
Take-One Airpump A-20
電動空気入れ
取扱説明書

安全にご使用いただくために、
本取扱説明書を必ずお読みください。



ご購入いただきまして、誠にありがとうございます。 
ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお
使いください。
お読みになったあとも、いつでも見られるよう保管してく
ださい。

本取扱説明書の注意事項に従わなかった場合や、お客様
の不注意により発生した故障や事故につきまして、弊社は
責任を負いかねますのでご了承ください。
製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

１.付属品内容
本体 x1
エアホース x1
米式用バルブ x1
英式・仏式バルブ x1
ボール用バルブ x1
ビニール用バルブ x1
Type-C充電ケーブル x1
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2.本体説明
エアホース取付口

LEDライト

Type-C充電ポート

空気圧単位表示パネル

気圧値表示パネル

モード表示パネル

設定気圧値の表示パネル

バッテリー残量表示パネル

空気圧単位切り替え/
LEDライト点灯ボタン

電源ボタン

モード切り替えボタン

気圧値設定
ボタン+/-
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3.注意事項
1.使用する前に、必ず適正空気圧をご確認の上お使いください。
2.本製品は家庭用空気入れですので、業務用として使用しないでくだ
さい。
3.本製品を空気入れ以外の目的に使用しないでください。
4.使用中に本体が熱くなってきたら過熱防止の為、ご使用を止め
本体が冷めてから再開してください。
5.空気を入れるときは、付属のアタッチメントを必ずご使用ください。
また、使用中はエアホースを外さないでください。
6.本製品を濡らしたり、粉じんなどが入り込まないように注意してくだ
さい。
7.本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
8.高温多湿な場所に製品を保管しないでください。
9.引火性のある化学薬品や洗剤でお手入れしないでください。
10.製品を水や火の中に投入しないでください。

入力電圧
5V/2A

4.使用方法
4.1 充電方法

緑ランプ：60~100%
橙ランプ：30~60%
赤ランプ：10~30%

バッテリー残量表示

・定格の5V/2AのACアダプターに、付属の充電ケーブルを繋いで充電
してください。
・ACアダプターは付属しておりません。
・充電中：バッテリー残量の表示パネルが点滅します。
・満充電：バッテリー残量の表示パネルが緑色に点滅します。

注意：充電中は、製品を使用しないでください。
長期間使用しない場合は、3ヶ月を目安に定期的に充電してください。
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オン

３秒間
長押し

オフ

３秒間
長押し

4.2 電源のオン・オフ

・電源ボタンを約3秒間長押しで、電源がオンになります。
・電源ボタンを約3秒間長押しで、電源がオフになります。
・約3分間動作がない場合は、自動的に電源が切れます。(LEDライト
点灯時は自動的に電源は切れません)
・バッテリーが不足すると、自動的に電源が切れます。
4.3 モードの切り替え
モードの切り替えボタン（　　）を押すと、4種類のモードに切り替える
ことができます。

モード 参考気圧値 利用可能範囲
オードバイモード
自転車モード

カスタマイズモード
ボールモード

40PSI
38PSI
100PSI
8PSI

0~55PSI
0~120PSI
0~120PSI
0~15PSI

※メーカー指定の空気圧を確認して、それに従って設定してください。
本製品は自動車にも使用できます。カスタマイズモードを使用してく
ださい。空気圧は主に運転席ドア開口部に記載されています。(メーカ
ー指定タイヤサイズ以外の場合は、タイヤ購入店に空気圧をご確認く
ださい。)
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4.4 空気圧単位の切り替え方法
空気圧単位切り替えボタン（　　）を押すと、空気圧単位の切り替え
ができます。
空気圧単位換算式：
1PSI=6.89KPA  1BAR=100KPA  1Kg/cm =98KPA

4.5 気圧値の設定方法
気圧値の設定ボタン+/-を押すと、設定気圧値を調整できます。
（長押しでも調整できます）
注意：設定したモードと気圧値は自動的に保存されます。次に使用し
たときにモードを切り替えると、設定気圧値が自動的に調整されます。

4.6 エアホースの取り付け方法
エアホースを取り付けるときは、図を参考に取り付けてください。

ビニール用バルブ

！！高温注意！！

米式用バルブ
英式・仏式バルブ

4.7 空気入れ方法
電源ボタンを押すと、空気を注入します。注入時は、気圧値表示パネ
ルに現在の気圧値が表示されます。使用中は、ノイズが発生すること
があります。
※長時間使用した場合は、エアホース部の温度が高くなりますので、
素手でエアホースとエアホース取付口に触れないでください。
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4.8 空気入れの停止方法

現在の気圧値表示パネル

設定した気圧値に達すると、自動的に空気の注
入を停止します。
電源ボタンを押すと、空気注入を強制停止します。
※空気入れが完了したら、エアホースを取り外
してください。

設定気圧値の表示パネル

4.9 LEDライトの使い方
※気圧単位切り替えボタンとLEDライトボタンは同じです。（　　）　
・LEDライトボタンを長押しすると、LEDライトがオンになります。
・LEDライトボタンを長押しすると、LEDライトがオフになります。

注意：本製品の数値はあくまで目安です。設定空気圧と充填後の空
気圧に差異がでる場合があります。空気を入れ終わったら適正空気
圧になっているか、車の場合は市販の空気圧ゲージ等で必ず確認し
てください。
※本製品は、空気圧の補充用としてご使用ください。
車のタイヤなどで空気が全くない状態でのご使用はしないでください。
※空気を入れすぎないようご注意ください。

