SAC3600-4001CR

4 スロット予備バッテリ充電器
クイック リファレンス ガイド
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Zebra は、信頼性、機能、またはデザインを向上させる目的で製品に変更を加え
ることができるものとします。
Zebra は、本製品の使用、または本文書内に記載されている製品、回路、アプリ
ケーションの使用が直接的または間接的な原因として発生する、いかなる製造物
責任も負わないものとします。明示的、黙示的、禁反言またはその他の特許権上
または特許上のいかなる方法によるかを問わず、Zebra 製品が使用された組み合
わせ、システム、機材、マシン、マテリアル、メソッド、またはプロセスを対象
として、もしくはこれらに関連して、ライセンスが付与されることは一切ないも
のとします。Zebra 製品に組み込まれている機器、回路、およびサブシステムに
ついてのみ、黙示的にライセンスが付与されるものとします。

保証
Zebra のハードウェア製品の保証については、サイト
(http://www.zebra.com/warranty) にアクセスしてください。

オーストラリアのみ
オーストラリアのみ。本保証は、Zebra Technologies Asia Pacific Pte.Ltd. ( 住所 :
71 Robinson Road, #05-02/03, Singapore 068895, Singapore) が規定するもので
す。当社の製品はオーストラリア消費者法に基づいて除外できない保証が付帯し
ています。製品の重大な故障が発生した場合、購入者は交換または返金、および
その他の合理的に予見できる損失または損害に対する補償を受ける権利がありま
す。また、商品が受け入れることができない品質で、かつその故障が重大な故障
に至ることがない場合、購入者は製品を修理または交換することができます。
前述の Zebra Technologies Corporation Australia による限定的保証は、オースト
ラリア消費者法によって定められた権利および賠償に加えて提供されます。ご質
問については、Zebra Technologies Corporation までお電話 (+65 6858 0722) でお
問い合わせください。また、最新の保証条件は、http://www.zebra.com でご確認
いただけます。

サービスに関する情報
本製品の使用中に問題が発生する場合は、お客様の使用環境を管理する技術サポー
トまたはシステム サポートにお問い合わせください。本機器に問題がある場合、
各地域の技術サポートまたはシステム サポートの担当者が、Zebra グローバル
カスタマー サポート センター (http://www.zebra.com/support) へ問い合わせを
行います。
このガイドの最新版は、http://www.zebra.com/support から入手可能です。
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はじめに
SAC3600-4001CR 4 スロット予備バッテリ充電器は、最大 4 個の予備バッテリを
充電します。充電器は、卓上に設置することも、壁面に取り付けることもできま
す。本書では、充電器の設定から使用までの基本的な手順を説明します。
性能を最大限引き出すため、初めて機器を使用する前に、機器のバッテリをフル
充電します。
機器のバッテリを充電するには、充電器にバッテリを挿入します。バッテリ充電
器 LED の LED インジケータが黄 ( 点滅または点灯 ) になるとバッテリの充電が
開始されます。完全に放電したバッテリをフル充電するには最大 5 時間かかりま
す。公称値 32° 〜 104°F (0° 〜 40°C)、理想値 41° 〜 95°F (5° 〜 35°C) の推奨温
度内で充電してください。

アクセサリ
•

2 本のネジ ( 壁面取り付け用 ( 該当する場合 )、Zebra では販売していません )。

•

卓上 / 壁面取り付け用の電源 (p/n PWRS-14000-148R)。

パッケージの開梱
製品を覆っている保護材を慎重にすべて取り外し、破損がないかどうかを確認し
てください。配送中に製品が損傷した場合は、Zebra サポートまでご連絡くださ
い。箱は、保管しておいてください。これは承認された梱包箱です。修理のため
に機器を返送するときには必ずこれを使用してください。

関連文書
•

LI3678 クイック スタート ガイド (p/n MN002323A0X)

•

LI 3678 プロダクト リファレンス ガイド (p/n MN001740A0X)

•

DS3678 クイック スタート ガイド (p/n MN002648A0X)

•

DS3678 プロダクト リファレンス ガイド (p/n MN-002689-0X)
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充電器の部品
4 スロット予備バッテリ充電器 ( 正面図 )
バッテリ
充電 LED
(4 つ )

バッテリ
受け
(4 つ )

4 スロット予備バッテリ充電器 ( 背面図 )
ゴム足
(4 つ )

壁面への取り付け
取り付け穴
電源ケーブル溝
(2 つ )

USB ポート

電源ポート

電源
ケーブル
保護管

ケーブル溝

注

USB ポートでの接続はファームウェアをアップデートする場合にのみ必要
です。通常の動作では必要ありません。
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充電器の取り付け
垂直面 ( 壁面 ) に充電器を取り付けるには、次の手順に従います。
1.

電源ケーブルを電源ポートおよび AC 電源に接続します。ケーブル溝に電源
ケーブルを挿入します。

2.

目的の場所に、ネジ穴の位置をマークします。2 つの取り付けネジ穴の間隔
は 103mm です。壁とスクリュー ヘッドの間隔は、約 2.5mm です。

3.

2 本のネジに対応した穴を事前にドリルします。

4.

設置面に充電器をしっかりと取り付けます。

5.

