
●　 マークのあるドコモの携帯端末 ( 以下、携帯端末 ) をワイヤレス
チャージャー 01本体の上に置くだけで、接続せずに充電できます。
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ワイヤレスチャージャー 01
取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をお読
みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は、必ず
保管しておいてください。
ご使用の携帯端末が対応機種であ
ることを、携帯端末の取扱説明書
でご確認ください。また、ご使用
前に、携帯端末の取扱説明書をあ
わせてご覧ください。

このマークが付いている製品は、ワイヤレスパワーコンソーシアム（ＷＰＣ）
による無接点充電規格に適合しています。
”Qi”及び　 マークはワイヤレスパワーコンソーシアム（ＷＰＣ）の商標です。

特　長

安全上のご注意（必ずお守りください）
■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。
また、お読みになった後は大切に保管してください。
■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未
然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害
の程度を説明しています。

 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能
性が想定される」内容です。

 危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険
が切迫して生じることが想定される」内容です。

 注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定さ
れる場合、および、物的損害の発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。
禁止
分解禁止

指示

禁止（してはいけないこと）を示します。
分解してはいけないことを示す記号です。

濡れ手禁止 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。電源プラグを抜く
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 警告

禁止
専用ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。
　火災、やけど、感電の原因となります。

禁止

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、使用しないで
ください。
　電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
　※ご注意いただきたい電子機器の例
　補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、
　火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカおよ
　び植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気
　機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

禁止
使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。
　火災、やけどの原因となります。

禁止
強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
　火災、やけど、けが、感電の原因となります。

禁止
ワイヤレスチャージャー 01は、風呂場などの湿気の多い場所では使用しない
でください。
　火災、やけど、感電の原因となります。

禁止
高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当
たる場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。
　火災、やけど、けがの原因となります。

禁止
雷が鳴り出したら、ワイヤレスチャージャー 01には触れないでください。
　感電の原因となります。

禁止
専用ACアダプタのコードの上に重いものをのせないでください。
　火災、やけど、感電の原因となります。

分解、改造をしないでください。
　火災、やけど、けが、感電の原因となります。分解禁止

 危険

禁止
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
　火災、やけど、けが、感電の原因となります。

ワイヤレスチャージャー 01本体で充電する機器や、携帯端末に使用する電
池パックは、NTT ドコモが指定したものを使用してください。
　火災、やけど、けが、感電の原因となります。

指示

水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
　火災、やけど、けが、感電の原因となります。水濡れ禁止

禁止
ワイヤレスチャージャー 01本体と、携帯端末や電池パックの間に、金属製の
もの（金属を含む材質のストラップやクリップなど）を置かないでください。
　火災、やけど、けがの原因となります。

禁止
ワイヤレスチャージャー 01本体の表面や携帯端末のリアカバー、電池パッ
クに金属製のもの（金属を含む材質のシールなど）を貼り付けないでください。
　火災、やけど、けがの原因となります。

禁止
コンセントに専用ACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップな
どの金属類を接触させないでください。
　火災、やけど、感電の原因となります。
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 警告

禁止
海外旅行用の変圧器 (トラベルコンバーター )を使用しないでください。
　発熱や発火、感電の原因となります。

濡れた手でワイヤレスチャージャー 01本体、専用ACアダプタ、コンセン
トに触れないでください。
　火災、やけど、感電の原因となります。

濡れ手禁止

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器
を装着されている場合は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談し
てください。
　電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

指示

電源プラグをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
　火災、やけど、感電の原因となります。指示

電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。
　火災、やけど、感電の原因となります。指示

指定の電源、電圧で使用してください。
　誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。
   ACアダプタ：AC100V～240V

指示

電源プラグをコンセントから抜く場合は、専用ACアダプタのコードを無理
に引っ張らず、アダプタを持って抜いてください。
　火災、やけど、感電の原因となります。

指示

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントから電源プラグ
を抜いてください。
　火災、やけど、感電の原因となります。

電源プラグを抜く

水で濡れたものを充電しないでください。
　火災、やけど、けが、感電の原因となります。水濡れ禁止

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
　火災、やけど、感電の原因となります。電源プラグを抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてくだ
さい。
　火災、やけど、感電の原因となります。

電源プラグを抜く

指示
使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異
なるときは、直ちに次の作業を行ってください。
・電源プラグをコンセントから抜く。
・携帯端末の電源を切る。
・電池パックを携帯端末から取り外す。
　火災、やけど、けが、感電の原因となります。

指示
ワイヤレスチャージャー 01本体で充電する場合は、携帯端末に装着してい
るカバーなどは取り外してください。
　カバーなどの材質や厚み、携帯端末とカバーの間に挟まったゴミなどの異物によって、
　正常に充電できず火災、やけど、 けがの原因となります。
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禁止

