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バッテリチャージャ（FMV-NCA7）取扱説明書

はじめに

このたびは、弊社の FMV-BIBLOまたは FMV-LIFEBOOK（以降、パソコン本体）用バッテ

リチャージャ（FMV-NCA7）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、バッテリチャージャ（以降、本製品）の取り扱いの基本的なことがらについて説

明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますよ

うお願いいたします。

2008年 9月

■梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。

万一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

・バッテリチャージャ（FMV-NCA7）

・保証書

・取扱説明書（本書）

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。
本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みに
なり、理解されたうえで本製品をお使いください。
また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

・ 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
・ 修理を依頼するときには、必ず保証書をご用意ください。
・ 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
・ 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料
での修理となります。ご注意ください。（詳しくは、保証書をご覧ください。）

・ 本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5年です。
・ 保証期間後に修理で機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハ
イセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。
お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないで
ください。
ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保され
ない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。
・ 原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制
御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など
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■安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ずお守りください。

・1年に 1度は、本製品や ACアダプタに傷みがないか、故障したまま使用していないかな

ど、定期的に点検してください。

・本製品の動作に異常がある場合や、破損しているのに気が付いた場合は、「故障・修理に

関するお問い合わせ先」（→ P.7）、またはご購入元にご連絡ください。

警告表示について

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただ

き、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目

印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、

お読みください。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記

号を使っています。

安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお

使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。

また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いくだ

さい。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性ま

たは重傷を負う可能性があることを示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性

があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示して

います。

で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げる

ものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。

●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。

記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

・本製品から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、すぐにACアダ

プタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している

場合は、バッテリパックも取り外してください。

その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「故障・修理に関するお問い合わせ先」

（→ P.7）、またはご購入元にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶

対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。
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・本製品の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐに AC アダプ

