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説

明

各部の名称と接続

書

この度はお買い上げありがとうございます。急速充電は取扱いを誤ると危険です。安全の為にも当説明書をお読みになり、紛失させずに充電器と共に携帯下さい。
なお、取扱説明書が充分に理解できない場合は弊社サービス部までお問い合わせ下さい。

1.

安全にご使用になるために

ラジコン模型は性質上、取扱を誤ると危険な結果を招きます。できるだけこのような事態を避け、安全にお使いいただくために特に注意する事柄です。

表示、記号の説明 本書にて下記の

危険!

危険!

警告!

注意! 表示のある所は、特に注目する必要がある所です。

この表示は、〔死亡又は重傷を負う危険性が高い可能性で発生する事が想定される〕内容です。

●充電電流の調節は必ずバッテリー説明書に従う。※過大電流による充電はバッテリーを液漏れ・発熱・破裂・発火させる原因となります。●自動車内で充電しな
い。※温度上昇とショートを避けるため車体と離して使う。●ショートさせない。※バッテリーを本器や金属と一緒に保管・持ち運びはしない。●掃除する際、洗剤等は不燃性のも
のを使用する。※発火させる原因となります。●引火性のあるモノは遠ざける。※電源、バッテリーへの接続時に接点から火花がでることがあり、引火の原因になります。●外傷・
変形・液漏れの見られるバッテリーは充電しない。※バッテリーを破裂・発熱・発火させる原因となります。●ラジコン模型用に製造・販売されたニッカド・ニッケル水素バッテ
リー専用充電器です。※他への使用はおやめ下さい。●家庭用コンセントに接続しない。※おおきな電流が流れて破裂・発火の危険があります。●バッテリー・親電源への接続は
（＋）（−）の極性を間違えない。※（＋）（−）逆に接続するとバッテリーを液漏れ・破裂・発熱・発火させる原因となります。

警告!

この表示は、〔死亡又は重傷を負う可能性が想定され、高い頻度で物損事故が発生する〕内容を示しています。

●分解、改造、加熱はしない。※無理な扱いをすると損傷するばかりか、事故の原因となります。●電源の電圧を指定条件以外で使わない。※電子回路が破損し、
事故につながります。●水や海水などで濡らさない。※サビや腐食の原因となります。●湿気が多いところへ持ち込まない。※故障の原因となります。●新しいバッテリーと使用し
たバッテリー、容量、種類、メーカーの違うバッテリーを混ぜて充電しない。※バッテリーが異常な化学反応を起こし、液漏れ・破裂・発熱・発火する原因となります。●充電中は
本器やバッテリーに顔を近づけない。※万一最悪の事態に直面した場合、身体に危害が及びます。●充電設定を必ず確認する。※誤った設定での充電は、バッテリーを液漏れ・破裂・
発火させる恐れがあります。●冷却ファンをふさがない。※ひどく発熱し発火の原因にもなります。●冷却ファンや隙間に指や、異物をいれない。故障や指等を傷つける原因になる
恐れがあります。●充電しないときは必ず本器からバッテリー・電源を外す。●異常な発熱や異臭に気付いたら使用しない。

注意!

この表示は、〔傷害を負う可能性又は物損事故が発生する事が想定される〕内容を示しています。

●強い衝撃を与えない。●バッテリーを並列に接続しない。※バッテリーを液漏れ・破裂・発熱・発火させる原因になります。●充電中や充電直後は発熱し、車の
座席やビニール・プラスチックなど溶かす恐れあり。※しばらく時間をおいてから持ち運ぶなど十分に注意が必要です。●電源→バッテリーの順に接続する。※バッテリーを先につ
なぐと故障の恐れがあります。●充電中、常に注意・監視を行い異常事態に対処できる体制をとっておく。●拡張端子への接続には専用の当社純正品以外の接続はしない。※故障の
原因となります。●子供の使用には大人が安全を確保する。※保護者が取扱説明書の内容を充分におしえ、正しく使用されているかをご注意下さい。●充電は 0 〜 40℃の温度範囲で
行う。※範囲以外での充電はバッテリーの液漏れや発熱により、性能や寿命が低下します。●直射日光の強いところや、ストーブの近くなど高温が予測される場所での使用、放置は
しない。※発熱・故障の原因となります。●交換するヒューズは指定のものを使う。

親電源への逆接続
などでヒューズは
切れます。切れた
ヒューズはラジオ
ペンチなどで
真っ直ぐ引き
抜いて下さい。
新しいヒューズは当社指定の 15A を用意
し、奥まで確実に差し込みます。

注意!