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。
　落下して、けがの原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、
使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。
　けがなどの原因となります。

指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
　誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあり
ます。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。指示

　　＜材質一覧＞

　　　ワイヤレスチャージャー01本体 　DCジャック
　外装ケース

　アダプタケース

　キャップ
　コード
　コネクタ先端部
　コネクタ部

黄銅

黄銅

黄銅

銀メッキ
ー

ー

ー
ー

ー

Niメッキ

Niメッキ

PC樹脂

PC樹脂

PP樹脂
TPE樹脂

PBT樹脂

　　専用ACアダプタ

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。
　火災、やけど、感電の原因となります。

 注意

○水をかけないでください。
　ワイヤレスチャージャー 01本体は防水性能を有しておりません。
　風呂場などの湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けてい
る場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故
障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、
保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

○水で濡れたものを充電しないでください。
○次のような場所では、使用しないでください。
　・湿気、ほこり、振動の多い場所
　・一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
○端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。
　端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を
乾いた綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

○携帯端末、オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
○充電中、ワイヤレスチャージャー 01本体が温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用くだ
さい。
○抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
○強い衝撃を与えたり、強く押さえたりしないでください。
　故障の原因となります。
○指定の機器や専用ACアダプタ以外は、ワイヤレスチャージャー 01本体に使用しないでください。
○携帯端末に充電アダプタ(充電microUSB変換アダプタを含む )やPC用microUSBケーブルを接続して
いる状態でワイヤレスチャージャー 01本体に置かないでください。
○磁気カードなどをワイヤレスチャージャー 01 本体に近づけないでください。
　キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えて
しまうことがあります。
○磁気を帯びたものを近づけないでください。
　強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
○充電は、適正な周囲温度（5℃～ 35℃）の場所で行ってください。
◯専用 ACアダプタは AC100V からAC240V まで対応していますが、プラグの形状は AC100V 用 ( 国
内仕様 ) です。海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグが必要です。 なお、海外旅行用の
変圧器を使用しての充電は行なわないでください。 

取り扱い上のご注意

　電源プラグ

　使用箇所 　材質 　表面処理
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専用ACアダプタのDCコネクタを、ワイヤレスチャージャー 01本体のDC入力ジャックに差し込み
ます。

1.

専用ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
●差し込んだ際に、ワイヤレスチャージャー 01本体から音がすることがありますが、異常
ではありません。
●バイブレータ機能のある携帯端末を充電するときは、バイブレータ機能をOFFにしてください。
　携帯端末が振動により動き、充電が完了できなかったり、落下したりする恐れがありますの
で、ご注意ください。

2.

ご使用方法

各部の名称

○携帯端末の取扱説明書を参照して充電エリアに置いてください。充電エリア内であれば位置や方向
に関係なく充電できますが、できるだけ中央付近に置いてください。
○使用中にテレビやラジオなどに雑音が入る場合は、ワイヤレスチャージャー 01本体をテレビやラジ
オなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
○充電する場合は、携帯端末に装着しているカバーなどは取り外してください。
○安定した水平な場所に置いて充電してください。
○充電中はワイヤレスチャージャー 01本体と携帯端末を動かさないでください。
○ワイヤレスチャージャー01本体で充電する際は、充電する携帯端末以外の無接点充電に対応した機器を
30cm以上近づけないでください。充電する携帯端末を正しく検出できず、充電できない場合があります。

○ワイヤレスチャージャー 01本体で携帯端末を充電中、通話品質やワンセグ、モバキャスなどの受信
状態が悪くなることがあります。

正しくご使用いただくために

＜ワイヤレスチャージャー 01本体＞ ＜専用ACアダプタ＞

電源プラグ
（AC100-240V）

チャージ
インフォメー
ション

充電アシスト
ボタン

充電エリア

DCコネクタ

●ワイヤレスチャージャー 01本体専用です。
　他の機器では使わないでください。

DC入力ジャック
（DC-IN）

1 2

1

●充電アシストボタンは、小型の携帯端末 * の充電が開始しない場合に使用するボタンです。
＊小型の携帯端末とは、出力が小さく（1W 程度）、ワイヤレスチャージャー 01本体の充電エリアの中央部
に置いても充電を開始しない機器のことです。
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4.  充電が完了するとチャージインフォメーションが消灯します。
5. 携帯端末を充電エリアから矢印の方向に取り除きます。

3. 　 マークが付いている携帯端末を充電エリアの上に置くとチャージインフォメーションが
１秒点滅（約 1秒間隔）した後、充電が始まります。

●充電中はチャージインフォメーションが点灯します。
●　 マークが付いていれば、電池パックのみでも充電できます。
　　 マークが印字されている面を下にして充電してください。
●携帯端末が認識されなかった場合は、充電エリアから取り外し、約2秒後に携帯端末を
充電エリアの中央に置き直してください。

