
はじめに

本製品の使用
取扱説明書

絵表示の意味

パッケージの中を確認する
・ワイヤレス充電台 ×1
・専用ACアダプタ ×1
・取扱説明書/保証書 ×1（本書）

　

ご使用の前に

ワイヤレス充電台の各部の名前

充電用ポート

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。

*1:重傷 ： 失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・
中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期
の通院を要するものを指します。

*2:軽傷 ： 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけ
ど（高温・低温）・感電などを指します。

*3:物的損害 ： 家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる
拡大損害を指します。

警告

注意

危険
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死
亡または重傷*1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。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「死
亡または重傷*1を負う可能性が想定され
る」内容です。
この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽
傷*2を負う可能性が想定される場合および
物的損害*3の発生が想定される」内容です。

ワイヤレス充電台を回し、スタンド型
またはフラット型にする1

専用ACアダプタを接続する2

対応機種を上に置く3

充電が完了したら、対応機種を取り外す4

数秒後にLED が緑に点灯し、充電が開始します。

LED が数秒間、緑に点灯したあと、消灯します。

・同時に複数台の対応機種を充電することはでき
ません。
・充電中は対応機種を動かさないでください。

ご注意

対応機種をワイヤレス充電台からいったん離し、
数秒後に位置を変えて置き直してください。

充電が開始しない

本製品をご使用の前に、この説明書を必ずお読みください。
お読みいただいた後は、大切に保管してください。

Wireless Charging Base for iPhone/AndroidTM

対応機種

・ iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、ワイヤレス
充電対応のSoftBankスマートフォンなど

※詳しくは、https://www.softbankselection.jp/pkg/SB-WC01
　をご覧ください。

・ ICカード収納可能ケース、金属素材のケース/リング
は対応機種から取り外してください。また、金属素材
のストラップやシールなどを、ワイヤレス充電台や対
応機種に貼り付けたり、上に置いたりしないでくださ
い。火災、発熱や、異物検知機能により充電が停止す
る恐れがあります。

・分厚いケースは対応機種から取り外してください。充
電ができなかったり、充電時間が長くなったりする恐
れがあります。

・対応機種のバイブレーション機能をオフにしてくださ
い。充電中にバイブレーションが作動すると、充電が
停止したり対応機種が落下したりする恐れがあります。

・本製品に直射日光が当たるような場所や、高温になる
場所での使用はお控えください。充電時間が極端に長
くなる可能性があります。

・ワイヤレス充電台側面の穴は、内部の発熱を抑え、放
熱するための穴です。付近に物を置いたり、穴をふさ
いだりしないでください。充電時間が長くなる可能性
があります。

使用上の注意

・ご使用時、一般電話、テレビ、ラジオから離してください。
また、他のワイヤレス充電台を近づけないでください。

・使用中は、通話、ワンセグなどの通信状態が悪くなる
ことがあります。

・安定した場所にワイヤレス充電台を置いて充電してく
ださい。対応機種がぐらつくと、充電が停止すること
があります。

・ワイヤレス充電台の穴に異物が付いてる場合は、掃除
機などで取り除いてください。

・直射日光の当たる場所で使用や保管をしないでくださ
い。 ワイヤレス充電台の対応機種設置部が黄変・硬化
する可能性があります。

以下が正しく行われているかを確認してください。

・専用ACアダプタが、ワイヤレス充電台とコンセン
トに奥まで接続されている

・対応機種にICカード収納可能ケース、金属素材の
ケース/リング、分厚いケースが装着されていない

・金属素材のストラップやシールなどを、ワイヤレス
充電台や対応機種に貼り付けたり、上に置いたりし
ていない

・対応機種以外の物をワイヤレス充電台に載せていない
・直射日光が当たらない、もしくは高温にならない環
境で使用している

上記が正しく行われていても充電できない場合、対
応機種が認識されていない可能性があります。対応
機種をワイヤレス充電台からいったん離し、数秒後
に位置を変えて置き直してください。

使用場所を選ばない
フラット型

顔認証や通知確認
が容易なスタンド型

フラット型の場合 スタンド型の場合

LED
LED

LED LED

回転部

●置き方の例

?