自動放電→リフレッシュ充電と自動的にサイクリングを行
える DX‑102 放電器、ニッ
カド 3 本を全自動で順次充
電する TRIPLEX オート
チャージユニット、充電後
に自動追い充電でニッカド
をパンチアップするブース
トコマンダーユニットが接
続できます。
拡張時までシールははがさずご使用下さい。

●熱くなります。

ヒートシンク

充電中は赤

ヒューズ

待機中は緑

危険ですので回転しているファンに指
やモノをいれないで下さい。

注意! ●トリプレックス
オートチャージユニット、
ブーストコマンダーユニット
を使用してニッケル水素バッ
テリーへの充電はできません。

電源コード

冷却ファン

注意!

赤（＋）黒（−）
極性を間違えないように注意し
て下さい。

充電用コネクターを接続します。
赤（＋）黒（−）です。極性を間違えな
いように注意して下さい。

LCD表示パネル

出力ターミナル

ワニグチ

ラジコン模型の性質上、お客様が使用された結果につきましては責任を負いかねることがあります。あらかじめご了承下さい。

2.

極性に注意して親電源の端子を挟みます。

保証の制限について

●充電したバッテリーの容量や寿命、そのバッテリーを使用した機器の動作や使用可能時間を保証するものではありません。

直流 (DC)12 〜 16V、15A 以上流せる安定化電源ま
たは 12V、45Ah 以上の自動車用バッテリーをご使
用下さい。

●表示する各数値の精度は保証するものではありません。また製品間の個体差もあります。あらかじめ御了承下さい。
●電磁波雑音を発生することがあります。近くのラジオやコードレスフォン等に妨害を与えることがあります。
●三洋電機株式会社の Ni‑cd バッテリーと Ni‑MH バッテリーを対象に設計、製造されています。

機能拡張端子

充電モニターランプ

排気口

●本書の表記されている指示や注意事項が守られなかった場合、起きた結果について当社は責任を負いかねることがあります。あらかじめ御了承下さい。

3.

仕様は性能向上のため、予告なく変更することがあります。

充電可能
バッテリー

ニッカド及びニッケル水素バッテリー、
100 〜 5000mAh,1 〜 10 セル（1.2 〜 12V パック )

高周波 FET コントロール、リニアパルス式

充電電流

0.2 〜 8.0A

マイコン制御インテリジェント・ファジィ式デルタピークカット

入力電源

12 〜 16V( 直流 )15A 以上の安定化電源または 45Ah 以上の自動車用バッテリー

8 桁× 2 ドットマトリックス

寸法・重量

149 × 82 × 35mm（突起部を除く） 495g

方式

DC/DC コンバーター、ステップアップ＆ダウン方式バッテリー急速充電器

定電流方式
充電カット方式
LCD 表示

4.

親電源

両サイドから熱を逃がしますので、風の
流れを妨げないように注意して下さい。

仕様

スタートボタン
コードは充電するバッテリーに見合っ
た太さのものを短く使います。

充電のスタート等に使用します。

別に用意するもの

電源 直流 (DC)12 〜 16V、15A 以上流せる安定化電源または、12V、45Ah 以上の自動車用バッテリー。

セレクトボタン
セレクトボタン

注意! ●安定化電源はラジコン模型用に製造、販売されているものをご使用下さい。●充電器は電源として使用できません。●車のシガーソケットから電源を取ら
ないで下さい。※車のヒューズが切れることがあります。●自動車のバッテリーを電源とする場合、オプションの充電用延長コードなど使用し車体と離してご使用下さい。

LCD 画面切り替え等に使用します。

バッテリー充電用コネクター 充電するバッテリーに合ったコード付きコネクターを用意します。
注意! ●コード端末は充電器の出力ターミナルへ接続するために被覆を剥きます。剥いた接点となる部分に、腐食による劣化・接触不良を防ぐためにハンダを軽く
流してハンダメッキ処理を施しましょう。

5.

