
ワイヤレス充電器（家庭用）BP-A001シリーズ

ご用意いただくもの

Rev 1.0

管理用コード

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書 / 安全上のご注意（裏面）をお読みの上、正しく安全にお使いください。
大切に保管し、必要なときにお読みください。

ワイヤレス充電器

充電が完了すると、インジケーターが消灯します。

充電端子
（USB Type-C）

インジケーター

インジケーター表示

点滅
消灯*²

点灯
表示 状況

充電中／電源接続時*¹
エラー検知
待機中／充電完了

*1 電源接続時、約2秒間点灯した後、消灯します。
*2 電源に接続している状態での表示を表しています。

本体

●パッケージ内容　本体（1）　取扱説明書（1）
ケーブル、ACアダプターは同梱されていません。安
全に充電するために、必ず下記のケーブル、ACアダ
プターをご使用ください。

もう片方のType-Cコネクタ（オス）をACアダプ
ターに接続する。ACアダプターをコンセントの根
元まで確実に挿 し込む。

2

ケーブルのType-Cコネクタ（オス）を本製品の充
電端子に接続する。

1

下図を参照し、本製品の中心に充電機器を設置
する。正しく設置すると、インジケーターが点灯し、
充電を開始します。

3

※ ～　は当社の純正アクセサリを組み合わせて使用す
る場合の説明です。使用するケーブル・ACアダプターに
付属の取扱説明書をご覧ください。
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●USB Type-C ケーブル
●出力DC5V 2A以上のACアダプター

ご使用の前に

各部名称

ご使用方法

本製品
コイル位置

ケーブル、ACアダプターを
オンラインストアで販売しています。
ご購入はこちらから
https://tech.balmuda.com/jp/
phone/accessory/

・コイル位置がずれていると、充電を開始し
ません。
・エラー発生時は、充電機器を一度持ち上
げてから再度設置する。

充電機器
コイル位置

充電端子
（USB Type-C）



● 日本国内専用
● BALMUDA Phone A101BM（SoftBankモデル）
／X01A（SIMフリーモデル）対応 *¹

● ケースをつけたままワイヤレス充電が可能 *² *³

こんなときは

こんなとき ●確認する／▶こうする

インジケーターが
点灯しない。
充電が始まらない。

●本製品と充電機器のコイル位置がずれていませんか？
▶左記の「ご使用方法」を参照し、本製品と充電機器のコイル位置を合わせてください。

●ケーブル、ACアダプターが抜けていませんか？正しく接続されていますか？
▶ケーブル、ACアダプターを確実に接続してください。

●充電機器の電池残量を確認してください。
▶電池残量が90％以上の場合、充電を開始しません。電池残量を90%未満にしてから、
お使いください。*¹

●充電機器に厚みのあるケースを使用していませんか？
▶ケースを外して使用してください。*²

インジケーターが
点滅している。
（エラー検知）

●本製品と充電機器のコイル位置がずれていませんか？
▶左記の「ご使用方法」を参照し、本製品と充電機器のコイル位置を合わせてください。

●本製品が高温・低温になっていませんか？
▶直射日光を避け、5～35℃の屋内で使用してください。使用温度（5～35℃）の範囲外
で使用していた場合は、しばらく時間をあけてから使用してください。

上記を試しても改善しない場合は直ちに使用を中止し、下記のバルミューダサポートセン
ターへご連絡ください。

充電速度が遅い。
●充電機器に厚みのあるケースを使用していませんか？
▶ケースを外して使用してください。*²

*1 BALMUDA Phone A101BM（SoftBankモデル）/ X01A（SIMフリーモデル）と組み合わせて使用した場合。
*2 本製品を使用するときは、厚み2.2mm以下のケースをお使いください。厚み2.2mm以下のケースであっても、仕様や条件に
 よって充電できない場合があります。

免責事項
1）地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火
災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意また
は過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた
損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

2）本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害
（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断
など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電
話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。

3）本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、
当社は一切の責任を負いません。

4）当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作な
どから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

製品名 BALMUDA Phone ワイヤレス充電器
Model BP-A001シリーズ
入力 DC5V 2A
出力 5W
サイズ 約幅87 × 奥行143 × 高さ20mm
重さ 約180g

使用温度 5～35℃
用途 家庭用、屋内用

製品の仕様

*1 2022年時点。対応機種については、バルミューダ株式
 会社のウェブサイトをご確認ください。
*2 厚み2.2mm以下のケースに限ります。厚み2.2mm以下
 のケースであっても、仕様や条件によって充電できない場
 合があります。
*3 全ての環境での動作保証ではありません。

https://tech.balmuda.com/jp/support/

0120-686-717
受付時間 9 00 18 00（年中無休）

バルミューダサポートセンター

ご相談窓口のご案内

保証期間は、お買い上げから1年です。
アフターサービスの詳細内容は、当社修理規約を
ご確認ください。商品に関するご質問等がござい
ましたら、バルミューダサポートセンターまでお問
い合わせください。