4.10 気圧値の点検
電源を入れた状態で、各バルブをエアホース取付口に取り付けると、
現在の気圧値がパネルに表示されます。



空気注入後、現在の気圧値が「０」ではない場合、気圧値設定+/-ボタ
ンを同時に約3秒間押すと、気圧値をリセットできます。

注意：標高差やセンサー公差によって、実測気圧が「０」でない場合
もあります。その場合は正確な気圧値を判断するために、手動でリセ
ットしてください。
リセットする際は、エアホースを取り外してから行ってください。

4.11 気圧値のリセット方法
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！！高温注意！！

5.安全上のご注意
長時間使用した場合は、エアホース部の温度が高くなりますので、
素手でエアホースとエアホース取付口に触れないでください。

・連続してご使用になる場合は、10分以上は使用しないでください。
・使用中に本体が熱くなってきたら過熱防止の為、ご使用を止め
本体が冷めてから再開してください。
・使用中エアホースの金属部は熱くなるため、金属部には触らない
ように注意してください。
・空気は入れすぎないでください。破裂する危険があります。
・使用中は、本製品から離れないでください。
・使用中に異音がしたら、使用を中止してください。
・バッテリーは消耗品のため、充電しても初期の半分程度の作動し
かできなくなった場合は製品寿命となります。
•本製品(バッテリー含)を処分する際は、一般のごみと一緒に捨てな
いでください。地方自治体の条例または規則にしたがってください。

7.お手入れ方法と保管の仕方
・柔らかい布などで拭いてください。濡れた布やシンナー、ベンジン、
アルコールなどは使用しないでください。変色・変形・割れの原因に
なります。
・充電用ACアダプターのコードなどが破損していないか、定期的に
点検してください。また、長期間充電したままにしないでください。
・保管の際は、車内や高温多湿な場所はさけて保管してください。
•長期間使用しない場合は、3ヶ月を目安に定期的に充電してくださ
い。バッテリー劣化の原因となります。

7.通常商品の参考気圧値
種類 タイプ 気圧値

自転車

オートバイ
電気自動車
自動車

ボール

オートバイ
電気自動車
小型

おもちゃボール
バスケットボール
フットボール
バレーボール
ラグビー

子供用
10~16インチタイヤ
20~30インチタイヤ
ロードバイク

パラレルカー/車椅子

18~30PSI
30~45PSI
38~55PSI
90~120PSI

30~45PSI

28~55PSI

2.2~2.8Bar
3~6PSI
7~9PSI
10~12PSI
4~6PSI
10~14PSI



8.製品仕様
製品名：Take-One Airpump A-20 電動空気入れ
本体サイズ：40x40x188mm
本体重量：365g
騒音レベル：最大95dB
最大空気圧：120PSI
無負荷流量：20L/M
充電温度：0°C~45°C
稼働温度：-10°C~60°C
電池容量：1200mAh/7.4(8.8WH)
入力電圧：5V/2A
USB出力電圧：5V/1.5A
充電時間：2.5~4.5h
空気圧誤差：+/-1PSI
LEDライト電力：0.5W
過電流保護：9A/1S 
過放電保護：6V

7.1 適正空気圧の記載位置
・自動車：主に運転席ドア開口部に記載されています。
※メーカー指定タイヤサイズ以外の場合は、タイヤ購入店に
空気圧をご確認ください。
・自転車：主にタイヤの側面に記載されています。
・ボール：主に空気注入口の周囲に記載されています。

保証期間内であっても、下記の状態を確認した場合、保証はいたし
かねます。

1.注文番号が不明など、ご購入者様の証明ができない場合。
2.製品への改造などが加えられている場合。
3.使用方法の誤りなど、お客様ご自身の原因による故障の場合。
4.製品のお手入れ・清掃など取扱説明書に記載されているメンテナ
ンスを行っていないと判断される場合。
5.落下など、外部からの衝撃による故障の場合。
6.水没や火元などが原因とされる故障の場合。
7.天災(地震・風水害・落雷など)が原因の故障の場合。

・本製品はご購入日より1年間の製品保証となっております。
・保証期間中に正しく使用されていたにも関わらず、故障が発生し
た場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
・初期不良の場合につきましても、一度弊社にお送りいただき、確認
できた場合に交換などの対応をさせていただきます。
•本製品の保証範囲は日本国内に限り、有効です。注意：本製品の数値はあくまで目安です。設定空気圧と充填後の空

気圧に差異がでる場合があります。
空気を入れ終わったら適正空気圧になっているか、車の場合は市販
の空気圧ゲージ等で必ず確認してください。
※本製品は、空気圧の補充用としてご使用ください。
車のタイヤなどで、空気が全くない状態での使用はしないでください。
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9.保証について

Take-One Airpump A-20 電動空気入れ 保証書

お
　
客
　
様

お名前

ご住所

電話番号

ご購入日

〒

年　　　月　　　日

保証期間：ご購入日より1年間

テイクワンテクノロジー株式会社
〒060-0001 北海道札幌市中央区
北1条西7丁目1-15あおいビル

お問い合わせ先：
customer@take1tech.com
公式LINE：
＠547dyshh（お問合せ可能）
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