LCDコントラスト調整
充電電流調整ツマミ

充電電流について

BX‑213MHは充電電流を0.2〜8.0Aまで調整できます。バッテリーに合わせて充電電流を設定します。

左いっぱいで最小。右いっぱいで最大。
充電をスタートし充電電流を調整するま
では必ず左いっぱい最小にしておきます。

一般的な充電電流の決め方
ニッカド (Ni‑cd) の場合、容量× 3 ＝充電電流です。例えば 1000mAh のニッカドの充電電流は 1000m × 3 ＝ 3000mA になります。
したがって 3A が充電電流になります。
ニッケル水素 (Ni‑MH) の場合、容量× 1 ＝充電電流です。例えば 700mAh のニッケル水素の充電電流は 700m × 1 ＝ 700mA になります。
したがって 0.7A が充電電流になります。

危険!

●過大電流による充電は、バッテリーを痛めるだけでなく、液漏れ・発熱・破裂・発火させる原因となります。※充電電流は必ずバッテリーの取扱説明書に従って下

実際の充電電流
適正な急速充電電流値はバッテリーの容量、種類、メーカーごとに異なります。必ずバッテリーの取扱説明書に従い充電電流値を設定して下さい。

送信機・受信機用バッテリーの充電電流について
容量にかかわらず 1.5A 以下の充電電流に設定して下さい。

危険!

●送信機・受信機用バッテリーなどの、細いリード線へ大電流を流すと、リード線が発熱して危険です。

LCD 表示は気温によって濃度が変わります。
2.4 Φのプラスチック製
マイナスドライバーを
いれて、ゆっくり回し
て調整します。

注意! ●充電電流の設定は必ず
バッテリーの取扱説明書に従う。

充電用コネクター
充電用バッテリー
付属されていません。充電するバッテ
リーに合ったコード付きコネクターを用
意します。コード端末は充電器の出力
ターミナルへ接続するために被覆を剥き
ます。剥いた接点となる部分に、腐食に
よる劣化・接触不良を防ぐためにハンダ
を軽く流してハンダメッキ処理を施しま
しょう。

100 〜 5000mAh のニッカド及びニッケル
水素バッテリー

注意!

●必ず充電器に親電源が接
続されている状態でつなげて下さい。

オプション
操作パネルを見やすい角度に保つチャージャース
タンド 2、過熱を防ぐクーリングファン等オプ
ションパーツが取り付けられます。

6.

LCD画面の説明

8.

ニッケル水素バッテリーについて

ニッケル水素バッテリーの性質上、充電スタート直後に電圧がふらつき充電が完了しないまま停止することがあります。
充電が途中で停止した場合、再度充電スタートします。
ニッケル水素電圧

セレクトボタンを押すたびに画面が順送りに変わります。

充電電流

どの画面からでも充電をスタートさせることが出来ます。

充電タイマー

9.

ニッケル水素バッテリー充電モード

ニッカド電圧
充電電流

LCDエラー表示について

異常が発生した際、アラームが鳴りLCDにエラーを表示をします。充電中にエラーがおきると強制的に充電が中断され、その後いずれかのボタンを
押すと通常の画面に戻り充電の再スタートが可能になります。エラー内容を確認してから処置して下さい。

スタートボタン・セレクトボタンを
素早く同時に押すと充電モードが切り替わります。

ニッカドバッテリー充電モード

注意! ●ニッケル水素バッテリーが温まっている場合、充電は完了しています。●温まっているバッテリーへの充電は危険です。※必ず冷ましてから充電して下
さい。●トリプレックスオートチャージユニット、ブーストコマンダーユニットを使用してニッケル水素バッテリーへの充電はできません。

充電容量

ピーク電圧

親電源電圧
接続されている親電源の電
圧を表示します。親電源の
負荷状態等のコンディショ
ンチェックに使用します。

警告!

●誤った充電モードでの充電は、
バッテリーを液漏れ・破裂・発火させる恐れがあ

バッテリー電圧・充電電流画面
充電モード

バッテリー端子電圧

MH はニッケル水素モード。
cd はニッカドモードです。
この画面でスタートボタン・セレクトボ
タンを同時に押すと切り替わります。

充電中の電圧が表示されます。充電中は
徐々に電圧は上昇していきます。高速表
示の為に電圧のフラ付き等がチェック出
来ます。

キャンセルタイマー

ハイスピードチャージ

充電電流

充電スタート後 端子電圧のフラ付きを検出しない為のキャンセル
タイマー（１００秒）動作中の表示です。この間であれば電流調整
ツマミを回して電圧変動があっても、オートカットされません。