安全上のご注意

通常のゴミと一緒に捨てないでください。
環境破壊の原因となります。不要となった本
製品は、回収を行っている市町村の指示に
従って処分してください。

接続機器、充電機器の取扱説明書をよくお
読みください。

充電中に本製品、充電機器、接続機器があた
たかくなることがありますが異常ではありません。

お子様がお使いになるときは、保護者の方が
取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い
方をご指導ください。注意

ICカード、磁気カードなどを本製品に近づけ
たりスマートフォンのカバーなどにカードを挟
んだまま使用したりしないでください。
ICカードや磁気カードが使えなくなる場合があ
ります。

極端に高温または低温になる所、湿気やほこ
りの多い所で保管や使用をしないでください。
変形や故障の原因となる場合があります（周
辺温度5～35℃の環境でのみご使用くださ
い）。

乳幼児の手の届くところには置かないでくだ
さい。
傷害などの原因となる場合があります。

お客様による分解、修理、改造などは危険で
すので、絶対にしないでください。

本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品
とケーブルを持って水平に引き抜いてください。
正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損する
おそれがあります。

水平で安定した場所に設置してください。
傾いた場所に置くと、充電する機器が落下し、
けが・故障の原因となります。

使用中に煙が出る、においがする、異常な音
がする、発熱しているなどの異常が起きた場
合は使用しないでください。
異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、
表面に記載のバルミューダサポートセンターま
でご連絡ください。

使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るとき
は、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、な
るべく離れた場所でご使用ください。

お手入れするときには、本製品からケーブル
類を全て抜いてください。
抜かないでお手入れすると感電やショートの
原因になります。また、本製品についたほこり
は拭き取ってください。そのまま放置すると火
災の原因となります。

使用状況・環境などにより、充電中に本製品
および充電する機器が熱くなる場合がありま
すのでご注意ください。
長時間肌に触れると、低温やけどの原因とな
る場合があります。

ペットが噛みつかないようにご注意ください。
発火・破裂・発熱などの原因となります。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品
のご使用にあたって、医師とご相談ください。

危険

高温となる場所（火のそば、暖房器具のそば、
こたつの中、炎天下の車内）での使用や放置
はしないでください。
火災・破裂・発熱・異臭の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理器、高圧容器、IH
調理器に入れないでください。
火災・故障・発火・破裂・傷害の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでくだ
さい。
火災・発火・破裂の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。
また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆
の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないよ
うにしてください。発熱によるやけど・火災・故
障の原因となります。

接続端子に指を差し込んだり、手や指など体
の一部が触れたりしないようにしてください。
感電・故障・傷害の原因となる場合があります。

警告

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与え
ないでください。
故障・発火・破裂・発熱の原因となります。

水などの液体をかけないでください。また、水
などが直接かかる場所や風呂場などの湿気
の多い場所での使用、または濡れた手での使
用はしないでください。
感電や電子回路のショート、腐食による故障
の原因となります。万一、液体がかかってし
まった場合には、直ちに本製品からケーブル
類を全て抜いてください。水漏れや湿気による
故障は保証外となります。

取扱説明書の記載以外の使いかたで本製
品を使用しないでください。弊社が推奨して
いない目的で本製品を使用しないでください。
感電・火災・故障の原因となります。 警告

本製品の上、または本製品と充電する機器
の間に、異物（特にクリップやストラップ、硬
貨などの金属異物）を置かないでください。
充電する機器と金属が発熱し、やけど・火災・
変形の原因となります。

落下による変形や傷などの異常が見られた
場合は、絶対に使用しないでください。
発火・破裂・発熱の原因となります。

注意

濡れたぞうきん、アルコール、シンナー、ベンジン、
洗剤を使用しない。
故障、印刷の剥がれ、退色の原因となります。
※お客様のご使用状況・環境によっては変色
する場合があります。

本製品の表面が汚れた場合は柔らかい布
（めがね拭きなど）で乾拭きしてください。

お手入れについて

危険 この表示は「人が死亡または重傷*¹を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を
示しています。

「死亡または重傷*¹を負う可能性がある内容」を示しています。警告

「軽傷を負う可能性や家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示しています。注意

この取扱説明書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、
人体やペットへの危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

*1「重傷」とは、失明・やけど（高温・低音）・けが、感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、
　または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

誤った使い方によって生じる危害や損害を区分して表示しています。

してはいけない「禁止」内容を示しています。 しなければならない「指示」内容を示しています。

使用上お守りいただく内容を図記号で説明しています。

バルミューダ株式会社　〒180-0023 東京都武蔵野市境南町 5-1-21

※本書で表す「当社」とは、バルミューダ株式会社を指します。
※記載されている会社名、ブランド名、システム名、製品名は一般に各社、個人の登録商標または商標です。

184mm

128mm128mm
谷折り


