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奥付

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft
ミュンヘン、ドイツ
www.bmw.com
元の操作説明書の翻訳
Copyright ©2020 BMW AGミュンヘン

本書には著作権保護されている情報が含まれています。特に複製や皮膚に関わるすべての権利は留
保されています。本書のどの部分も形態を問わず（コピー、スキャン、その他のプロセス）BMW
による許可書なく複製や電子システムを使用した処理に掛けること、複製や配布は禁止されていま
す。

この条件に違反した場合賠償責任が発生します。

警告

除細動装置を装備していない心臓ペースメーカーインプラントや両室ペースメーカーイ
ンプラントを装着した方は、充電中にインプラントをBMW Wallboxと充電ケーブルから
遠位に維持してください。
充電中は除細動装置が装備されていない心臓ペースメーカーや両室ペースメーカーイン
プラント機能の制約につながる場合があります。 
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このマニュアルに関する注記

BMW Wallboxのお買い上げありがとうございます。

車両の充電を始める前にこの装置の取扱説明書をよくお読みくださ
い。電気自動車やプラグインハイブリッド車のハイボルテージバッテリー充電について重要な注記
が記載されているので、Wallbox近辺のすぐ手にできる場所に本文書を保管してください。

Wallboxの設置ならびに保管と運搬には設置説明書が適用されます。取付説明書に全テクニカル
データならびに許容環境条件が記載されています。

このマニュアルは後で使用するため注意して保管してください。最新マニュアルはウェブサイ
トhttps://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/からダウンロードいていただけます。

Wallboxを大いに楽しくお使いになれるように

BMW AGではお祈りしています

記号の凡例

このマニュアルの各所に可能な危険に対する注意事項と警告が記載されています。使用されている
記号の意味：

警告
適切な予防措置を講じない場合、死亡または重傷事故が発生する可能性があることを意味し
ます。 

警戒
適切な予防措置を講じない場合、物損や軽傷につながりうることを意味します。 

注意
適切な予防措置を講じない場合、物損につながりうることを意味します。 

ESD
この警告により静電気から損傷を受けやすい部品と接触した場合に可能な帰結について注意
されています。 

注意事項
負傷リスクを含まないプロセスを示します。 

この雷マークは感電の危険を表します。
有資格であり許可された電気技士のみアクセス可能です。
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注意事項

安全注意事項

警告

電気による危険!
Wallboxの設置や初期稼働、メンテナンスは関連の教育を修了し資格認定され業務を許可
されている電気技士(1)のみ行うことができます。業務の際これらの電気技士は適用規格
と設置規定を守る責任を負います。詳細は設置説明書を参照してください。
電気による危険/火災の危険!
故障したまたは損耗や汚れた充電ケーブルプラグを決して使用しないこと。
電気による危険!
ステータスLEDが連続点灯しているときは、Wallboxを交換するまで電源から切り離して
ください。充電ケーブルの電圧をオフにすることができなくなります。
オーナー（エンドユーザー）は、Wallboxを完全な状態でのみ使用する責任があります。
Wallboxの修理作業は認められず、メーカーまたは専門資格を持つ技術要員しか行うこと
ができません（Wallboxの交換）!
損傷したWallboxは直ちにオフにし、交換してください。
Wallboxを独断で位置変更や改造しないでください!
安全記号、警告注意事項、出力銘板、型式銘板、ケーブルのマーキングなどの標識を取
外さないでください!
Wallboxには電源スイッチがありません! 回路遮断器としてはデバイスのプラグまたは、
これがない場合、分電気側の出力ヒューズによります。
電気自動車やプラグインハイブリッド車をWallboxと接続する際は延長ケーブルを決して
使用しないでください。
電気自動車やプラグインハイブリッド車またはチャージャーのみ接続することができま
す。その他の負荷をエツ族しないこと（電動ツール等）!
充電ケーブルを抜く時はプラグを握ってのみ外し、ケーブルをプラグブラケットから引
かないでください。
充電ケーブルが機械的に損傷（折れ曲り、挟まれや乗上）されず、接点範囲が熱源、
ダートや水と接触しないようにご注意ください。
充電を行う前に損傷を必ず目視点検してください。このとき特にケースの損傷、充電
プラグの接点領域のダートや水分、充電ケーブルの切り傷や絶縁体の摩損、ならびに
Wallboxケーブル取り出し口の確実な固定を点検してください。 

