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お使いになる前に、本紙をお読みください。本製品の製品構
成、製品仕様や保証書は、台紙に記載しています。本紙および
台紙は大切に保管してください。
※安全にお使いいただくための大切な情報は、本紙うら面を
ご参照ください。
※台紙には、保証書と本製品の修理についての条件を定め
た約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼いた
だく場合に必要となりますので、大切に保管してください。
※設備や機器、制御システムなどでの本製品の使用は意図さ
れておりません。詳細は、本紙うら面「免責事項」を参照して
ください。
※最新の製品情報や対応機種については、カタログまたは
当社ホームページ（https://www.buffalo.jp/）を参照してく
ださい。

本紙では、本製品を充電することを「チャージ」、ほかの機器を
充電することを「充電」と説明しています。

本製品をチャージする

本製品の使用方法
※購入直後は本製品の残量が少ない場合があります。初めて
本製品をお使いになる際には、必ず本製品をチャージして
ください。

バッテリー残量について
本製品のLEDで本製品へのチャージ状態、機器への充
電状態を確認できます。
※バッテリー残量は、使用状況や環境温度などの条件によ
り、実際と異なる場合があります。

コンセントに接続した別売のUSB充電器またはパ
ソコンのUSB Type-A端子に、付属ケーブルの
USB Type-Aプラグを接続します。
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本製品でほかの機器を充電する

本製品のUSB Type-A端子と充電する機器の充電
端子を、機器に合ったケーブルで接続します。

1

接続したケーブルを外すと電源がOFFになります。

本製品のUSB microB端子に付属ケーブルのUSB 
microBプラグを接続します。LEDが点灯または点
滅して、本製品のチャージが開始されます。
※LEDの詳細は、後述の「バッテリー残量について」を確
認してください。
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※本製品にチャージする充電ケーブルは、本製品に付属の
ケーブルをご使用ください。また、USB充電器は当社製品
のご使用を推奨いたします。お使いのケーブルやUSB充電
器によっては正常にチャージできない場合があります。

※USB 充電器の出力が2A 未満の場合、チャージ時間が長く
なる場合があります。

※本製品に付属のケーブルを接続する際は、プラグの向きを
確認してください。間違った向きで接続すると、製品やプラ
グの破損の原因になります。

※本製品にはUSB充電器は付属しておりません。別途お買い
求めください。

※画像はイメージです。
※本製品にはAppleおよびAndroid専用の出力端子を
搭載しています。各専用端子に対応した機器を接続
することで、パソコンのUSB端子で充電するよりも短
い時間で充電できます。
・ Apple専用端子：Apple社製品（iPhone/ iPad/ iPod 
touchなど）
・ Android専用端子：Androidスマートフォン/ タブ
レット
なお、Apple専用端子にAndroid端末を接続したり、
Android専用端子にApple社製品を接続した場合も
充電できますが、対応した端子に接続した場合よりも
充電時間が長くなります。

※1：  電源がOFFの状態でも、本製品へのチャージを開始す
るとLEDが点灯/点滅します。本製品へのチャージが完
了したときは、すべてのLEDが点灯します。

※2： 電源がOFF時、ボタンを1秒以上押し続けると約10秒
間、本製品の残量を表示します。

※3： 充電中とチャージ中を比較した場合、バッテリー残量
の表示が異なることがあります。

※4：  過電流保護作動時、温度異常時または充電不良時は、
以下の手順を行ってください。
 (1) 本製品に接続しているすべてのケーブルを外してく
ださい。

 (2) 電源ボタンを1秒以上押し続けてください。LEDの点
滅が停止します。

※5： 保護機能が何度も動作した場合は、本製品の使用を中
止してください。

ご使用上の注意

保存時のご注意

●充電中は残量表示を続けますが、残量が少なくなった場合
は充電中でもLEDが消灯します。

●本製品へのチャージと機器への充電を同時に行うことはで
きません。本製品にUSB充電器と充電したい機器を接続し
た場合は、本製品へのチャージだけ行われます。（パスス
ルー充電非対応）

