
















A 安全上のこ注意 こ使用の際は、 取扱説明書（包装台紙）をよくお読みの上、 正しくお使いください。

電池は通堂の使用条件下では安心してこ使用頂けますが、万一誤った取扱いをしますと発熱液漏れ、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるBそれがありますので、次の点に注意して叫射甘ください。充電式電池につきましては、電池本体及び包装台紐の安全上の注意、使用上のお鼠いを必すお守りください。

＂安全上、 次のことに注意してください。
|（1)碑液の対応処置 I 電池内部からの零解液には、直接触れないように注意してください。
霞池の霜解液が付着すると衣服の損匂や皮膚のただれを起こすばかりではなく、目に入った場合は、失明する場合があ
ります。特にアルカリ性溶液が目に入った場合は、直ぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。祗めた場合はすぐ
にうがいをして医師に相談し、また皮膚や衣服に付荒した場合は水で洗い流してください。
|（2)充電 I 電池を充電しないでください。（充霜式電池は除く）
一次霜池は、充電用として作られていないので、充電しないでください。允逗9ると｀電池内部にガスが発生し、発熱、破裂
または発火するおそれがあります。
|（3) ショ ー ト I 電池のも、eをショ ー トさせないでください。
霞池の®、e喘子を針金などで接読したり、また金属製のネックレスやヘアピン、コイン等などと一緒に持ち運んだり、
保管しないでください。電池がショート状態となり、過大な電流が流れ、発熱のため電池構造が破損し、発熱、漏液、破裂
または発火するおそれがあります。
|（4)分解 I 電池を分解しないでください。
霞池の外装チュープやラベルを剥がしたり、キズつけないでください。無理に電池を分解しようとすると、手指を傷つけ
たり霞池内部の電解液等が飛び散って目を傷めたり、皮膚を荒らしたりするおそれがありま寸。漏液した霜解液も同じ
く、直接人体に触れないでください。もし触れた場合は直ぐに水で洗い流してください。アルカリ一次電池には、強アル
カリ液が使用されているので、皮膚をただれさせたり、目に入った場合には失明のおそれがあります。二酸化マンガンリ
チウム一次電池の場合、分解すると内部の金属リチウムが蚕出し、水分と接すると激しく反応して、発火につながるおそ
れがあります。
|（5)加圧変形 I 零池を加圧変形しないでください。
霞池を加圧変形させると、霞池封口部のゆがみによって漏液、内部ショートなどの異常を生じることがあります。また内
部ショートによって発熱、漏液破裂または発火するおそれがあります。
|（6) 加熱 I 電池を加熱しないでください。
竃池を加熱すると、絶繰物やガス排出弁などを損場させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

|（7) 火中投下 I 火の中へは電池を入れないでください。
電池を火の中に投菜サると破裂した以激しく燃えることがあり、(6)の加熱で述べた以上に危険です。
|（8)はんだ付け I 電池端子に直接はんだ付けしないでください。
電池に直接はんだ付けすると、電池が加熱され、（6）の加熱で述べたことと同じ理由で同硯象が起るおそれがあります。
|（9)衝撃 I 電池に強い衝撃を与えないでください。
電池を落下させたり、投げつけたりして、強い衝撃を与えると、雷池内部の絶縁物や構迭などを損楊し、漏液内部ショート
などの異常を生しることがあります。また内部ショートによって、発熱、漏液、破裂または発火するおそれがあります。
|（10)逆装填 I 電池の④、eを正しく装填してください。
電池のE!)、eを逆装填すると、橙器によっては電池が充軍やショーばなどで異常反応を起こし、発熟、漏液、破裂または発
火寸るおそれがありまむ
|（l l)過放電 I 電池を週放電（過度の使用状態）しないでください。
電池は、機器が正常に作動しない状態になってからも、電気固路がつながったままで（スイッチの切り忘れなどによって）
放酉されると、電池内部の消耗が継続され過度の放電状態となり、内部でガスが発生し、漏液や破裂の原因となったり、
機器を破損させるおそれがあります。2個以上の電池を接続使用し過放雫すると電池雷圧がDV以下（転極）することが
あり、更に漏液や破裂が起こりやすくなります。
|（12)混用 I 「銘柄や種類の異なる電池」や「新しい電池と使用した電池や古い電池」を

混ぜて使わないでください。
銘柄や種類の異なるm池を混ぜて使うと、機器が正常に作動しないばかりではなく、それぞれの放雷性能が異なるので、
早く消耗した電池が過度の使用状態（過放霞）となり漏液や破裂の原因となります。また、新しい電池と使用した電池や
古い電池を混ぜて使うと、使用した電池や古い電池が過度の使用状態（過放電）となり、不経済なばかりではなく、漏液
や破裂の原因となりますので、竃池を交換するときは全数を一度に行ってください。

＇旦暑飲み込み事故防止のため、 次のことに注意してください。
小型霞池（単4形、単5形、ポタン形、ロイン形電池など）は、幼児が口に入れやすく、ときには飲み込んでしまう恐れがありますので、電池は幼児の手の届かない所においてください。万ー飲み込んだ場合には、直ぐに医師に相談してください。

| ASafetyPrecautions |
Although batteries a「e safe to use under normal conditions, improper handling may result in a pe「sonal in」U「y or equipment failure from heating, electrolyte leakage, rupturing o「 fi「e. For 
safe to use of batteries, be sure to follow the instructions below. With regard to rechargeable batteries, follow the instructions printed on battery casing and packaging paper card 

" Observe the followingprecautions to ensure safety. 

