
使用上のご注意

アクセサリーキットについて
アクセサリーキットには以下のものが含まれています。

バッテリーチャージャー 電源コード バッテリー ハンドストラップ
BC-V615 NP-F530

（インフォリチウム）とは

インフォリチウムに対応した機器との間で、バッテリーの使用状況に関するデータ通
信をする機能をもった新しいタイプのリチウムイオンバッテリーです。
インフォリチウムには  ロゴの表記があるインフォリチウム対応の
機器との組み合わせをおすすめします。

インフォリチウム対応の機器と組み合わせて使用すると、バッテリー残量時間*が
「分単位」で表示されます。インフォリチウム対応でない機器でお使いになった場合
は、通常の表示になります。
* 残量時間は、使用状況や環境により正しく表示されない場合があります。正しく表示さ
れない場合は、一度使い切ってから満充電してください。正しく表示されるようになり
ます。ただし、高温のところで長期間使用したり、放置したりした場合や、使用回数が
多い場合は、正しい表示に戻らないことがあります。

InfoLITHIUM（インフォリチウム）はソニー株式会社の商標です。

置いてはいけない場所
使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置か
ないでください。故障の原因になります。
• 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温
になり、放置すると変形したり、故障したりするこ
とがあります。

• 直射日光の当たる場所、熱器具の近く
変形したり、故障したりすることがあります。

• 激しい振動のある場所
• 強力な磁気のある場所
• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などで
は、砂がかからないようにしてください。故障の原
因になるばかりか、修理できなくなることもありま
す。

使用について
• 強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わ
ないで下さい。
正しく録画・再生できないことがあります。

• 充電するときは、バッテリーをバッテリーチャー
ジャーにしっかり取り付けてください。

• バッテリー保護のため、充電が完了しましたら、24
時間以内にバッテリーチャージャーからバッテリー
を取りはずしてください。

• 周りの温度が10℃～30℃での充電をおすすめし
ます。
また、周囲の温度が低くなるほど充電しにくくなり
ます。

• 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでくださ
い。

• TVやAMラジオやチューナーの近くで使わないでく
ださい。
TVやラジオ、チューナーに雑音が入ることがあり
ます。

• 使用後は必ず電源コードをコンセントから抜いてお
いてください。
コンセントから抜くときはプラグを持って抜いてく
だ
さい。

• 本体の接点部に他の金属類が触れないようにしてく
ださい。ショートすることがあります。

• バッテリーチャージャーを海外旅行者用の「電子式
変圧器」などに接続しないでください。
発熱や故障の原因となります。

お手入れについて
汚れがついたときは、柔らかい布やティッシュペー
パーなどで、きれいに拭き取りましょう。

本体のお手入れ
• 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔ら
かい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取
り、乾いた布で仕上げてください。

• アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないで
ください。変質したり、塗装がはげたりすることが
あります。

• 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従っ
てください。

• 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビ
ニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗
装がはげたりすることがあります。

警告 安全のために
ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをす
ると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守り
ください。

●安全のための注意事項を守る

●定期的に点検する
1年に1度は、電源コードのプラグ部に異常がないか、故障したまま使用していないか、また、プラグ部とコ
ンセントの間にほこりがたまっていないか、などを点検してください。

●故障したら使わない
動作がおかしくなったり、バッテリーチャージャーなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ
店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

●万一、異常が起きたら

変な音・においが
したら、
煙が出たら

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読み
ください。

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電、破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故
が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因と
なります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害
を与えたりすることがあります。

注意を促す記号 行為を禁止する記号 行為を指示する記号

危険

警告

注意

1電源コードをコンセントから抜く

2お買い上げ店またはソニーサービス窓口
に修理を依頼する
b

火災 指挟み感電 禁止 分解禁止 接触禁止 プラグをコン
セントから抜く

危険
バッテリーについて

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより

死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

 • 指定された充電器以外で充電しない。

 • 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しな
い。コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあり
ます。

 • バッテリーは、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。

 • バッテリーから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗った後、
ただちに医師に相談してください。

禁止

禁止 分解禁止

禁止

感電 火災
警告

禁止

分解禁止

下記の注意事項を守らないと、火災・感電により

死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。
内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口に
ご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入っ
たときは、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソ
ニーサービス窓口にご相談ください。

プラグをコン
セントから抜く

注意 下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたり
することがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない
上記のような場所で使うと、火災や感電の原因となることがあります。