タの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリパックを装着している場

合は、バッテリパックも取り外してください。

その後、「故障・修理に関するお問い合わせ先」（→ P.7）、またはご購入元にご連絡く

ださい。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

・本製品をお客様ご自身で修理・分解・改造しないでください。

感電・火災の原因となります。

修理や点検などが必要な場合は、「故障・修理に関するお問い合わせ先」（→ P.7）、ま

たはご購入元にご連絡ください。

・本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置い

たりしないでください。

感電・火災の原因となります。

・本製品のバッテリパック接続コネクタには触れないでください。

故障・感電の原因となります。

・濡れた手で ACアダプタの電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。

・ACアダプタのケーブルは、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを載せた

り、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。

感電・火災の原因となります。

・ACアダプタのケーブルや電源プラグが傷んでいたり、コンセントがゆるんでいたりす

るときは使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

・ACアダプタの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを

持って抜いてください。

電源コードや電源プラグが傷つき、感電・火災の原因となることがあります。

・本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしな

いでください。

感電・火災の原因となることがあります。

・振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。

本製品が落下して、けがの原因となります。

・使用中の ACアダプタを布などでおおったり、包んだりしないでください。

内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

・本製品を移動する場合は、必ず AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてく

ださい。また、バッテリパックを本製品から取り外してください。

ACアダプタの電源コードが傷つき、感電・火災の原因となったり、本製品やバッテリ

パックが落下してけがの原因となることがあります。

・本製品を長時間使用しないときは、安全のため必ず AC アダプタをコンセントから抜

き、バッテリパックを本製品から取り外してください。

火災の原因となります。
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概要

・本製品は、FMV-BIBLOまたは FMV-LIFEBOOK用バッテリパックの専用充電器です。

・充電 LEDにより、充電の状態を知ることができます。

・ACアダプタにより電源を供給します。

・一度に 2つのバッテリパックを取り付けることができ、取り付けた順に充電します。

各部の名称と働き

1 電源 LED

本製品に ACアダプタが接続されているときに点灯します。

2 充電 LED 1 ／ 2

本製品に取り付けられたバッテリユニットの状態を表示します。

充電LED1は充電プラグ1に取り付けたバッテリパックの状態を、充電LED2は充電プラ

グ2に取り付けたバッテリパックの状態を表示します。

3 充電プラグ 1

4 充電プラグ 2

バッテリパックを取り付け、バッテリパック接続コネクタから充電します。

5 DC-IN コネクタ

ACアダプタを接続します。

本製品には、定格 16V-2.5A以上の弊社製 ACアダプタ（FMV-AC317など）をご使用

ください。

充電 LED表示 充電状態

オレンジ色点滅 充電待機中

オレンジ色点灯 充電中

緑色点灯 充電完了

赤色点灯 バッテリ異常

赤色点滅 本製品故障

1

2

3

4

5
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充電方法

1 本製品に ACアダプタを接続します。

2 ACアダプタをコンセントに接続します。

本製品の電源 LED が緑色に点灯します。また、充電 LED がオレンジ色に 1秒間点

灯し、消灯します。

3 バッテリパックを取り付けます。

充電はどちらの充電プラグからでも行えます。

充電プラグの黒いプラスチック部分を、バッテリパックのコネクタの深い溝に合わ

せ、しっかり差し込んでください。

充電中は、対応する充電 LEDがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、充電

LEDは緑色に点灯します。

・本製品は、取り付けたバッテリパックの異常を検出すると、充電 LEDが赤色点灯しま

す。この場合は、ただちにバッテリパックを本製品から取り外してください。

火災や感電の原因となります。

・本製品は、充電回路の故障を検出すると、充電 LED が赤色点滅します。この場合は、

ただちに AC アダプタをコンセントから抜き、バッテリパックを本製品から取り外し

てください。

火災や感電の原因となります。

・充電しない場合は、バッテリパックを本製品から取り外し、ACアダプタも本製品から

取り外してください。火災や故障の原因となることがあります。

・バッテリパックは充電プラグにしっかり取り付けてください。取り付けが不十分な場

合、途中で外れたり、誤動作の原因となることがあります。

なお、充電時はバッテリのラベル面が上になるように接続してください。

・バッテリパックから充電プラグを取り外すときは、充電プラグの両端を持ちながら取

り外してください。無理に引っ張ると、故障の原因となることがあります。

深い溝

黒いプラスチック部分
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4 充電が完了したら、バッテリパックを取り外します。

（1）充電プラグを上あるいは下に傾けて、（2）バッテリパックから取り外してくだ

さい。

�本製品はバッテリパックを 1つずつ充電します。2つのバッテリパックを取り付けた場合は、先

に取り付けたバッテリパックの充電が終わってから、後に取り付けたバッテリパックの充電を

開始します。

�充電時間は充電するバッテリパックの容量により異なります。通常、「充電時間のおおよその目

安」（→ P.6）にある時間以内に充電が終了し、充電 LED が緑色に点灯します。ただし、12 時

間以上充電しても充電が終了しない場合は、強制的に充電を打ち切ります。

�使用直後でバッテリパックが高温になっていたり、バッテリパックが冷えて低温になっていた

りする場合は、温度がある程度戻るまで充電待機となります。

�長期間使用しなかったバッテリパックは、充電時間が長くなる場合があります。

�本製品の使用環境温度が低い場合は充電時間が長くなります。

充電時間のおおよその目安

�充電時間は温度などの環境条件やバッテリパックの劣化状況により異なります。

バッテリ容量（mAh） 充電時間（時間）

2400 2

4800 2

5200 2.2

7200 3

7800 3.2

1

2
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仕様

�本製品に対応するバッテリパックについては、富士通製品情報ページ内にあるFMV-BIBLOおよ

び FMV-LIFEBOOKの「システム構成図」（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/）を

ご覧ください。

�本製品には、定格 16V-2.5A以上の弊社製 ACアダプタ（FMV-AC317など）をご使用ください。

お問い合わせ先

本製品のご使用に際して何か困ったことが起きた場合は、ご購入元にご確認いただくか、以

下それぞれのお問い合わせ先にご相談ください。

＊故障・修理に関するお問い合わせ先

［法人のお客様］

■「富士通ハードウェア修理相談センター」

・通話料無料   0120-422-297

・お問い合わせ時間   9：00～ 17：00（土曜、日曜、祝日および年末年始を除く）

［個人のお客様］

■「故障や修理に関する受付窓口」

・通話料無料   0120-926-220

・お問い合わせ時間   24時間・365日対応

＊技術的なご質問、ご相談のお問い合わせ先

■「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」

・通話料無料   0120-950-222

・お問い合わせ時間   9：00～ 17：00（土曜、日曜、祝日を除く）

・おかけ間違いのないよう、ご注意ください。

・各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。

お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。

・システムメンテナンスのため、お問い合わせ時間であっても受け付けを休止させていた

だく場合があります。

品名 バッテリチャージャ

型名 FMV-NCA7

定格入力容量 約 40W

入力電圧 DC16V

動作温度 5～ 35 ℃

動作湿度 10～ 90％

最大外形寸法
本体　約 100 × 90 × 30mm

ケーブル部　約 150mm

質量 約 230g
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●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがありま

す。

●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およ

びその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。

●無断転載を禁じます。

●落丁、乱丁本はお取り替えいたします。

FMV シリーズ
バッテリチャージャ（FMV-NCA7）

取扱説明書

B5FY-9101-01-00

発 行 日

発行責任

　2008 年 9 月

富士通株式会社

Printed in Japan
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