
付属品をご確認ください。
記載の品番は、2011年 5月現在のものです。

≥ 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
≥ 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

付属品

□ 電源コード
K2CA2CA00024

バッテリーチャージャーに電源を供給します。

各部の名前と働き

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも
お買い求めいただけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/
携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm

バッテリー装着部
ここにバッテリーを装着して充
電します。

充電ランプ［CHARGE］
点灯や消灯、点滅で現在の充電状
況をお知らせします。

AC入力端子［AC IN ～］
付属の電源コードをつなぎます。

バッテリーの説明書もお読みください。

1 電源コードをバッテリーチャージャーとコンセントにつ
なぐ

2 バッテリーの向きに気をつけて、バッテリーを差し込む

≥充電ランプ[CHARGE]が点灯し、バッテリーの充電が始まります。
充電が完了すると消灯します。

バッテリーを充電する

電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。
また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

「グッ」と奥まで
差し込む 









端子部マーク（）を合わせて差し込む

バッテリー （VW-BCX1には付属していません）

充電ランプ [CHARGE]

3 充電が完了したらバッテリーを取り外す

≥使用後は、必ずバッテリーを取り外してください。そのままにしてお
くと、過放電になり、充電しても使用できなくなるおそれがありま
す。

点灯 充電中
消灯 充電完了

点滅

充電エラー
≥本機やバッテリーの端子部にごみや異物、汚
れが付着していないか確認し、正しく接続し
直してください。ごみや異物、汚れが付着し
ている場合は、電源プラグを抜いてから取り
除いてください。
点滅が続く場合は、本機またはバッテリーが
故障している可能性があります。お買い上げ
の販売店にご相談ください。

≥下記のバッテリーが使用できます。（2011年 5月現在）
≥充電時間はバッテリー容量が空の状態から充電完了までの時間です。
≥下表は常温（温度25℃/湿度60％RH）での時間です。高温、低温時
は充電時間が長くなりますので、目安にしてください。

バッテリーの充電時間について

バッテリー品番 充電時間
VW-VBX070 約 1時間40分

国、地域、滞在先によって電源コン
セントの形状は異なります。海外旅
行をされる場合は、その国、地域、滞
在先に合ったプラグを準備してく
ださい。変換プラグは、お買い上げ
の販売店にご相談のうえ、お求めく
ださい。充電のしかたは、国内と同
じです。

バッテリーチャージャーは日本国内で使用することを前提として設
計されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題ありませ
ん。
≥ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外して
ください。
■海外の電源コンセントの形状と変換プラグ一覧

海外で使う

バッテリーチャージャーは、電源電圧（100 V ～ 240 V）、電源周波
数（50 Hz、60 Hz）でご使用いただけます。
市販の変圧器などを使用すると、故障するおそれがあります。

タイプ
A B BF B3 C SE O

アメリカンタイプ U.K. タイプ ヨーロピアンタイプ オーストラリアン
タイプ

コンセント
形状

プラグ
形状 不要です

変換プラグの一例

図の向きに
差し込む

取扱説明書
バッテリーチャージャー

品番 VW-BCX1

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社
イメージング事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

C Panasonic Corporation 2011
VQT3N37

保証書付き

F0511TS0

VW-BCX1

バッテリーチャージャー保証書

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありが
とうございます。
≥ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
≥ ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
≥ 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書
とともに大切に保管してください。

■主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、海外で故障した場
合の現地でのアフターサービスについてはご容赦ください。