指定以外のバッテリーチャージャーを使わない
火災やけがの原因となることがあります。

ぬれた手でバッテリーチャージャーをさわらない
感電の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、バッテリーチャージャーをはずす
長期間使用しないときは電源コードをコンセントから抜き、バッテリー
をはずして保存してください。火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品が落ちてけがの原
因となることがあります。

禁止

禁止

禁止

禁止

3-860-606-01(1)

コード類は正しく配置する
電源コードやAVケーブルは足に引っかけたりして引っぱると製品の
落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、十分注意し
て接続・配置してください。

通電中のバッテリーチャージャー、
充電中のバッテリーや製品に長時間ふれない
温度が相当上がることがあります。長時間皮膚がふれたままになってい
ると、低温やけどの原因となることがあります。

バッテリーチャージャーを布団などで
おおった状態で使わない
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

禁止

禁止

禁止

アクセサリーキット

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかた
を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いく
ださい。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ
さい。

警告

For the Customers in the United States

WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or
moisture.

This symbol is intended to alert the user to the presence
of uninsulated “Dangerous voltage” within the
product’s enclosure that may be of sufficient magnitude
to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is intended to alert the user to the presence
of important operating and maintenance (servicing)
instructions in the literature accompanying the
appliance.

CAUTION
You are cautioned that any changes or modifications not expressly
approved in this manual could void our authority to operate this
equipment.

NOTE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation.  This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation.  If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that

to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use a commercially available AC plug adaptor (not supplied), if
necessary, depending on the design of the wall outlet.

ACCKIT-FDC
Sony Corporation C1997     Printed in Japan

BC-V615

AC plug adaptor
(not supplied)

Wall outlet



変換プラグアダプター�

BC-V615

バッテリーチャージャーにバッテリーを取り付けて
充電します。

1 バッテリーをはめ込んでから矢印の
方向へずらす。
端子シャッターが隠れるまで押し込みます。

2 電源コードを本体にさし、コンセント
につなぐ。
電源コードはバッテリーチャージャーの差し
込み部の形状に関係なく差し込めます。

充電が始まると、充電ランプ（オレンジ色）が
点灯します。充電されると充電ランプが消え
ます（実用充電）。続けて約1時間充電すると
さらに長く使えます（満充電）。

バッテリーを取りはずすとき
取り付けたときの操作と反対の方向にずらす。

充電について
いつ充電してもかまいません。
充電の前に放電したり、使い切ったりする必要はあり
ません。
使う前に充電してください。
充電後は使わずに保存しておいても、自然に放電しま
すので、使う前に充電することをおすすめします。

使用可能時間について
予定使用時間の2～3倍分のバッテリーを用意すると安
心です。

寒冷地では、バッテリーの使用時間が短くなります。
温度が低い（10℃以下）と、バッテリーの性能が低下
するためです。より長い時間お使いになるために、次
のことをおすすめします。
• バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしてお
き、撮影の直前にビデオカメラに取り付ける。カイ
ロをお使いの場合は、直接バッテリーに触れないよ
うに、ご注意ください。

• 充電は、室温（10℃～30℃）で、バッテリーチャー
ジャーに取り付けて行う。

交換時期について
バッテリー残量がわずかになると液晶画面にiマーク
が出て、遅い点滅から速い点滅に変わります。
このときが上手な交換時期です。POWERスイッチを
ずらし電源を切ってから交換してください。

保存方法について
なるべく涼しい場所で保存してください。
長期間お使いにならないときは、カメラから取りはずし
て、なるべく涼しい場所で保存してください。

お手入れについて
端子部はいつもきれいにしておいてください。
端子部に異物が入ってしまった場合は、先の細い柔ら
かい棒で完全に取り除いたあと、バッテリーの取り付
け、取りはずしを数回繰り返してください。端子部の
接触状態がよくなります。

知っていただきたいバッテリーの知識
バッテリーの寿命は？
使用回数を重ねたり使用時間が経過したりするにつれ
て、バッテリーの容量は少しづつ低下していきます。
充分に充電したバッテリーを使っていても、iマーク
がすぐに点滅をはじめるような場合は寿命です。新し
いものをお買い求めください。