(1) 専門教育、知識、経験ならびに関連規格の知識に基づいて、任された作業について判断し、可能
な危険を識別できる人員。
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警戒

Wallboxが不正な取扱により損傷しないよう（ケースカバー、内装部品等）にご注意くだ
さい。
充電ケーブルを抜く時は充電ケーブルプラグを握ってのみ外し、ケーブルをジョイント
コネクターから引かないでください。
充電ケーブルが機械的に損傷（折れ曲り、挟まれや乗上）されず、接点範囲が熱源、
ダートや水と接触しないようにご注意ください。 

注意

降雨や降雪のときに屋外設置されたWallboxの電力接続領域カバーを開かないでくださ
い!
カバーを開く前に実施ちゅうの充電を終え、車両から切り離してください。 

規定通りの使用

Wallboxは屋内外両用充電ステーションで、これで電気自動車やプラグインハイブリッド車に充電
することができます。電動ツール等他の装置との接続は認められません! このWallboxはウォールマ
ウントやコラムスタンドに取付けて使用します。Wallboxの設置と接続に関しては関連規則に従っ
てください。

装置の規定通りの使用には、いずれの場合にも本装置が開発された対象である環境条件を守ること
を含みます。

Wallboxは関連安全規格に準拠して開発、製造、検査、文書化されています。規定通りの使用のた
めに説明されている指示や安全技術的注意事項をお守りになっていれば、本製品から通常の使用で
物損や健康への害悪といった危険は発生しません。

本装置は接地してご使用ください。故障したときには接地接続されていると感電リスクが軽減され
ます。

このマニュアルに記載の指図に例外なく従ってください。これを怠るとリスク発生源が生じるある
いは、安全装置が機能しなくなる可能性があります。このマニュアルに説明されている安全注意事
項とは関係なく、使用状況ごとに対応する安全規則や事故防止規定に従ってください。

技術的または法的制限があるため必ずしもすべての国ですべてのバリエーション/オプションをご利
用いただけるとは限りません。
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このマニュアルについて

このマニュアルと説明されている機能の適用対象となる装置の型式:

BMW Wallbox Plus (BMW-E10-JC140621-E1R)

このマニュアルに記載の図解および説明は装置の平均的仕様に基づいています。お使いの装置の仕
様はこれと異なる場合があります。

このマニュアルの対象読者:

エンドユーザー（Wallboxのユーザー）
初期稼働技術者、整備技術者

保証

材料または製造上の瑕疵については設置完了日から2年の保証期間以内に適用されます。次の場合
には保証は適用されません:

BMW Wallbox Plus設置説明書に従わない設置が原因で発生した瑕疵または損害。
BMW Wallbox Plus取扱説明書に従って使用されなかったことが原因で発生した瑕疵または損
害。
BMW販売店または許可を受けた認定整備ワークショップから委託された専門の電気技士によっ
て実施されなかった修理に関わる費用。BMW販売店または許可を受けた認定整備ワークショッ
プによって委託された専門の電気技士によって実施されなかった修理が原因となって発生した
瑕疵または損害。

日
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操作

ディスプレイと操作要素

機能：
電気自動車やプラグインハイブリッド車の充
電
LANによるネットワーク接続
ローカルのスマフォApp
RFID機能
直結式Modbus-RTU (RS485)電力計を利用し
た住宅電気接続部監視（後置電力計ヒュー
ズ）

1 ステータスLED
2 RFIDステータスインジケーター
3 RFID検出可能範囲
4 充電ケーブルプラグ用ホルダー
5 充電ケーブルプラグ

充電開始

RFID認証が必要です: RFID機能が有効化されたWallboxについてはRFID認証章の説明に
従ってください。

停止状態においてまたは認証に成功するとステータスLEDが常時青く点灯します。差し
込んである場合は、ここで車両をWallboxと接続します。

充電ケーブルプラグの機械的ロック（充電ソケット付きバリエーション）を試み、内部
セルフテストが実行されている間、ステータスLEDが数秒間オレンジ色に点灯します。

セルフテストの結果がよければステータスLEDが再び青く点灯します。車両は以上で接
続完了し、認証されました。この時点から充電を車両から開始することができます。

充電の実行中はステータスLEDが青くゆっくりと点滅します。充電は車両側から開始さ
れ、車両設定に応じて開始を遅延させることもできます。
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充電終了