� Be careful not to directly touch any electrolyte leakage from a battery. 
Be careful not to directly touch any elect「olyte leakage from a battery 
If the battery electrolyte leakage contacts you「 clothing o「 skin,it may damage the 
clothing o「 corrode you「 skin. Should it get into your eyes, it could cause loss of eyesight 
If alkaline electrolyte in pa「ticular gets into your eyes, immediately 「inse them with plenty 
of wate「 and seek medical advice. If licked, immediately rinse your mouth with plenty of 
water and seek medical advice. If the electrolyte leakage contacts your clothing or skin, 
flush the affected area 「epeatedly with wate「

� Do not charge batteries (except rechargeable batteries). 
Do not attempt to cha「ge primary batteries, because they are not designed fo「 cha「ging. If 
an attempt is made to charge them, gases generated within the battery can cause 
ove「heating, 「upturing or fire 

|（3)Shorting | Do not short-circuit the positive (+) and negative (-) terminals. 
Do not connect the positive (+) and negative (-) terminals of a battery with a wi「e,0「 carry
or store batte「ies together with metal necklaces, hairpins, coins or othe「 metallic objects in 
orde「 to avoid a sho「t-ci「cuit. If sho「t-ci「cuited,excessive cur「ent will flow, possibly 
damaging the battery st「ucture due to the generated heat with the possible 「esult of 
ove「heating, leaking, 「upturing o「 fi「e

� Do not attempt to disassemble a battery, 
Do not attempt to peel off o「 impai「 the battery oute「 tube or the label. If you attempt to 
disassemble a battery fa「cedly, you can get you「 hands or fingers injured. If the elect「olyte
inside the batte「y gets into you「 eyes o「 adhe「e to YOU「 skin,you can get your eyes o「

skin iniu「ed. Do not allow leaked electrolyte to come into contact with the human body. If 
this happens, rinse with a la「ge quantity of water immediately_ Alkaline p「imary batte「ies
contain a strong alkaline acid, which can corrode you「 skin or cause loss of eyesight. If a 
manganese dioxide lithium p「imary battery is disassembled, the internal metallic lithium is 
exposed, which reacts violently on contact with wate「,causing fi「e hazard 

� Do not deform a battery, 
If you defo「m a battery by excessive p「essure,the seals may become warped and cause 
leaking, an internal short ci「cuit,.or othe「 abno「malities.
An internal short-circuit or other abno「malities can cause overheating, leaking, rupture o「 fi「e

� Do not cause the battery to become heated. 
If the battery is heated, the insulator, the gas exhaust valve or other parts may be 
damaged. possibly causing leaking, overheating and rupturing 

� Do not throw a battery into a fire. 
A battery may 「uptu「e or bu「n violently when thrown into a Ii「e. This can be mo「e
dangerous than the events described in pa「ag「aph 6 

� Do not directly solder anything onto the battery terminals. 
Di「eel soldering onto the battery terminals causes the battery to be heated, and the events 
described in paragraph 6 can occur as a result 

|（9)Impact | Do not give a strong impact to a battery. 
If a battery is fallen, thrown or othenwise given a strong impact, the insulator in the battery 
or its structure may be damaged, possibly causing leaking, an internal short-circuit or other 
abnormali打es. An internal short-circuit can cause overheating, leaking, rupturing or fire 

� Insert a battery with the positive (+) and negative (·) terminals oriented correctly, 
If a batte「y is inse「ted with 「eversed te「minals, abno「malities can occu「 due to cha「ging, a 
sho「t-ci「cuit,etc.. with the possible 「esult of heat gene「ation, leaking, 「uptu「ing or Ii「e

|(1 1)0verdischarge| 
If an electric circuit is left connected (e.g., you forget to turn off the power switch) after 
equipment has entered an unoperational state, a batte「y continues to be drained, leading 
to an ove「discharge situation. Consequently, gases generated within the battery can cause 
leaking o「 rupturing, or damage the equipment. If two or more batteries that are connected 
together are overdischarged, the battery voltage can d「op below O V (as a 「esult of 
polarity inve「sion). furthe「 increasing the possibility of leaking o「 ruptu「ing

� Do not mix different types of batteries together, and do not mix used and new batteries. 
Your equipment may not operate properly if batteries of different voltages and types a「e
used together. In addition. the battery exhausted first may be excessively d「ained
(overdischarged) due to different discharge characteristics. which may eventually result in 
leaking or rupturing of the battery. When used. new and/or partially used batteries are 
used together. used and partially used batteries will be excessively discharged. This is not 
only uneconomic but also may cause the battery to leak or rupture. Replace all batteries 
with new batteries at the same time 

Observe the following safety precautions to prevent batteries from being swallowed. 
Small-size batteries (e.g., AAA size, N size, button cells, coin cells) can easily be picked up by little children and swallowed. Keep all batteries out of reach of little children. Consult a 
doctor immediately if a batte「y is swallowed 
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