Li-Ion バッテリー充電器

ＣＬＣ－６２６４
取 扱 説 明 書
この度は充電器（ＣＬＣ-６２６４）をお買い上げいただき誠に
ありがとうございました。
本書は、長く、効率的にご使用いただくためのご使用方法と
お手入れの方法を説明しております。
この説明書に示された注意事項をよく読んでから操作して
ください。
●適合バッテリー （充電できるバッテリー）
バッテリー型番
LS626N

LV9N

LV925

LV14

※上記の適合バッテリー以外は充電できません。

安全にお使いいただくために
◎火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、下記の
注意事項を必ず守ってください。
◎ご使用になる前に、下記の注意事項すべてをよくお読みの
上、指示に従って正しく使用してください。
◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる
場所に必ず保管してください。

●表示マークの意味

この表示は、誤った取り扱いをしたとき
に「人が死亡または重傷を負う可能性
が想定される内容」を示しています。
この表示は、誤った取り扱いをしたとき
に「人が障害を負う可能性が想定され
る、または物的損害の発生が想定され
る内容」を示しています。

注 記

性能を十分に発揮できるように、製品
の取り扱いに関してお守りいただきた
い事項です。

※注意・注記に記載した事項でも、状況により深刻な結果をも
たらす可能性があります。いずれも、安全に関する重要事
項ですので必ず守ってください。

○充電するときは、専用のバッテリーを使用してください。
・本書及びカタログに記載のバッテリー以外を使用すると、
破裂のおそれがあり、けがや故障の原因となります。
○電源コードの破損の有無を定期的に点検してください。
・破損した電源コードは使用しないでください。破損してい
る場合は、メーカーやサービス代理店で入手できる純正
コードと交換してください。
○正しく充電してください。
・家庭用、商用の AC100V 電源を必ず使用してください。昇
圧装置や発電機では使用しないでください。発熱・火災の
危険性があります。
・周囲温度が０℃から４０℃までの範囲でご使用ください。
また、充電中に布等で覆わないでください。バッテリーの
破裂や火災の危険性があります。
・充電器を使用しない場合は差込プラグを抜いておいてく
ださい。火災や感電の恐れがあります。
・延長ケーブルを使用しないでください。火災や感電の原
因となります。やむをえず使用する場合はできるだけ短い
ものを使用してください。
・屋外での充電は適しておりません。乾燥した場所でご使
用ください。
○コネクタの端子間を短絡（ショート）させないでください。釘
等の異物混入によりバッテリーの破裂や火災の危険性が
あります。
○感電にご注意ください。
・濡れた手でプラグを触らないでください。感電の恐れがあ
ります。
○充電器のコネクタ部分に、金属片や水等を近づけないで
ください。火災や感電の恐れがあります。
○バッテリーを火中に投入しないでください。バッテリーが破
裂または有害物質を発生する恐れがあります。
○バッテリーは、可燃性の液体やガスのあるところでの使用
及び充電はしないでください。爆発や火災の危険性があ
ります。
○ 充電器を絶対に分解しないでください。火災や感電の恐
れがあります。

○充電器を使用しない場合の保管場所に注意してくださ
い。
・子供を近づけないでください。
・作業者以外は充電器のコードに近づけないでください。
・乾燥した場所で、子供の手の触れないところで保管して
ください。
・バッテリーを高温になる場所（車中や火気のそば）に保
管しないでください。バッテリー劣化の原因になり発煙、
発火の原因になります。
・冷温下で保管・使用の場合は、結露に注意してくださ
い。感電やショートして発火する恐れがあります。
○充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコ
ンセントから抜かないでください。
・コードを熱、油、薬品、角の鋭いところに近づけないでく
ださい。
・コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受け
て損傷する事がないように、充電する場所に注意してく
ださい。感電やショートして発火する恐れがあります。
○充電中、異常にお気づきの際は直ちにプラグを抜いて充
電を中止してください。
・修理は、お買い求めの販売店または弊社支店・営業所・
出張所にお申し付けください。

各部の名称

仕 様
充電器仕様

充電時間

質

量

入 力

AC100V 140VA ｘ 4
(4 個充電時最大 560VA)
出 力 DC29.4V 2A ｘ 4
周波数 50/60Hz 共用
バッテリー1 個/装着口 1 個あたり
約 3.5～5 時間(周辺温度 20℃時)
複数充電可能
9kg

○仕様は予告なく変更することがあります。
充電方法 （バッテリーLS626Ｎ）
●付属のスペーサースポンジは使用しません
１． 充電器のバッテリー装着口及びコネクタ部分に異物等
が無いことを確認し、AC100V 電源コードをコンセントに
差し込んでください。
２． 装着口電源スイッチを、使用する装着口に合せて ON
にすると該当する充電 LED 表示が緑に点灯します。
(◆LS626)