充電は車両をアンロックして充電ケーブルを抜き取ることで終了されます。充電終了について詳細
は車両メーカーのマニュアルをご参照ください。認証のために使用したRFIDカードでログオフする
ことによっても充電を終了することができます。

1. 充電ケーブルを車両から抜き取、充電ケーブルをWallboxに巻いてください。

充電ケーブルの保管

1. 充電ケーブルをWallboxに巻いてください。
2. 確実に保管するため充電ケーブルプラグ用ホ

ルダー1に充電ケーブルプラグを差し込んで
ください。

注意事項
Wallboxの仕様によっては図が表示されて
いる形態とは異なる場合があります。 

日
本
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ステータスLED情報

ステータスLEDの各部分
ステータスLEDはWallboxの現在の稼働状態を表
します。このランプはS1からS4の4つの部分か
ら構成されます。これらが同時にまたは別個に
異なる色で点灯や点滅します。
ステータスLEDは電源がオンになっているとき
のみ点灯し、Wallboxが未認証のときは見えませ
ん。
別段の記載がない限り、4つの部分は同時に点灯
します。

住宅電気接続部監視による充電電流の制限
「住宅電気接続部監視」機能がオンになっているときに電力計との接続が切れると、ス
テータスLEDのS1とS2がオレンジ色にゆっくり点滅します。
電力計との接続が回復するまで充電電流は10 Aに削減されます。

温度による停止
Wallboxの許容限界温度を超過すると、一時的に充電が中断され、ステータスLED
のS3とS4がオレンジ色にゆっくり点滅します。
冷却時間が経過すると充電は自動的に再開します。

初期稼働モード
初期稼働モードがオンのときは、ステータスLEDのS2とS3がオレンジ色に点灯しま
す。

故障
エラーが発生すると、ステータスLEDが特定のカラーコードで知らせてくれます。詳細
はトラブルシューティングを参照してください。
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BMW iV App

BMW Wallboxはネットワークと接続した後BMW iV Appで操作します。この機能はインターネット
からの操作はできず、該当するネットワークからしかご利用になれません。

BMW iV Appで特に充電を開始や停止します。充電電流を充電中に変えることもできます。

最新機能と説明は各Appストアーをご参照ください。BMW iV AppはiOSとAndroidオペレーティン
グシステムに対応し、iTunes StoreでもGoogle Play Storeでも入手できます。

BMW iV Appの追加情報や最新情報はBMWサービスページの充電製品のうちで
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app 入手可能です。

日
本

語
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再起動する

サービススイッチ

カバーを開く際の注意事項:

損傷する危険! 電子部品は接触により破損しやすいです!

アッセンブリーを取り扱う前に金属性の接地された物に触って放電させてください!

カバーを開く前に実施ちゅうの充電を終え、車両から切り離してください。 

1. ケースカバーを取外します（章を参照）。
ケースカバーの取外し。

2. ポートブロックのカバーを取外して（章を参
照） 接続領域カバーの取外し、サービスス
イッチにアクセスします。

3. 作業が済んだらポートブロックカバーとケー
スカバーを取り付けます。この際 接続領域
カバーの取付け および ケースカバーの取付
けの章の説明をご参照ください。

1. 1回目の信号音が鳴るまでサービススイッチを（約2秒）押します。装置がこれに続
いて再起動します。

注意

サービススイッチを長く押しすぎると（約5秒）、RFIDカードが消去される可能性がありま
す。 
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認証

