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変な音・においがし
たら、煙が出たら、
異常に温度が上がっ
たら、

火災 破裂
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。事故を防ぐために
次のことを必ずお守りください。

v
安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。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。

万一、異常が起きたら

下記の注意事項を守らないと火災・破
裂により死亡や大けがなどの人身事故
が生じます。

安全のために

b
すぐにバッテリーをはず
し、お買い上げ店または
ソニーシステムサービス
にご相談ください。

バッテリーから液が
漏れたら、

b

• すぐに火気より遠ざけ
てください。漏れた液
や気体に引火して発
火、破裂の恐れがあり
ます。

• 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。

• 液が身体や衣服につい
たときは、水でよく洗
い流してください。

A

危険 危険

“InfoLITHIUM(インフォリチウム)”バッテリーとは、
“インフォリチウム”システ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”バッテリーには、
ロゴ表記がある“インフォリチウム”対応機器との組み
合わせをおすすめいたします。

“インフォリチウム”対応機器と組み合わせて使用する
とバッテリーの残量時間が分単位で表示されます。
注記)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。“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。

“InfoLITHIUM（インフォリチウム）”はソニー株式会社の
商標です。

•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(短絡)させたり、分解し
ない。電子レンジやオーブンなどで加熱しない。コイ
ンやヘヤーピン、ネックレスなどの金属類と一緒に携
帯、保管すると’と‘の端子(図のA )に接触し、
ショート(短絡)することがあります。

•火のそばや炎天下、高温になった車の中などで放置し
たり、充電したりしない。

•水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で濡
れたバッテリーを充電したり、使用しない。

警告
火災

下記の注意事項を守らないと火災などに
より死亡や大けがの原因となります。

•火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置し
たり、充電したりしない。
－ 危険防止の保護回路が壊れることがあります。

•ハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下させ
るなどの強い衝撃を与えない。

•水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液体で
バッテリ－を濡らさない。

注意
下記の注意事項を守らないとけがをする
ことがあります。

•ビデオ機器に取り付けた後、バッテリー本体を持って
ビデオ機器を持ち運ばない。

•端子部分（図のA）にゴミや砂などの異物が入らないよ
うに注意して使ってください。
もし、異物が入ってしまった場合には、先の細いやわ
らかい棒で完全に取り除いた後、充電器やビデオ機器
への取り付け、取りはずしを数回繰り返してください。



バッテリー残量についてのご注意
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。残量表示が充分なのに電源がすぐ
切れるなど、正しく表示されない場合は再度満充電し
てください。残量が正しく表示されます。ただし、高
温のところで長時間使用したり、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場
合があります。

バッテリーの寿命について
バッテリーを使用できる時間が大幅に短くなった場合
は寿命と思われます。新しいバッテリーをお買い求め
ください。

主な仕様
使用電池 リチウムイオン蓄電池　　
最大電圧 DC 8.4V
公称電圧 DC 7.2V
容量 32.4Wh（4,500mAh）
使用温度 0℃～＋40℃
最大外形寸法 38.4×60.0×70.8mm

（幅／高さ／奥行き）
質量 約280g

仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること
がありますが、ご了承ください。

リチウムイオン電池は、リサイクルで
きます。不要になったリチウムイオン
電池は、金属部にセロハンテープなど
の絶縁テープを貼って充電式電池リサ
イクル協力店へお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力
店に関する問い合わせ先

社団法人電池工業会
　TEL：03-3434-0261
　ホームページ：http://www.baj.or.jp

使用上のご注意
• 温度が60℃以上になる所に放置しないでください。
性能劣化や故障の原因になることがあります。

ご使用方法
• バッテリーは少し充電して出荷していますが、使用
する前に満充電してからお使いください。

• バッテリーはビデオ機器に確実に取り付けてくださ
い。

• お使いになるビデオ機器によってバッテリーパック
は、直接取り付けられないことがあります。詳しく
はカタログをご覧ください。

• 専用の充電器で充電してからお使いください。（AC
アダプター/チャージャー AC-VQ800など）。

• 充電のしかたと充電時間については、充電器の取扱
説明書をご覧ください。

• ビデオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

バッテリーの上手な使いかた
• 充電してあっても、少しずつ自然に放電します。使
用直前(1～2日以内）に充電し直すことをおすすめ
します。

• ビデオカメラで撮影中は、こまめにビデオカメラの
スイッチを切るようにしましょう。一時停止やスタ
ンバイ状態でもバッテリーは消耗しています。

• バッテリーを長期間使用しない場合でも、機能を維
持するために、1年に1回程度満充電にして、使い
切ってから保管してください。

• バッテリーは湿度の低い、涼しい場所で保管してく
ださい。

• 寒いところでは、バッテリーを使用できる時間が短
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。より長い時間ご使
用になるために、次のことをおすすめします。
－バッテリーはポケットなどに入れてあたたかくし
ておき、撮影の直前にビデオ機器に取り付ける。
（カイロをお使いになる場合は、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、専用の充電器（AC
アダプター/チャージャー AC-VQ800など）に取
り付けて行う。
また、撮影の際には予備のバッテリーを準備するこ
とをおすすめします。

このバッテリーは、充電の前に使いきったり放電し
たりする必要はありません。

お問い合わせ

ソニーマーケティング 株式会社
北海道営業所 (011)231-8121
〒060-0042 札幌市中央区南大通り西9-1-18 ソニー札幌ビル3F
東北営業所 (022)257-7830
〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡2-5-30 ソニー仙台第2ビル4F
関東営業所 (048)652-8808
〒330-0038 大宮市宮原町1-210 ソニー大宮ビル2F
新潟出張所 (025)270-3253
〒950-0867 新潟市竹尾卸新町752-11 新潟ソニービル2F
千葉営業所 (043)297-8531
〒261-7112 千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウエスト12F
東京営業所 (03)5792-2420
〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 ソニー高輪オフィス
多摩営業所 (0425)75-0201
〒186-0002 東京都国立市東1-4-13 大和国立ビル5F
松本出張所 (0263)25-4551
〒390-0841 長野県松本市渚2-7-25
横浜営業所 (045)243-6711
〒220-0022 横浜市西区花咲町5-137 ソニー横浜ビル7F
静岡営業所 (054)284-3601
〒422-8052 静岡市緑が丘町1-20
名古屋営業所 (052)201-6871
〒460-0008 名古屋市中区栄1-23-10 ソニー名古屋2F
北陸営業所 (0762)40-8110
〒920-0362 金沢市古府2-74 北陸ソニービル2F
京滋営業所 (075)691-7860
〒601-8121 京都市南区上鳥羽大物町8 ソニー京都ビル3F
大阪営業所 (06)6531-4111
〒550-0013 大阪市西区新町1-34-23 ソニー大阪第2ビル2F
神戸営業所 (078)322-0851
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119 三井生命三宮ビル12F
中国営業所 (082)241-9211
〒730-0811 広島市中区中島町2-21 ソニー広島第2ビル3F
四国営業所 (087)822-5550
〒760-0066 高松市福岡町4-5-1 ソニー高松ビル3F
九州営業所 (092)741-2761
〒810-0072 福岡市中央区長浜1-4-13 ソニー福岡第2ビル2F

ソニーマーケティング株式会社  〒108-0074 東京都港区高輪 4-10-18

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わす
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。