※LS626N も同様に装着します

●スペーサースポンジ
（バッテリーLV9N、LV925、LV14 充電時に使用）
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します。
（1～4 台可能）

３． 充電コネクタの位置を確認して、上図のようにバッテリ
ーをしっかりと差し込み充電が開始されていることを
確認してください。充電を開始すると充電 LED 表示は
赤の点灯に変わります。※
４． 充電が完了すると充電 LED 表示が赤から緑の点灯に
変わります。充電完了後はバッテリーを抜取り、装着
口電源スイッチを OFF にしてください。他の装着口で
充電を行わない場合は、AC 電源コードをコンセントか
ら抜いてください。

充電方法 （バッテリーLV9N、LV925、LV14）
●付属のスペーサースポンジを使用します

バッテリーを挿入しても充電が開始されない場合

１、バッテリー装着口に付属のスペーサースポンジを装着し
てください。（下部 図参照）
２、充電器のバッテリー装着口及びコネクタ部分に異物等が
無いことを確認し、AC100V 電源コードをコンセントに差し
込んでください。
３、装着口電源スイッチを、使用する装着口に合せて ON
にすると該当する充電 LED 表示が緑に点灯します。

□バッテリーのコネクタが正しく接合されているかを確認して
下さい。
□AＣコードの差込プラグが適切な電源に正しく接続されている
かを確認ください。
□一度、AC コードを抜くか、本体側面に付いている電源スイッチ
を入れ直してください。
□バッテリーが満充電時は点灯表示が、緑から赤に変わりませ
ん。バッテリーを確認してください。

●付属のスポンジを
装着口に入れます。

装着口（上から見た図）

◆保護タイマー機能のご説明
本機には充電器の安全性を保護するためにタイマー機能が
搭載されています。本体の電源が入ったまま、バッテリーを
挿入せず 24 時間経過すると、タイマー機能が働きバッテリー
を挿入しても充電が開始されません。
（※充電ランプが緑から赤に切り替わりません）
【解除方法】

(◆LV626)

MEMO

バッテリーについて

注 記
バッテリーに落下や荷重などの衝撃が加わらないように
ご注意ください。場合によっては発火・爆発の危険性があ
ります。
●使用済のバッテリーはすみやかに廃棄してください。
●バッテリーの廃棄方法
使用済みバッテリーは、リサイクルのため回収しておりま
す。
お買い求めの販売店、または弊社支店・営業所・出張所
へお申し出ください。
●充電器の廃棄方法
充電器を廃棄する際は、バッテリーを取外してください。

Ｌｉ－ｉｏｎバッテリーは適切に処置されない場合、状況
によっては発火・爆発の危険性があります。

◆LV9N

●バッテリーを差込みます

◆LV925

（同じ方法で４台まで充電可能）

◆LV14

□一度、AC 電源コードを抜くか、本体側面に付いている電源
スイッチを入れ直して下さい。保護タイマーはリセットされ、正常
に充電ができるようになります。

アフターサービスと保証について

スペーサースポンジ

注 記
充電コネクタ

○装着口（４つとも同様）

４、充電コネクタの位置を確認して、上図のようにバッテリーを
差し込み充電が開始されていることを確認してください。
充電開始で充電 LED 表示は赤の点灯に変わります。※
５、充電が完了すると充電 LED 表示が赤から緑の点灯に
変わります。充電完了後はバッテリーを抜取り、装着口電
源スイッチを OFF にしてください。他の装着口で充電を行
わない場合は、電源コードをコンセントから抜いて下さい。

保護タイマーは 24 時間以内に充電器を使用する場合には作動
することはありません。
ご使用の環境下で保護タイマーが作動する可能性がある場合は
ご注意ください。
例）土日はお休みで作業しない＝1 日以上充電器を使用しない

□充電器を使用する際、充電開始時に電源スイッチの ON、終了
後 OFF をすれば、保護タイマーは作動しません。
（※充電方法参照）

◎ご購入いただいた日から、１年間を保証期間とし、保証期
間中に発生した故障は原則として無料修理させていただき
ます。
なお、保証期間中でもお客様の使用上の誤り、又は不当
な修理や改造による故障・損傷及び消耗品については、
有料となりますのでご注意ください。
◎使用中にトラブルが発生した場合、修理を依頼される前に
この取扱説明書をよくお読みいただき点検してください。
その上で回復しない場合にはご自分で修理なさらないでお
買い求め先または、弊社支店・営業所出張所までご相談く
ださい。
◎保証に関する詳しい内容は、保証書を参照してください。

□特に、休日の前日には充電器の電源を OFF にすることを
お願いします。

○取り扱い店名

2018 年 3 月改版