●お使いの機種によっては充電が完了しても残量表示が
100%にならない場合や、100%まで充電しても充電が自動
停止しない場合があります。手動で充電を停止したい場合
は本製品の電源をOFFにしてください。

●通電中は本製品が熱くなる場合がありますが異常ではあ
りません。
長時間、皮膚が触れた状態が続くと、低温やけどの原因と
なることがあります。

●シンナーやベンジンなどの有機溶剤で本製品を拭かない
でください。本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いて
ください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を
含ませ、かたくしぼってから拭きとってください。

・ 本製品は時間と共に少しずつ放電します。長時間使用しな
い場合は、本製品を50％程度チャージしてから保管してく
ださい。また、保管中も6か月に1度本製品をチャージしてく
ださい。

・ 高温、多湿になる場所を避けて保管してください。

●バッテリーは一般のゴミとして廃棄することはできません。
本製品を廃棄するときは、家電量販店などのリサイクル協
力店にお持ち込みください。
・ 回収されるのはモバイルバッテリー本体のみです。ケー
ブルなどの付属品は回収されません。製品本体内蔵の
電池は取り出す必要はありません。

・ USB端子などの端子はテープで塞ぎ、絶縁してください。

●ケーブルなどの付属品は地方自治体の指示に従って廃棄
してください。

電源をOFFにする

本製品の廃棄時のご注意

本製品の電源ボタンを1秒間押します。本製品の
すべてのLEDが一度点滅したあと、残量を表示し
ながら機器への充電が開始されます。
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※本製品に付属のケーブルは、充電端子がUSB microB
端子の機器への充電にご使用ください。そのほかの
機器は、機器に付属のケーブルをご使用ください。

    ：消灯　    ：点滅　    ：点灯

本製品の状態

電源OFF

本製品への
チャージ中※1、3

残量表示
機器への充電中※2、3

各保護機能動作時※4、5
・ 過電流保護
・ 過電圧保護
・ 短絡保護

バッテリー残量

電源OFF

～ 25％

25％～ 50％

50％～ 80％

80％～

100%

80％～

50％～ 80％

25％～ 50％

10%～ 25％

～ 10%

機器への充電停止

充電エラー

LED

35021770-01



BSMPB5210P2シリーズ　BSMPB5218P2シリーズ
取扱説明書

2019 年 2月　第 2版　株式会社バッファロー

絵記号の意味

■使用している表示と絵記号の意味
警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載してい
ます。この表示の指示を守らないと、使用者
が死亡または重傷を負う可能性が想定され
る内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者
がけがをしたり、物的損害の発生が想定さ
れる内容を示しています。

警告

注意

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体
的な警告内容が描かれています。
（例：　  感電注意）

○に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示
す記号です。○の中や近くに、具体的な禁止事項が
描かれています。
（例：　  分解禁止）

●は、しなければならない行為を示す記号です。●
の近くに、具体的な指示内容が描かれています。
（例：　  プラグをコンセントから抜く） 免責事項

■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全
部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁
じられております。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容につい
ては、改良のため予告なしに変更される場合があり、現
に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、
万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お
買い求めになった販売店または当社サポートセンターま
でご連絡ください。

商標・登録商標
BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。
本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標ま
たは登録商標です。本書では™、Ⓡ、Ⓒなどのマークは記載し
ていません。

安全にお使いいただくために
お客様やほかの人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品
を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を
記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容
をよく理解された上で、お使いください。
本製品使用時におけるいかなるデータの消失、破損または、
取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障、トラブルは、
当社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承くださ
い。

困ったときは 本製品を火の中、電子レンジ、オーブンや高圧容器
に入れないでください。また、本製品を加熱したりし
ないでください。
破裂、発火ややけどの原因となります。

警告

分解禁止

禁 止

禁 止

禁 止

強 制

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に
身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触
れて、体の静電気を取り除いてください。
体などからの静電気は、本製品を破損させる恐れ
があります。