コンセント

LEDの見方

充電できない場合

お客様窓口のご案内

3秒点灯後、消灯
点灯
遅い点滅
早い点滅

専用ACアダプタ接続
対応機種が充電中
対応機種が高速充電中*
充電異常または故障

緑
緑
緑
赤

表示 LEDの色 状態

充電用ポート

*: 高速充電対応機種のみ。

製品に関することは、以下にお問い合わせください。
ソフトバンクセレクションお客様窓口
       TEL：0800-111-2247
e-mail： sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：10:00 ～ 19:00（特定休業日を除く）



付録

保証について

安全上のご注意

保証規定

お客様は下記保証規定を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

ご注意
●本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場
合、当社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国
外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any 
damages or losses arising from use of, or inability to use, this product 
outside Japan and provide no technical support or after-service for this 
product outside Japan.) ●本製品を運用した結果の他への影響につい
ては、当社は一切の責任を負いかねます。●本製品および本書は、
改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。●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。

販売元：ソフトバンク コマース＆サービス株式会社
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2　汐留住友ビル

■ 保証内容
1.  本製品同梱の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本
製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法
で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、同梱品・消耗品等は含
みません）の故障に限り、無償で本製品を交換いたします。保証期間内
外にかかわらず、修理対応はおこなっていません。なお、本製品の外観・
美観等については保証の対象となりません。また、交換させていただい
た製品の保証期間は、交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、
交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■ 無償保証範囲
2.  以下の場合には、保証対象外となります。
（1） 保証期間を経過した場合。
（2） 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
（3） 保証書にお客様の情報の記載がない場合。
（4） 保証書に販売店、購入年月日の記載、もしくは購入証明（レシート・

納品書）がない場合。
（5） 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（6） 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による

改造、分解、修理により故障した場合。
（7） 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または

破損した場合。
（8） 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故

障した場合。
（9） 「取扱説明書」に記載された内容（危険・警告・注意等を含む）に反し

た使用をした場合。
(10)「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請

される場合。
(11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して

故障が発生した場合。
(12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、

落下等により故障した場合。
(13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの

外的要因により故障した場合。
(14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認めら

れる場合。
(15) その他、交換が認められない事由が発見された場合。
■ 交換
3.  交換のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓
口（連絡先：0800‐111‐2247（通話料無料））までご連絡ください。交
換に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただ
く際に、下記情報をお手元にご用意ください。

［必要な情報］
（1）  製品名、製品型番
（2）  故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
（3）  発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
（4）  発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
（5）  ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）
（6）  返送先（氏名・住所・連絡先［10:00 ～ 19:00に連絡がつく電話番号］）
（7）  保証書・購入証明（レシート・納品書）
4.  お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただ
く方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクションサ

ポートセンターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保
証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様
からいただいた個人情報は、原則として本製品の交換の目的の範囲内
で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保する
ためにお客様にご連絡する必要性がある場合には、当該情報を利用す
ることがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の
取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照くださ
い。（URL https://cas.softbank.jp/privacy/index.html）

5.  交換のご要請をいただいた本製品について、同機種の製品と交換がで
きないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、
新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。

6.  交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
7.  記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクショ
ンサポートセンターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は
行わず、すべて粉砕処分するため、データの復旧はできません。

■ 免責事項
8.  本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場
合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任
は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

9.  いかなる場合も 本製品の故障またはその他瑕疵に起因する予見の
可否にかかわらず特別損害については、弊社は責任を負いません。

10.データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または
重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

■ 保証規定の変更
11.当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本保証規
定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条
件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保
証規定については、当社ホームページ等により通知するものと
し、通知によりお客様は同意したものとみなします。

■ 有効範囲
12.この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製
品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証
もいたしません。（This warranty is valid only in Japan.）

電源プラ
グを抜く

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。
■禁止・強制の絵表示の説明

使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損、
芯線露出、断線などの異常がみられた場合は、すぐに使
用を中止する
異常発生後、本製品を修理しないでください。