最初は認証機能がオンになって納入されます。同梱のRFIDカードは工場でプログラム済み
です。 

RFIDカード

4枚ある同梱のRFIDカードはユーザーをWallbox
に認証するために使用します。

1 RFIDマスターカード（白）
2 RFIDユーザーカード（赤、緑、青）

RFID認証

RFIDセンサーはISO 14443とISO 15693準拠
のRFIDカードでWallbox充電の際ユーザーが
タッチレスで認証するためのものです。

1 ステータスLED
2 RFIDステータスインジケーター
3 RFID検出可能範囲

日
本

語
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認証必須
RFIDステータスインジケーター2とRFID検出可能範囲の枠3が白くゆっくりと点滅しま
す。

1. RFID検出可能範囲 3の前にRFIDカードをかざしてください。

認証完了
認証に成功するとクレシェンドの音調で知らされ、RFIDステータスインジケーター2が
2秒間緑に点灯します。

認証失敗
認証に失敗するとデクレシェンドの音調で鳴り、RFIDステータスインジケーター2が2
秒間赤く点灯します。

充電許可
認証完了後に充電が60秒間に開始されない場合、自動的に許可がオフになります。許
可が有効な間はステータスLED 1が青く点灯します。この時間内には別のカードでは有
効にも無効にもすることはできません。
1. 次ぎ車両を接続してください。この時点から充電を車両から開始することができま

す。

認証機能の設定

注意事項

Wallboxの認証機能はオフにすることができます。認証機能の無効化またはユーザーカード
の消去を行うには、Wallboxのケースカバーと接続領域カバーを取外して、サービススイッ
チに手が届くようにします。 

注意事項

認証機能を設定するときは電動車が接続されていてはなりません。 
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サービススイッチ

カバーを開く際の注意事項:

損傷する危険! 電子部品は接触により破損しやすいです!

アッセンブリーを取り扱う前に金属性の接地された物に触って放電させてください!

カバーを開く前に実施ちゅうの充電を終え、車両から切り離してください。 

1. ケースカバーを取外します（ケースカバーの
取外し章を参照）。

2. 接続領域カバーを取外して（接続領域カバー
の取外し章を参照）、サービススイッチに手
が届くようにして下さい。

3. 作業が済んだらポートブロックカバーとケー
スカバーを取り付けます。この際 接続領域
カバーの取付け および ケースカバーの取付
け。

RFIDマスターカードのプログラミング

1. 2回目の信号音が鳴るまで（約6秒）サービススイッチを押します。記憶させたすべ
てのRFIDカードは（マスターカードを含む）ここで消去します。自動的に再起動さ
れます。

2. 再起動後に、RFID検出可能範囲が表示されるやいなや、60秒間以内に、プログ
ラミングするRFIDマスターカードをRFID検出可能範囲にかざし、信号音を待ちま
す。
RFIDマスターカードはプログラミングされました。確実に保管してくださ
い。RFIDマスターカードは充電許可にも使用することができます。

日
本
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その他のRFIDユーザーカードプログラミング

注意事項

以下の手順は車両を接続した状態で行うことはできません。 

注意事項

合計20枚のカードをWallboxでプログラミング可能です。 

1. 実施中の充電を終了し、車両をWallboxから切り離します。
2. RFIDマスターカードをRFID検出可能範囲にかざし、信号音を待ちます。
3. 5秒以内に新規RFIDユーザーカードをRFID検出可能範囲にかざし、信号音を待ちま

す。RFIDステータスインジケーターがオレンジ色に変わります。
4. 確認するため、5秒以内にRFIDマスターカードをRFID検出可能範囲の前にかざし、

信号音を待ちます。RFIDユーザーカードは以上でプログラム済みであり、RFIDス
テータスインジケーターは再び白に切り替わります。

すべてのRFIDカードをメモリーから消去する

1. 2回目の信号音が鳴るまで（約6秒）サービススイッチを押します。記憶されたすべ
てのRFIDカードは（マスターカードを含む）ここで消去します。自動的に再起動さ
れます。

2. RFID機能を継続してオンにする必要があれば、RFIDマスターカードのプログラミ
ングをここで再開します。

RFID機能をオフにする

1. 2回目の信号音が鳴るまでサービススイッチを押します。記憶されたすべてのRFID
カードは（マスターカードを含む）ここで消去します。自動的に再起動されます。

2. RFID機能は、次の60秒間RFIDカードを読取り範囲の前でかざさないときにオフに
なります。オフになった後はRFIDステータスインジケーターが消えます。
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設定