●携帯端末認識中に携帯端末の充電が開始されることがありますが、異常ではありま
せん。
●一度に複数の携帯端末や電池パックを充電することはできません。
●携帯端末を置いた際、および取り除いた際に、ワイヤレスチャージャー 01本体内部の
検出器の移動によりワイヤレスチャージャー 01本体から音がすることがありますが異
常ではありません。

チャージ
インフォメーション

充電アシストボタン

充電エリア
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故障かな？と思ったら
以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときには「故障お問い合わせ先」
へご相談ください。

チャージインフォメーションの見かた

１秒点滅（約１秒間隔）※1
消　　灯
点　　灯 青

̶
青

早い点滅（約 0.25 秒間隔） 青

色 携帯端末の充電状態
充電中
充電完了

携帯端末認識中
充電異常または故障

２秒点滅（約２秒点灯→約１秒消灯） 青 携帯端末の温度が高すぎる、あるいは低すぎる

表示状態

・専用ACアダプタを使用していない。
→専用ACアダプタを使用しても状態が変わらない場合、いったん
電源プラグをコンセントから抜き、数秒後に再度差してください。

・ワイヤレスチャージャー 01本体と携帯端末の間に異物がある。
→異物を取り除いてください。

・携帯端末が正常に認識されていない。
→充電エリアから携帯端末を取り外し、約 2 秒後に充電エリアの中
　央に置き直してください。

・充電できない
（チャージインフォメー
ションが早い点滅をする)

・専用ACアダプタを使用していない。
→付属の専用ACアダプタを使用してください。
・専用ACアダプタの電源プラグ、コネクタの差し込みが不十分である。
→電源プラグ、コネクタを確実に奥まで差し込んでください。

・ワイヤレスチャージャー 01本体と携帯端末の間に異物がある。
→異物を取り除いてください。

・携帯端末が充電完了またはほぼ充電完了している。
→すでに充電が完了しています。そのまま、ご使用ください。

・携帯端末を充電エリアの外周付近に置いている。
→充電エリアから携帯端末を取り外し、約２秒後に充電エリアの中
　央に置き直してください。

・携帯端末を正しい向きに置いていない。
→携帯端末の取扱説明書を参照して正しい向きで置いてください。

・充電できない
（チャージインフォメー
ションが点灯しない）

※1 1秒点滅（約 1秒間隔）が消灯または、早い点滅（約 0.25 秒間隔）となった場合は、携帯端末が認識され
ていません。

　　充電エリアから取り外し、中央に置き直してください。

・携帯端末が正常に認識されていない。
→充電エリアから携帯端末を取り外し、約 2 秒後に充電エリアの中
央に置き直してください。

・ワイヤレスチャージャー01本体と携帯端末の間に異物がある。
→異物を取り除いてください。

・充電できない　
（チャージインフォメー
ションが点滅を繰り返す）
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WCD （4版）
CNTACR(DO)

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合
（局番なしの）151（無料） 0120-800-000

※一般電話などからはご利用になれません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間　午前9:00～午後8:00（年中無休）

○番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

!"#$%$&'()'$*$+"",「eneloop」は三洋電機（株）の登録商標です。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　三洋電機株式会社

総合お問い合わせ先　＜ドコモ インフォメーションセンター＞　
取扱説明書に不明な点がございましたら、下記のところまでお問い合わせください。

■ドコモの携帯電話からの場合 ■一般電話などからの場合

（局番なしの）113（無料） 0120-800-000
※一般電話などからはご利用になれません。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間　24時間（年中無休）

○番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先
故障、異常かなと思われたら、下記のところまでお問い合わせください。

仕　様

入　力
出　力
寸　法

質　量
使用温度

ワイヤレスチャージャー 01本体 専用ACアダプタ

5℃～35℃
約140g

138×90×19mm
最大 5W

DC12V 600mA

5℃～35℃
規　格 WPC準拠 ー

約120g
ケーブル長さ ー 約190cm

71×30×45mm（突起部、コード含まず）
DC12V 600mA

AC100-240V  50-60Hz  18-24VA

・充電する場所の温度が高すぎる、あるいは低すぎる。
→5℃～35℃の場所で充電してください。
・充電中に携帯端末を使用している。
  →携帯端末を使用しながらの充電は、充電時間が長くなる場合があります。

・携帯端末の温度が高すぎる、あるいは低すぎる。
→5℃～35℃の場所で携帯端末をしばらく置いてから充電してく
ださい。

・充電中に携帯端末の位置がずれている。
→充電エリアから携帯端末を取り外し、約 2 秒後に充電エリアの
中央に置き直してください。

・充電できない
（チャージインフォメーショ
ンが約２秒点滅をする)

・充電が途中で止まる

・充電時間が長い
（各携帯端末のいまま
での充電時間と比べて）

仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
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