充電モニターランプが赤になり、充電ス
タートすると表示されます。充電が終了
すると消えます。

充電電流値が表示されます。
充電電流調整ツマミを回して
設定します。

LCD 表示
異常内容

親電源電圧が 10
Ｖ以下になりま
した。

親電源電圧が
25.6Ｖ以上にな
りました。

充電電流が
10Ａ以上流れま
した。

電子回路の異常
です。

ニッカド未接続
又はニッカド逆
接続です。

充電容量
オーバーです。

ニッカド電圧が
19.9Ｖ以上にな
りました。

処置

親電源電圧を11
〜16Vに調整して
ください。

親電源電圧を11
〜16Vに調整して
ください。

直ちにバッテリ
ーを外してくだ
さい。

修理の必要があ
ります。

接触不良と極性
の逆接続を確認
して下さい。

5000mAhのニッカ
ドを充電する際
はMHモード。

お問い合わせ下
さい。

処置 2
アラーム音

10.

当社サービス部へ問い合わせてください。
ピーピーピー

ピーピーピー

ピー

ピー

出ません

ピッピッピッピ

ピッピッピッピ

拡張端子

拡張端子には以下のオプション製品が接続できます。接続方法は各説明書に従って下さい。
●DX‑102LEVELを接続するとリフレッシュ充電（放電→充電）サイクル放電（充電→放電）を自動で行います。
※接続には別売りのパワーリンクコードが必要です。
●トリプレックスオートチャージユニットを接続することで3本のバッテリーをフルオートで順次充電します。
※ニッケル水素バッテリーへのご使用はできません。
●ブーストコマンダーユニットを接続すると充電終了後に設定時間の追い充電をオートスタートします。
※ニッケル水素バッテリーへのご使用はできません。

11.

Q & A

問題の解決方法をQ&A形式で説明しています。

Q1. 充電モードの切り替えがうまくいかずに充電がスタートしてしまう。

充電タイマー・充電容量計画面

スタートボタン・セレクトボタンを同時に押せていません。素早く同時に押して下さい。

Q2. 急速充電をするとバッテリーの寿命は短くなりますか？

充電容量計

充電タイマー

充電中バッテリーに流れる電流値と経過時間を計算し、現在どのくらい
の電気量が充電されたかを表示しています。単位はバッテリーの容量と
同じ mAh（ミリアンペアアワー）です。一般に 0 から充電した場合、発
熱等の充電ロスでバッテリーに表示された容量より大きい値となります。
またこの値は同一種類のバッテリー間の容量比較にもなります。

充電スタート後の経過時間を秒単位で表示します。

この画面は充電終了後も表示は残ります。
再び充電スタートでリセットされます。

充電中は、その時点までの最高バッテリー端子電圧を記録表示
します。充電完了後は、オートカットされた時のデルタピーク
電圧を表示しています。再び充電スタートでリセットされます。

7.

Q3. 充電にどのぐらい時間がかかりますか？

バッテリーの容量と充電電流によって決まります。1000mAhのバッテリーを1Aで充電すると約1時間。2Aで充電すると約30分です。
ただし、バッテリーに残量がある時は時間が短くなります。

Q4. 充電終了後に充電容量（LCD 表示の充電容量系画面）がバッテリーの容量よりも少ないのですが？

充電をする前に残量がある場合バッテリーの容量とLCDの表示は異なります。バッテリーに触れて温まっていれば充電は終了しています。

Q5. 充電終了後に充電容量（LCD 表示の充電容量系画面）がバッテリーの容量と同じにならないのですが？
残量のあるバッテリーを充電したり、充電終了直後に再び充電をスタートしてしまった場合があります。

バッテリーピーク電圧画面
この画面は充電開始後 100 秒以降に表示がスタートします。

説明書に従い設定を誤らなければ寿命が短くなることはありません。

Q6. 途中で充電が止まった？
◎ ピーク電圧値は次の場合、高い値となって行きます。
バッテリーの劣化や内部抵抗の目安として利用できま
1.
2.
3.
4.