この設定ラベルは袋の中にRFIDカードといっ
しょに入っています。

注意事項

このラベルを確実に保管してください。 

ウェブインターフェース

Wallboxにはウェブサーバが内蔵されており、多くの情報（ステータス情報、測定値やログ情報）
の表示が可能です。ここで設定を変更することはできません。

注意事項

ウェブインターフェースから特に、住宅電気接続部監視用に設置されているメーターの値が
正しく読み取られているかを確認することができます。 

注意事項

WallboxのIPアドレスは設置説明書に従って設定済みであり、DHCP設定の際、お使いのネッ
トワークのルーターから識別する必要があります。

日
本

語
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ウェブインターフェースの立ち上げ

1. お使いのインターネットブラウザーのアドレス行にWallboxのIPアドレスまたはルーターが割り
当てたWallboxのDNS名を入力します。例：http://192.168.0.10
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故障

注意事項

取扱説明書や設置説明書など追加的または最新情報は、https://charging.bmwgroup.com/web/
wbdoc/のサービスページをご参照ください。 

注意事項

表示されたフォルトコードが以下に記載ない場合、BMW Serviceにご相談ください。 

トラブルシューティング

問題 可能な原因

ステータスLEDが点灯しない 1. 電圧供給がない – 漏電遮断器とブレーカーを確認
し、必要ならオンにします。

2. Wallboxの故障– 場合によっては担当のサービスパー
トナーにご連絡ください。

充電が始まらない 1. 充電ケーブルプラグが正しく差し込まれていない –
充電ケーブルプラグを抜いてから再度差し込んでく
ださい。

2. 車両が電力を要求しないまたは故障が発生した – 車
両を確認してください。

3. 認証が正しく完了していない – マニュアルの説明に
従ってください。

4. 車両は後日の充電開始時点に向けてプログラムされ
ています。

車両の充電不備/充電時間が異常に長
い

1. ローカルのWallbox住宅電気接続部監視が家屋の消費
電流が高いために稼働している。

2. iV Appからの許可なし、充電開始遅延や充電電流の制
限。

3. SmartHomeハウスｺﾝﾄﾛｰﾗによる許可なしや充電電流
の制限。

日
本

語
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車両の充電不備/充電時間が異常に長
い

4. 充電モードや出発時間等の車両設定が不正。
5. 車両またはWallboxが原因の過度の高温による電流降

下– 車両とWallboxを充電前に直射日光から遮ってく
ださい（カーポートやガレージに入れる）。ジョイ
ントコネクターのダート、摩耗、損傷を目視点検し
てください。場合によっては担当のサービスパート
ナーにご連絡ください。

充電ケーブルプラグを差し込めない 1. 充電が車両から終了していない– 充電を車両メーカー
のマニュアルに従って終了してください。

2. 充電ケーブルプラグが牽引負荷を受けておりアン
ロックされない – 充電ケーブルプラグを押し込み、
再度車両でアンロックします。

ステータスLEDが赤く点滅している
（ステータスLEDの一部が赤く点滅
しつつ白または青の点灯も混じる）

1. 障害 – 障害の可能な原因を最初に確認します（障害
時に考えられ得るエラー原因章を参照）。
Wallboxの電源電圧を付属の回路遮断器からオフにし
てください。充電ケーブルを抜いて電源電圧を再度
オンにします。

ステータスLEDが常時赤く点灯して
いる

1. Wallboxは充電ケーブルの電圧をオフにできな
い – Wallboxを再起動します。問題がまだ続く場
合、Wallboxを電源から切り離し、交換します。

2. 保護導線が接続されていない – 保護導線を正しく接
続してください。

3. 保護導線接続の抵抗値が高すぎる – 保護導線を正し
く接続してください。

4. CCID試験に不合格 - 問題がまだ続く場合、Wallboxを
交換してください。

エラーのリセット

差し込む段階または充電中に中断が発生した場合、Wallbox側で充電を自動で始動しようとします
（5回まで）。

充電を開始できない場合、充電を終了するか場合によってはWallboxを再起動してリセットする必
要があります。原因を把握できないままエラーが反復する場合、担当のサービスパートナーにご連
絡ください。
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障害時に考えられ得るエラー原因