注意

強 制

高温になる場所や熱のこもる場所では使用しない
でください。
電池が異常にあたためられ、発熱、破裂、発火の原
因になります。

禁 止

直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具
の近くでの使用または放置をしないでください。
破裂、発火ややけどの原因となります。

本製品の分解・改造・修理を絶対にしないでくだ
さい。
発熱、破裂、発火、やけどや感電の原因となります。ま
た、本製品のシールやカバーを取り外した場合、修
理をお断りすることがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで
ください。衝撃を与えてしまった場合は、すぐにケー
ブルを抜いて使用をやめてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になっ
たり、感電する恐れがあります。当社サポートセン
ターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

禁 止

本製品から液が漏れ出た場合は、本製品を火気か
ら遠ざけてください。
本製品に内蔵された電池が液漏れしたり、異臭が
するときは、直ちに火気より遠ざけてください。漏
れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となりま
す。

強 制

強 制

液体や異物などが本製品の内部に入ってしまった
り、煙が出たり、異臭、異音がしたら、すぐにケーブ
ルを抜いて使用をやめてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になっ
たり、感電する恐れがあります。当社サポートセン
ターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。

強 制

USBケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、破損、発熱、感電などの
原因になります。

強 制

USBケーブルは端子の接続方向を確認して、まっす
ぐに差し込んでください。
製品や端子部の破損の原因になります。

禁 止

ケーブルを加工したり、傷つけたりしないでくださ
い。
はさんだり、踏んだりしてケーブルを破損しないよ
うにしてください。また、破損したケーブルを使用し
ないでください。

小さなお子様が本製品を使用する場合は、本製品
の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のも
とで行うようにしてください。

濡れた手で本製品に触れないでください。
感電の原因となります。また、本製品の故障の原因
となります。

禁 止

振動する場所、平らでない場所では使用しないでく
ださい。
故障や破損の原因になります。また、落下して、け
がの原因になります。

禁 止

本製品を布や布団などで覆った状態で使用しないで
ください。
熱がこもって変形、火災の原因になることがありま
す。

禁 止

USBケーブルを差したまま、収納したり、持ち運び
をしないでください。
製品やケーブルのコネクター部破損の原因になり
ます。

禁 止

次の場所では使用しないでください。故障の原因
になります。
・ 強い磁界、静電気が発生する場所
・ 温度、湿度が本製品の使用環境を超える場所
・ 結露する場所
・ ほこりの多い場所

風呂場など水分や湿気が多い場所や、漏電・漏水
の危険があるところでは、本製品を使用しないでく
ださい。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

水場での
使用禁止

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、
輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度
な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれ
らに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、
設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本
製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害
などが生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。
設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火
災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全
を期されるようご注意願います。

■本製品は、日本国内での使用を前提に設計・製造されて
います。日本国外での使用における故障・不具合につい
ての責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、
外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等
の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿っ
てご使用ください。特に、注意事項として記載された取
扱方法に違反する使用はお止めください。

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証
しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合につ
いては、保証しておりません。本製品がハードディスク等
の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するも
のである場合は、本書に記載された注意事項を遵守して
ください。また、必要なデータはバックアップを作成して
ください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバッ
クアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に
伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を
負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損
害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場
合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を
修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換
致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じませ
ん。

■本書に記載された責任は、日本国内においてのみ有効で
す。

本製品をチャージできない
• 本製品に付属のケーブルを当社製USB充電器またはパソ
コンのUSB端子に接続して、チャージしてください。また、
ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

• 本製品のバッテリー残量が空の状態で長期間放置すると、
電池の品質が劣化しチャージすることができなくなります
（過放電状態）。この状態になった場合は、故障・発熱・発火
の恐れがありますので製品を使用しないでください。

禁 止

本製品のバッテリー残量が空の状態で長期間放置す
ると、電池の品質が劣化しチャージすることができな
くなります（過放電状態）。チャージできなくなったとき
は、使用しないでください。
この状態でチャージを行うと、故障・発熱・発火の
原因になります。


