
一般注意事項

■弊社は、本書に記載されている製品の安定供給のために、使用する部品は選定しておりますが、

　環境問題における対応やＬＥＤ等の仕様変更などの理由により、やむを得ず製品の仕様を変更することが

　あります。現在の仕様をご確認の上、ご使用をお願いします。

■本書に記載されている製品は、一般の電子機器（通信機器、家電製品、事務用機器など）への使用を想定

　しております。部品の故障や誤動作等により、人身事故、火災事故、損害等を発生させるような高い信頼性

　が要求される装置（交通機器やその制御装置、安全に関する装置、防犯・防災機器、医療機器など）への

　使用の際には、弊社にご相談の上ご検討下さい。

　また、極めて高い信頼性が要求される装置（航空宇宙機器、原子力制御、生命を維持するための機器など）

　に、対応する仕様にはなっていません。

■詳しくは、個別の納入仕様書、図面等にて確認して下さい。本書に記載されている製品と相違があった場合、

　個別の納入仕様書、図面等を優先して下さい。

■本書に記載されている製品は屋内の使用に限ります。屋外での使用はできません。

■使用中は感電の危険がありますので、誤って充電部に接触しないように十分配慮し、ご使用下さい。

■本書に記載されている製品は、仕様に基づき、使用電圧、極性等を間違わないようにご使用下さい。

■本書に記載されている製品への強い衝撃や振動は、故障の原因となりますので十分に注意して下さい。

　また、それが想定される場所への使用はしないでください。

■本書に記載されている製品は、高温や低温の場所、湿度の高い場所、結露が発生する場所、塵挨等の多い

　場所でのご使用は避けて下さい。

■本書に記載されている製品の樹脂部に油脂類やその他液体等がかかる様な場所でのご使用はヒビ割れなど

　の原因となりますので避けて下さい。

■ご不明な点があれば弊社までお問い合わせ下さい。

GENERAL INSTRUCTIONS

■We choose the par ts to use for the stable supply of product in this brochure, but there might
　be the change of  speci f icat ions due to the compliance with the environmental  problem or
　the change of specif ications of LED and others.
　So, please use the products af ter conf irming current specif ications. 
■The product in this brochure assumes the use to general electronics such as communications
　equipment, household electr ical appliance, of f ice appliance, etc.
　In the case of the use to the device that high reliability is required (such as traf f ic machinery
　and the control unit, a device about the security, crime prevention / disaster prevention machinery,
　medical equipment and generat ing an accident result ing in injury or death, a f ire accident,
　t he  damage  i s  demande d  by  t r oub le  o r  t he  ma l f unc t i on  o f  t he  pa r t ) ,  p l e ase  examine
　after the consultation with us.
　In addit ion, specif ications of the product do not comply to suppor t the device that extremely
　high rel iabi l i t y  is demanded such as aerospace machinery,  atom force control,  machinery
　to maintain life.  
■Speci f ical ly,  p lease conf irm i t  by indiv idual  del iver y speci f icat ions,  a drawing and others.
　When there is the dif ference from the product mentioned in this brochure, please give priority
　to individual delivery specif ications, a drawing and others. 
■The product in this brochure is limited to indoor use, and the use in the outdoors is not possible. 
■Please do not touch the charge section by mistake during the use to avoid the electr ic shock.  
■Please use the product in this brochure based on specif ications, and not to make a mistake
　in the use voltage, polarity and others. 
■As the st rong shock and v ibrat ion to the product  in  this  brochure may cause the damage.  
　Please do not use it in the place where it is assumed. 
■Please do not use the product in this brochure at the place of high temperature, low temperature,
　and high humidity.   Further, please do not use it at the place where dew condensation is generated,
　and at the places with much dust and others.  
■Please avoid the use at the place where oils and fats or others liquid seem to hang in the resin
　par t  o f   the  p roduc t  ment ioned in  th is  b rochure,  bec ause i t  may  c ause the  c raz ing  etc .  
■If there are any questions, please refer to us.