全般エラー（赤/白のカラーコードで表記されています）

「白 / 白 / 白 / 赤」

エラー1 [0001]

1. Wallboxセルフテスト中に（ステータスLED
がオレンジ色に点灯）車両が再び切り離れ
た。

2. 充電中に充電ケーブルプラグが引き抜かれ
た:
充電ケーブルプラグが正しくロックされて
いない – 充電ケーブルプラグを抜き取り、
正しく差してください。このとき正しく
ロックされることを確認してください。

「白 / 白 / オレンジ色 / オレンジ色」

エラー3 [0011]

温度による停止:
Wallbox内の許容温度を超過。エラーコードが短
時間表示された後、Wallboxが冷めるまでステー
タスLED S3とS4がオレンジ色に点滅します。

「白 / 赤 / 白 / 赤」

エラー5 [0101]

Wallboxが電気自動車
やプラグインハイブリッド車ではなく、未許可
の電気機器を検出した:
規格準拠の電動車両しか充電することが許可さ
れていません。未許可の機器を取外し、充電を
やり直します。

「赤 / 白 / 白 / 白」

エラー8 [1000]

Wallboxの充電ケーブルプラグが無効な状態を示
す:
ケーブルのハードウェアエラー – 充電ケーブル
プラグを抜いて、正しく差し込み、場合によっ
てはケーブルを交換してください。 日

本
語
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パワーユニットの故障（赤/青のカラーコードでで表されます）

「青 / 青 / 青 / 赤」

エラー8001 [0001]

充電電圧をオンにできない。内部プロセスエ
ラーまたはハードウェアの故障:
車両を再度接続するかWallboxを再起動します。
問題が反復いて発生する場合、サービスにご連
絡ください。

「青 / 青 / 赤 / 青」

エラー8002 [0010]

入力電圧が許容範囲外にある。
断面積が小さすぎるまたはケーブルが長すぎる:
電流諸元を下げるまたは通電ケーブルを電気技
士に強化してもらう。
限界電圧 (最初-最大): 160 V～280 V
場合によっては担当の電力会社に電力網の最大
電圧公差をお訊ねください。

「青 / 青 / 赤 / 赤」

エラー4003 [0011]

車両の過電流が検出されました:
車両が最大許容電流に維持されずオフにされた
– 問題がまだ続く場合、車両をワークショップ
にお持込ください。

「青 / 赤 / 青 / 赤」

エラー8005 [0101]

漏電監視:
セルフテストで漏電が検出された、またはモニ
ターが過度の漏電のためにトリガーされた。
充電ケーブルの損傷またはプラグへの浸水を
点検してください。トリガーは近辺での落雷に
よっても場合によっては発生することがありま
す。
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「青 / 赤 / 赤 / 赤」

エラー8007 [0111]

安全監視:
内部安全回路上に問題が検出された。
電荷保護の接点が場合によっては開路しなく
なっていた。この状態ではWallboxが自動再起動
を試行できません。
Wallboxを電力網側で再起動してください。
特定の場合においては故障の様態からしてソ
フトウェアの問題が原因である可能性があり
ます。ソフトウェア更新によって問題を解決で
きる場合があります（ソフトウェア更新章を参
照）。
更新後にも装置でエラーが反復いて表示される
場合、担当のサービスパートナーにご連絡くだ
さい。

日
本

語
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メンテナンス

清掃

注意

損傷する危険!
次の原因により可能性がある損傷を防止してください:

腐食性溶媒や洗剤
研磨材料
ウォータジェットなどの放水による洗浄
加圧

洗剤の注意事項に従ってください。 

Wallboxのハウジングを必要に応じて湿らせた布できれいにしてください。なかなか取れない汚れ
はマイルドな、溶媒を含まない、研磨性ではない洗剤で落とすことができます

注意事項

BMWで試験済みの洗剤やケア製品をご使用になるようお勧めします:

ケース用艶消し塗装の特殊クリーナー 商品番号83 12 2 285 244.
高光沢表面用ガラスクリーナー 商品番号83 12 2 288 901. 