同一種類のパックでも充電電流値が大きい場合
バッテリーの内部抵抗が高い場合
充電終了後、バッテリーを使用せず再び充電した場合
バッテリーが劣化するにつれて（但し同一充電電流値の

充電スタート

エラーメッセージが表示されていなければ基本的に充電は完了しています。
バッテリーが古く各セルの容量にバラツキが出たものは充電が完了しないうちに数本のセルがデルタピークを出し充電器が充電完了と判断して
しまうことがあります。またニッケル水素バッテリーの場合は性質上、充電スタート直後に電圧がふらつき途中で止まることがあります。

Q7.LCD に見たことのない文字が表示された？

コンピューターが正常に動作していません。電源を外してしばらく時間をおいて再度電源を接続して下さい。

Q8. メモリー効果ってなに？

まだ寿命でもないのに、容量が低下して持ちが悪くなる事をメモリー効果と言います。特に送受信機用のバッテリーに起こりがちで、
これはニッカドを中途半端に使用したまま、充電を繰り返す事が原因です。本来バッテリーは完全放電後に充電するのが理想です。
これを防ぐために放電器の使用をお勧めします。

Q9. 充電が中断し Error の表示が出た？

1

BX‑213 のワニグチを電源に赤（＋）黒（−）を間違えず、確実に接続して下さい。
※接続するときに火花がでることがありますが正常です。

2

充電するバッテリーがニッケル水素かニッカドなのか充電モードを選択します。スタートボタン・セレクトボタンを素早く同時に押すと切り替わります。LCD 画面左上の MH 表示はニッケル水
素モード、cd 表示はニッカドモードです。※ニッケル水素バッテリーを充電する場合は必ず次項〔ニッケル水素バッテリーについて〕をお読みになったうえで充電をはじめて下さい。

3

出力ターミナルに充電用コネクターを赤（＋）黒（−）の極性に注意して確実に接続します。
※新品や長時間使用されなかったバッテリーは逆接続しても充電がスタートすることがあり要注意！！そのまま使っていると危険です。

4

充電電流調整ツマミを左一杯に回して電流を最小にした後、充電コネクターにバッテリーを接続します。
※接続するときに火花が出ることがありますが故障ではありません。 ※出力ターミナルに一度に 2 パック以上のバッテリーを接続することはできません。

Q13. 充電と共に LCD 表示が濃くなってしまう！

5

スタートボタンを LCD 画面左下に H が表示されるまで押します。
充電モニターランプが緑→赤に変わり充電がスタートします。

12.

6

充電電流調整ツマミをゆっくりと右へ回し充電電流を設定します。充電スタート後 100 秒経つとキャンセルタイマーが終了します。
キャンセルタイマー動作中の表示（LCD 画面左下♯マーク）が消えてから電流調整ツマミを回すと充電が完了しないまま停止することがあります。

7

充電中でもセレクトボタンを押して LCD 画面の各表示を切り替えて見ることが出来ます。
※充電中に近くで強力な電波が発射されると誤動作することがあります。充電中、常に注意・監視を行い異常事態に対処出来る体制をとっておきます。

8

充電が完了するとブザーが鳴ります。
※バッテリーをつなげたまま放置せずに、終了したら充電器から必ずはずします。

警告!

●誤った充電モードでの充電は、バッテ
リーを液漏れ・破裂・発火させる恐れがあ

エラーの内容を前項〔9.

LCDエラー表示について〕を参照し、確認して処置して下さい。

Q10. 電源やバッテリーを接続する時に火花が出る！

異常ではありません。引火性のものを遠ざけ、辺りに注意を払い接続して下さい。

Q11. 動作しない！

電源は正しく接続されていますか？ヒューズは切れていませんか？電源の電圧は適正ですか？確認をして下さい。

Q12. ヒューズがきれてしまった！
電源との極性が逆接続です。

充電中の発熱がLCDの温度を上昇させ少々濃度が濃くなります。見にくい時は〔各部の名称と接続〕を参照し、コントラスト調整をして下さい。

修理を依頼されるときは

●故障かなと思ったらもう一度、この説明書をごらんになってお調べ下さい。
それでも解らない場合は当社サービス部へお問い合わせ下さい。ご相談の際は下記の内容をできるだけくわしくお知らせ下さい。
□お使いの電源、バッテリー □故障してしまった時の使用状況と故障の内容、症状 □お客様の住所、氏名、連絡先電話番号
●修理を依頼される時は、上記の内容をできるだけ詳しく書いたメモを必ず一緒にお送り下さい。

近藤科学株式会社 サービス部
お問い合わせは

Phone:03‑3807‑7751

〒 116‑0014 東京都荒川区東日暮里 4‑17‑7
受付時間：月曜日〜金曜日（祝祭日を除く）9：00 〜 12：00、13：00 〜 17：00

