品とケーブルを施錠して 

 第三者による持ち去りなどのいたずら 

 などを回避することができます。 
 

※南京錠推奨サイズ  

      a：23mm以上 b：23mm以上 

※ペグ推奨サイズ  

      c：17mm以上 
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お手入れのしかた 

 注意 

たわしや研磨剤、アルコールやベンジンなどの 

可燃・不燃性溶剤などを使用して洗浄しないで 

ください。 

製品を損傷するおそれがあります。 

有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所 

または充満した場所では使用しないで 

ください。また、スタンド外装部品の 

耐薬品性は下表を参考にしてください。 

クリーニングする際は、ワックスやカーシャンプーを 

使用しないでください。 

製品を損傷するおそれがあります。 

動物などの排泄物が付着した場合や水が溜まってい
る場合は、クリーニングしてください。 ！ 

薬品など 性能 薬品など 性能 薬品など 性能 

弱酸 ○ アルコール × シンナー × 

強酸 × ベンジン × 四塩化炭素 × 

弱アルカリ ○ ガソリン × 油 × 

強アルカリ × 灯油 × 有機溶剤 × 

○：実用に耐える 

×：使用に適さない（ヒビ、割れの発生する可能性有り） 

設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、 

ご使用の際は必ず使用目的に沿った性能を確認してから 

ご使用ください。故障の原因となる可能性があります。 

汚れた場合は水でよくしぼったやわらかい 

タオル・布・スポンジなどで拭いてください。 

やわらかい布・タオル・スポンジ ブラシ・たわし類 

日常点検 

安全にご使用いただくため、日常点検を定期的に行うことが必要です。 

下記の点検を実施してください。 

日常点検（毎回） 

●グラつきなく設置されているか 

●割れや欠けがないか 

●ガタつき、ゆるみがないか 

●充電コネクター収納部に水が溜まっていないか 

●車両・人の通行の妨げになっていないか 

点検の結果、不具合をみつけたり、修理・交換が必要な場合は「お問い合わせ先」までご連絡ください 

○ × 

仕様 

項目 仕様 

外形寸法（ Ｌ×W×H） 475mm × 420mm × 800mm （ゴムマウント含まず） 

質量 2.5kg 

材質 ホルダ：PBT-PC  スタンド・フック：SUS304 ゴムマウント：NBR/PCV 

適用コネクター SAE J1772 
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品質保証 

[ 保証対象・保証期間 ] 
保証対象 ： 製品本体 

保証期間 ：お買上げ日（お引渡し日）より５年間 

[ 保証内容 ] 

[ 免責事項 ] 

[ 使用期間のめやす ] 

[ 修理部品の保管期間 ] 

取扱説明書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記免責事項に 

該当する場合を除き無料修理させていただきます。（ゴムマウントは消耗品の為、対象外となります） 
 ※ゴムマウントを購入希望の場合は販売元までお問合せください。 

保証期間内でも次の場合には原則として有料修理とさせていただきます。 

（１） 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障や損傷 

（２） お買上げ後の輸送、落下、転倒などによる故障および損傷 

（３） 火災、地震、水害、雷害、その他の天災地変および、公害、塩害、ガス害などによる故障および損傷 

（４） 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷 

（５） 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷 

（６） 本体以外に起因する商品の不具合 

（７） 経年変化（ご使用に伴う磨耗や変色など）または経年劣化（樹脂部分の変質など）による商品の不具合 

 

経年劣化により各部に劣化が認められたら更新を検討してください。 

補修部品は製造終了後より８年間保管しています。 

お問い合わせ先 

個人情報の取扱いについて 

トヨタホーム株式会社は、お客様よりお問合せの際に伺いました個人情報を製品に関するお問合せ対応や修理 

対応などに利用させていただきます。また、当社は、個人情報を適切に管理し、修理などを委託する場合や正当な 

理由がある場合を除き、第三者に開示・提供をいたしません。なお、当社のプライバシーポリシーの詳細につき 

ましては、当社ホームページ（http://www.toyotahome.co.jp/policy/privacypolicy.html） をご覧ください。 

故障・修理については、お買上げの販売店または下記サポートデスクへお問い合わせください。 

PHV充電関連サポートデスク 0800-777-1152 
受付時間 ： ９：００ ～ １７：３０  （年末年始を除く） 

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 

この説明書の内容は 2017年1月現在のものです。 

施工業者名 

TEL 施工年月日        年    月    日 

販売元：トヨタホーム株式会社 
 愛知県名古屋市東区１丁目２３番２２号 

 http://www.toyotahome.co.jp 

製造元：新明工業株式会社 
 愛知県豊田市衣ヶ原３丁目２０番地 

 http://www.shinmei.co.jp 