メンテナンスと修理

ご質問や問題は実施する電設会社にお尋ねくだ
さい。修理は技術要員しか行うことができませ
ん。担当のサービスパートナーにお問い合わせ
になる前に: 
1. このマニュアルと車両の説明書に記載のトラ

ブルシューティングをご確認ください。
2. モデルバリエーションとシリアル番号をメモ

します。銘板1はWallboxの右側にあります。
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廃棄処分

装置を規則に従って使用廃止した後、装置をサービスに処分させるか、現行適用の
全廃棄処分規則に従って廃棄してください。

廃棄処分上の注意事項
バツ印で消されたごみ箱は、アクセサリを含め電気電子機器を一般家庭ごみから分
別して処分することを意味します。注意事項は製品内、取扱説明書または梱包に記
載されています。
製品の素材は各マーキングに応じた再利用が可能です。再利用、素材の換金、その
他の形態による使用済み装置の換価を通して、地球環境保護に重要な寄与をするこ
とができます。

日
本

語
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ソフトウェア更新

WallboxのフトウェアはUSBポートを介して装置内部で更新することができます。USBポートにア
クセスできるためケースカバーとポートブロックカバーを取り外す必要があります。

ソフトウェア更新説明書の指示に沿って進めてください。

最新ソフトウェアと説明書はウェブサイトから
https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/ ダウンロードしていただけます。新
規ソフトウェアでは例えば規格変更が反映されている、または新型電気自動車
やプラグインハイブリッド車との互換性が改善されています。
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製品情報ページ
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ケース

注意事項

本章はこのマニュアルに参照が明記されている場合にのみ関連性があります。 

ケースカバーの取外し

1. Wallbox底面にあるケースカバーのロック2
個1を押し上げます。
これによりケースカバーが下で一体となって
手前に出てくるかたちになります。

2. 底面でケースカバーをちょっと前へ2回しま
す。

3. 次にケースカバーを上へ向けて掛けます3。

注意事項
ケースカバーはパッケージに入れて保管
し、スクラッチその他の損傷を避けてく
ださい。 
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接続領域カバーの取外し

ESD

損傷する危険! 電子部品は接触により破損しやすいです!

アッセンブリーを取り扱う前に金属性の接地された物に触って放電させてください! 

1. 接続領域カバー1を固定している4本のネジを
取外します。

警告

電気による危険!
接続領域2の横にあるクランプカバー3は関連する教育を受け資格者であって許可された電
気技士のみ取外すことができます! 

2. 接続領域カバーを取外します。接続領域2に
アクセスできるようになりました。

日
本

語
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接続領域カバーの取付け

注意事項

接続領域カバーを取付ける前に最新バージョンのソフトウェアが利用できることを確認して
ください。詳細情報は章を参照してください。 ソフトウェア更新。 

注意事項

Wallboxは蓋無しでまたは蓋が破損していれば長時間稼働することはできません。代用カ
バーを使用することは認められません。 

取付けボルト
1. 接続領域カバー 1を元の位置に嵌めます。
2. 接続領域カバーを4本のネジで元通りに固定

してください。

ケースのマーキング
1. 4本のネジはケースの左右マーキングが接続

領域カバー上でケースと揃うまで締付けてく
ださい。

2. 接続領域カバーはケースを正しくシールする
こと。

セルフカットネジを使用すると余計な力が必
要になります: 3.5 Nm
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ケースカバーの取付け

注意事項

このカバーはWallboxの安全な稼働には関連していません。 

ケースカバーを掛ける
1. ケースカバーを上に掛けますが、このとき

ケースカバーのフックが正しく掛かっている
こと1にご注意ください。

2. カバーを押し下げ、ケースカバー2を後ろへ
返します。
ケースカバーがあまり抵抗なく下のガイドに
スライドするはずです。

注意
ケースカバーがどの側でもケースガイド
に正しく嵌っていることにご注意くださ
い。最小限の均等なギャップのみあるこ
とが必要です。 

ロック
1. Wallboxに固定されたケースカバーの下部を

ロック1が完全に嵌るまで押し付けます。

日
本

語
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