北米
アメリカ
合衆国 A カナダ A ハワイ A

ヨーロッパ

イギリス BF,
B3 イタリア C オーストリア C,SE オランダ C,SE

ギリシャ
A,B,
B3 , C ,
SE

スイス A,B,
C,SE スウェーデン B,C,

SE スペイン A,C,
SE

デンマーク C ドイツ A,C,
SE ノルウェー C ハンガリー C

フィンランド B,C フランス A,C,
SE ベルギー B,C,

SE ロシア A,C,
SE

アジア

インド B,BF,
B3,C インドネシア B,B3,

C,SE シンガポール B,BF,
B3 タイ A,BF,

C

大韓民国 A,C,
SE 台湾 A,C,

O
中華人民
共和国 すべて フィリピン A,O

ベトナム A,BF,
C, SE

香港特別
行政区

B,BF,
B3,C

マカオ特別
行政区

B,BF,
B3,C マレーシア B,BF,

B3,C
オセアニア

オーストラリア O グァム島 A サイパン島 A トンガ O
ニュージー
ランド O フィジー A,B,

C,O
中南米

アルゼンチン BF,C,
SE プエルトリコ A,BF,

C ブラジル A,C,
SE メキシコ A,C,

SE
中東・アフリカ

アラブ首長国
連邦

B,BF,
B3 エジプト BF,B3,

C,SE クウェート B,B3,
C トルコ A,B,

C,SE
南アフリカ
共和国

B,BF,
B3,C モロッコ A,C,

SE

¤
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人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを
説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し
て、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図
記号の例です）

安全上のご注意

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい
内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

バッテリーパックは、誤った使いかたをしない

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。
≥指定外のものは使わない
≥分解や加工（はんだづけなど）、加圧、加熱（電子レ
ンジやオーブンなどで）しない
≥水などの液体や火の中へ入れたりしない
≥炎天下（特に真夏の車内）など、高温になるところ
に放置しない
≥端子部（ ・ ）に金属を接触させない
≥バッテリーの液もれが起こったらお買い上げの販
売店にご相談ください。

液が身体や衣服についたら、水でよく洗い流してください。
液が目に入ったら、失明のおそれがあります。
すぐにきれいな水で洗い、医師にご相談ください。

専用のバッテリーパック以外の充電には使わない

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けが
をする原因になります。

専用のバッテリーパックは、本機で充電する

本機以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・
発火・破裂などを起こし、けがをする原因にな
ります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する
異常があったときには、電源プラグを抜く

・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・内部に水や異物が入った
・電源プラグが異常に熱い
・バッテリーチャージャーが破損した
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

≥電源を切り、販売店にご相談ください。

電源プラグ
を抜く

分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因に
なります。

分解禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交
流100 V ～ 240 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による
火災の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬ
らしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原
因になります。

≥機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かない
でください。
≥特にお子様にはご注意ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火
災の原因になります。

≥傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

電源コード・プラグを破損するようなことはしない
(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲
げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど )

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショート
の原因になります。

≥コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不
良となり、火災の原因になります。

≥電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

バッテリーパックは、乳幼児の手の届くところに置か
ない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

≥万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

安全上のご注意　　　　　　　　　　　（つづき）

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

雷が鳴り出したら、電源プラグなどの金属部に
触れない

感電の原因になります。

接触禁止

必ずお守りください

必ずお守りください
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■バッテリーについて
≥バッテリーが高温になると、保護回路が働き、使用できない場合が
あります。
≥火のそばや炎天下など高温の場所での充電・使用・放置をしないで
ください。
≥機器故障のおそれがありますので、外装ラベルをはがさないでく
ださい。
≥バッテリーを持ち運びするときや保管するときは、ビニールの袋
などに入れて、端子部が他の金属に接触しないようにしてくださ
い。
≥バッテリーの取り付け、取り外しのときは、落下防止のため、手で
支えるなど気をつけて取り扱ってください。
≥デジタルムービーカメラに取り付けて使用したあとや充電直後
は、バッテリーが熱くなることがありますが、異常ではありませ
ん。
≥周囲の温度やバッテリーの状態によって使用できる時間が短くな
ることがあります。
≥屋外で撮影するときは、撮影したい時間の3～4倍のバッテリーを
準備してください。スキー場などの寒冷地では撮影できる時間が
より短くなります。
≥バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところ
に保管してください。（推奨温度 :15 ℃～ 25 ℃、
推奨湿度：40％RH～ 60％RHです）
≥高温･多湿、油煙の多いところでは、端子がさびたりして故障の原
因になります。
≥長期保管する場合は、1 年に 1 回は充電し、デジタルムービーカメ
ラで充電容量を使い切ってから再保管することをおすすめしま
す。