室温（10℃～30℃）で充電しましょう。
周囲の温度が低くなるほど、充電に時間がかかりま
す。

充電確認マークがついています。
カメラから取りはずすと無印の状態になっています。
これをバッテリーチャージャーに1度取り付けて、は
ずすと緑色の「■」マークが出ます。充電してあるか
どうかの目安になります。

ソニー株式会社

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311●名古屋(052)232-2611●大阪(06)539-5111

〒141 東京都品川区北品川6-7-35

使用温度 0℃～＋40℃
最大外形寸法 約38.4×20.6×70.8mm

（幅／高さ／奥行き）
質量 約95ｇ

同梱品
バッテリー
　チャージャー BC-V615（1個）
電源コード （1本）
バッテリー NP-F530（1個）
ハンドストラップ（1本）
取扱説明書 （1部）
保証書 （1部）
ソニーご相談窓口のご案内（1部）

3 ベルト取り付け部の穴
に通したストラップの
先を止め具の通し穴に
通す。

2 止め具に通っているベ
ルトを輪ができるよう
に引っ張る。

バッテリーチャージャーBC-V615を
海外旅行者用として市販されている
「電子式変圧器」などに接続します
と、故障することがありますので、ご
使用にならないでください。

▼マークの面を
端子シャッター
側に合わせる。

端子シャッター

充電時間について

バッテリー
満充電時間

（実用充電時間）**
NP-F530（付属）* 約225分（約165分）

NP-F730 約390分（約330分）
NP-F930 約555分（約495分）
NP-510 約210分（約150分）
NP-710 約360分（約300分）

* MVC-FD5/FD7にはNP-F530のみご使用になれま
す。

**使い切ったバッテリーのBC-V615での充電時間。

• バッテリーの種類や使用可能時間については、お使
いになる機器の取扱説明書をご覧ください。

• 周囲の温度やバッテリーの状態によっては、上記の
充電時間と異なる場合があります。

急いで使いたいとき
バッテリーは、充電が完了する前でも必要なときに
取りはずして使えます。ただし、充電時間によって
お使いになれる時間が異なります。

ご注意
• 充電ランプが点灯しないときはバッテリーがしっか
り取り付けられているか確認してください。しっか
り取り付けられないと、充電されないことがありま
す。

• すでに充電を完了しているバッテリーを取り付けた
とき、充電ランプが1度点灯してから消えます。

• 長い間放置したパッテリーパックを充電する場合
は、充電ランプがしばらく点滅する事があります。

• 次のような場合にはバッテリーまたはバッテリー
チャージャーの故障の可能性があります。
ソニーサービス窓口にご相談ください。
– 充電ランプが点滅し続けたり点灯しなかった場合
– 充電を完了しているバッテリーでお手持ちのカメ
ラなどが動作しない場合

充電確認マーク

バッテリーを充電する ハンドストラップの付けかた
カメラを持ち運ぶときは、付属のハンドストラップをご利用ください。ハンドストラップは、カメラの
ベルト取り付け部に通して使います。

1 ベルト取り付け部の穴
にストラップを通す。

海外へお持ちになる方へ
バッテリーチャージャーBC-V615は、AC100-240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけますので、世界
中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さま
ざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。

変換プラグアダプターがなくても使える主な国
・日本 ・プエルトリコ
・アメリカ ・ベネズエラ
・カナダ ・ホンジュラス
・ジャマイカ ・メキシコ
・パナマ ・リベリア　など

そのほかの国については、旅行代理店などでお確かめください。

主な仕様
バッテリーチャージャーBC-V615
電源 AC100－240V、50/60Hz
定格入力容量 10VA（充電 100V時）

17VA（充電 240V時）
定格出力 DC8.4V、0.6A
動作温度 0℃～＋40℃
保存温度 –20℃～＋60℃
最大外形寸法 約56×44×107ｍｍ

（幅／高さ／奥行き）
質量 約120ｇ

バッテリーNP-F530
使用電池 リチウムイオン蓄電池
最大電圧 DC8.4V
公称電圧 DC7.2V
容量 1350mAh

保証書とアフターサービス
保証書
・この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お受け取りください。
・所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談
ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

  　　　

バッテリーの上手な使いかた

この純正マークは、ソニー（株）
のビデオ機器関連商品が純正製品
であることを表すマークです。ソ
ニー（株）のビデオ機器をお求め
の際は、純正マークもしくはソ
ニーロゴタイプが表示されている
ビデオ機器関連商品をご購入され
ることをおすすめします。