本製品は、5℃～ 35℃の環境で使用する
対応機種の使用温度範囲については、ご使用の対応機種の取
扱説明書をご覧ください。

指定の電源、電圧（AC 100V－240V）の家庭用交流コ
ンセントで使用する

専用ACアダプタのプラグを抜き差しする場合、ケーブル
を引っ張るなど無理な力を加えず、接続するポート/コン
セントに対してまっすぐ確実に抜き差しする

●火災、やけど、けが、感電などを防ぐために

次の場所で使用したり保管したりしない
●寝具の上●乳幼児の手の届く場所●ペットの近く

充電中は、長時間触れない
眠ってしまって意図せず長時間触れたり、本製品をポケットの
中に入れたりしないでください。

本製品の電磁波が、医療機器（ペースメーカーなど）や電子機
器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、各医用電気機
器メーカー、または販売業者にご確認ください

●低温やけどや故障などを防ぐために

長時間充電が完了しない場合、充電を中止する
過充電の恐れがあります。

専用ACアダプタのお手入れの際は、電源プラグをコンセ
ントから抜いて行う

本製品内部やコネクタに異物などが付いた場合、電源プラグ
をコンセントから抜いて、すぐに使用を中止する

ワイヤレス充電台の上や、ワイヤレス充電台と対応機種の
間に異物を置かない

本製品は、対応機種以外で使用しない
専用ACアダプタは、本製品以外で使用しない
本製品に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
発火、発熱の恐れがあります。

電子レンジやIH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの
高圧容器に入れたり、近くに置いたりしない
タコ足配線はしない
発熱の恐れがあります。

次の場所で使用したり保管したりしない
●使用温度範囲外の場所●火気や暖房器具の周辺、直射日光の当
たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所や熱のこもりやすい
場所●風呂場やキッチン、加湿器のそばなど、水分や湿気の多い場
所、結露が起きる場所●ほこりの多い場所●ぐらついた台の上や
傾いた場所など、不安定な場所●布や毛布などをかぶせた状態●
ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所

指定以外の方法で充電しない

雷が鳴り出したら、本製品に触れない

プラグやポートに、導電性異物（ネックレスやヘアピン、
鉛筆の芯、金属製ストラップなど）を接触させたり、これ
らと一緒に持ち運んだり保管したりしない
ほこりが内部に入らないようにしてください。発火、破裂、発
熱の恐れがあります。

鋭利な物（釘など）を刺したり、硬い物（ハンマーなど）
で叩いたり、踏みつけたりするなど、過度な力を加えない
発火、破裂、発熱、漏液の恐れがあります。

落下させる、重い物を載せる、踏みつける、投げつけるな
ど、強い力や衝撃、振動を与えない
コンセントにつないだ状態で、プラグやポートをショート
させたり、手や指など身体の一部で触れたりしない
分解、改造をしない

水などの液体（飲料水や汗、海水、ペットの尿、化粧品、
その他の薬剤など）で濡らしたり、濡れた手で扱ったり
しない。また、花瓶や植木鉢、コップ、化粧品など、液体
の入った容器の近くに置かない
万一濡れた場合、使用を中止してください。

禁止

禁止

指示

子供が使用する場合、保護者が取り扱いの方法を教え、誤っ
た使い方をさせない

次の場所で使用したり保管したりしない
・ 電子レンジやIHコンロの近くなど、強い磁気や電気的ノイズ
（静電気など）が発生する場所
・キャッシュカードやクレジットカードなど、磁気データの近く

●けがや故障などを防ぐために

●データの破損などを防ぐために
禁止

禁止

指示
指示に基づく行為の強制（必ず実行していただく
こと）を示す記号です。

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。

禁止（してはいけないこと）を示す記号です。

分解してはいけないことを示す記号です。

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。

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

禁止

分解禁止

水濡れ禁止

濡れ手禁止

分解禁止

水濡れ禁止

濡れ手禁止
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●電磁波について

指示

仕様

DC12V/最大1.5A
最大10W
5～35℃
約95(W)×95(D)×28(H)mm

入力電圧/電流
出力電力
使用温度範囲
外形寸法

●ワイヤレス充電台

AC100V-240V、50/60Hz共用/0.5A
DC12V/最大1.5A
約35(W)×54(D)×84(H)mm 
（突起部、ケーブルを除く）
約1.5m（コネクタを除く）

入力電圧/電流
出力電圧/電流
外形寸法

ケーブル長

●専用ACアダプタ

電源プラ
グを抜く