使用上のお願い（つづき）

安全上のご注意　　　　　　　　　　　（つづき）

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない
落下すると、けがや製品の故障の原因になるこ
とがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が
破損すると、火災・故障の原因になることがあ
ります。

異常に温度が高くなるところに置かない
特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以
上に高温（約 60 ℃以上）になります。本機や
バッテリー、デジタルムービーカメラなどを絶
対に放置しないでください。外装ケースや内部
部品が劣化するほか、火災の原因になることが
あります。

≥デジタルムービーカメラの取扱説明書「安全上のご注意」もあわせてお読
みください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いとこ
ろに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電
の原因になることがあります。

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラ
グを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電
などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ
を抜く

■バッテリーチャージャーについて
≥熱くなっているバッテリーは、通常よりも充電時間が長くかかります。
≥ラジオ（特にAM受信中）の近くで使うと、ラジオに雑音が入る場合
があります。使用時は1 ｍ以上離してください。
≥使用中、バッテリーチャージャーの内部で発振音がする場合があ
りますが、異常ではありません。
≥使用後は必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。（接
続したままにしておくと、最大約0.3 Ｗの電力を消費しています）
≥バッテリーチャージャー、バッテリーの端子部にごみや砂など、異
物が入らないようにしてください。

使用上のお願い
－このマークがある場合は－

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークは EU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または
販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

■不要（寿命になったなど）バッテリーは、火中などに投入しない
≥加熱したり火中などに投入すると、破裂するおそれがあります。
≥充電直後でもバッテリーの使用時間が大幅に短くなったら、バッ
テリーの寿命です。新しいものをお買い求めください。

■不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力
店へご持参ください。

■使用済み充電式電池の届け先
最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、一般社団法人 JBRCのホームページをご参照ください。
≥ホームページ : http://www.jbrc.net/hp

■使用済み充電式電池の取り扱いについて
≥端子部をセロハンテープなどで絶縁し
てください。
≥分解しないでください。 リチウムイオン

電池使用

充電式

Li-ion 00

外形寸法： 幅50.5 mm× 高さ 23 mm× 奥行き84 mm
（突起部含む）

質量： 約49 g
許容動作温度： j10 ℃～ 45 ℃
許容相対湿度： 10％RH～ 90％RH

電源コンセントと接続していると、充電器として使っていなくても、
最大約0.3 Wの電力を消費しています。
使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いておいてくだ
さい。

仕様

電源 AC 100 Vー240 V　50/60 Hz　8ー12 VA
入力電流 200 mA
充電出力 DC 4.2 V　550 mA

必ずお守りください
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使いかた・お手入れ・修理などは・・・

∫ まず､お買い上げの販売店へご相談ください。

修理を依頼されるときは・・・
この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず電源プラグを
抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

●製品名 バッテリーチャージャー
●品　番 VW-BCX1
●故障の状況 できるだけ具体的に

販売店名

電話　          （　　　 ）　　　   ー

お買い上げ日　　　        年　　  月　　  日

▼お買い上げの際に記入されると便利です

≥保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理
をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添
えてご持参ください。
保証期間 : お買い上げ日から本体1年間
≥保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修
理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

当社は、このバッテリーチャージャーの補修用性能部品（製品の機能を維持す
るための部品）を、製造打ち切り後8年保有しています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

∫ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談くだ
さい。
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で
切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

●修理に関するご相談は・・・

http://panasonic.jp/dvc/repair/　

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談
対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただき
ます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいて
おります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当
な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡くださ
い。

保証とアフターサービス（よくお読みください）（つづき）

・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・内部に水や異物が入った
・電源プラグが異常に熱い
・バッテリーチャージャーが破損した
・その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、コンセントから
電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を
ご相談ください。

VW-BCX1_VQT3N37.fm  4 ページ  ２０１１年５月１６日　月曜日　午後３時３０分