充電するバッテリを最大 4 個挿入します。

バッテリの挿入
バッテリ充電器にバッテリを挿入するには、以下に示すように、端子が上になる
ようにバッテリを傾けて、LED インジケータの縁の下に、バッテリの端子側をス
ライドさせます。カチッという音がするまでバッテリのラベル部分を押し込み、
バッテリ充電器の端子と接触させます。

バッテリの取り外し
充電器からバッテリを取り外すには、バッテリの上部からバッテリをバッテリ受
けから引き出します。

バッテリの充電
バッテリ充電器にバッテリを挿入するには、以下に示すように、端子が上になる
ようにバッテリを傾けて、LED インジケータの縁の下に、バッテリの端子側をス
ライドさせます。カチッという音がするまでバッテリのラベル部分を押し込み、
バッテリ充電器の端子と接触させます。
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LED インジケータ
電源 / 充電 LED シーケンス
通常の使用時
赤、黄、緑、オフ ( 全 4 個の LED)

電源が投入されました。

オフ

アイドル

バッテリの表示
黄 ( 点滅 )

充電中

黄 ( 点灯 )

充電が必要

緑 ( 点灯 )

バッテリ充電完了

黄 ( すばやく点滅 )

充電エラー

バッテリ寿命終了の表示
赤 ( 点滅 )

充電中

赤 ( 点灯 )

バッテリ充電完了

赤 ( すばやく点滅 )

充電エラー

メンテナンスの表示
赤 ( 点灯。全 4 個の LED)

ブートローダに切り替え

赤で点滅 ( 全 4 個の LED)

ファームウェアのインストール

トラブルシューティング
本書の手順に従っても充電器が正常に動作しない場合は、次の項目を確認してく
ださい。
• システムの電源を確認してください。
•
•

ケーブルの接続が緩んでいないかどうかを確認してください。
バッテリが充電器に正しく差し込まれているかどうかを確認してください。
注意

充電器に液体を注いだり、吹きかけたり、こぼしたりしないでください。

メンテナンス
•

充電器を極度の高温または低温にはさらさないでください。

•

極端にほこりっぽい場所、極端に湿度が高い場所、濡れている場所では、保管
も使用もしないでください。

充電器をクリーニングする場合は、柔らかい布を使用してください。充電器の表
面が汚れた場合は、柔らかい布を薄めた窓ガラス洗剤で湿らせてクリーニングし
ます。

SAC3600-4001CR クイック リファレンス ガイド

7

規制に関する情報

本製品は、Zebra Technologies Corporation により認定されています。
このガイドはモデル番号 SAC3600 に適用されます。Zebra の機器はすべて、販売地域の
法令および規制に準拠するように設計されており、必要に応じてその旨を記載したラベルが
貼付されています。各言語での情報は、次の Web サイト http://www.zebra.com/support でご
確認ください。
Zebra の機器に変更または改変を加えた場合、Zebra による明示的な承認がある場合を除き、
その機器を操作するお客様の権限が無効になる場合があります。
Zebra 承認済みおよび UL 規格のモバイル コンピュータ、Zebra 承認済みおよび UL 規格 /
承認済みバッテリ パックでのみ使用してください。

注意

Zebra 承認済みおよび UL 規格のアクセサリ、バッテリ パック、
バッテリ充電器のみを使用してください。
濡れたモバイル コンピュータまたは バッテリを充電しないでくだ
さい。コンポーネントは、必ず乾いた状態で 外部電源に接続してく
ださい。
定格最大動作温度は 50°C です。

電源
出力 DC 12V、最小 4.6A ( 最高周囲温度 50°C 以上 ) の電気定格を備えた Zebra 承認済みの
UL 規格 ITE 電源のみを使用してください。その他の電源を使用した場合、この機器に対す
る承認事項はすべて無効になります。また、安全に使用できません。

バッテリ

台湾 - リサイクル

EPA (Environmental Protection Administration: 行政院環境保護署 ) は、Waste Disposal Act
( 廃棄物処理法 ) の第 15 条において、乾電池の製造業者および輸入業者に対し、販売、景品、
またはプロモーション目的で使用する電池にリサイクル マークの表示を義務付けています。
バッテリの正しい廃棄方法については、台湾の正規回収業者にお問い合わせください。

バッテリ情報
注意

適切ではないタイプのバッテリと交換すると、爆発のおそれがあ
ります。使用済みのバッテリは、指示に従って廃棄してください。

Zebra が認定したバッテリのみを使用してください。バッテリ充電機能を持つアクセサリは、
次のバッテリ モデルで使用できます : 部品番号 82-166537-01 (DC 3.6V、定格 3150mAh、最
小 3100mAh)。
Zebra が認定した充電式バッテリ パックは、業界内の高基準に適合するように設計・製造さ
れています。
ただし、バッテリの寿命や保管期間には限界があり、これらは条件によって異なります。バッ
テリ パックの実際の寿命は、温度や極端な環境条件、激しい落下など、さまざまな要因に
よって決まります。
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バッテリを 6 か月以上保管する場合、バッテリの総合的な品質に修復不能な劣化が生じる可
能性があります。バッテリを保管する場合は、容量の低下や金属部品の錆び、液漏れを防ぐ
ため、フル充電の半分ほどの充電量にし、機器から取り外して、乾いた涼しい場所で保管し
てください。バッテリを 1 年以上保管する場合は、1 年に 1 回以上充電レベルを確認し、フル
充電の半分まで充電してください。
駆動時間が極端に短くなった場合は、新品のバッテリに交換してください。
Zebra のバッテリには、標準で 30 日間の保証期間が設定されています。これは、個別に購入
した場合でも、モバイル コンピュータまたはバーコード スキャナに付属している場合でも同
様です。Zebra バッテリの詳細については、http://www.zebra.com/batterybasics を参照して
ください。

バッテリの安全に関するガイドライン
機器を充電する場所には埃が溜まらないようにしてください。また、近くに可燃性の物質お
よび薬品を置かないでください。業務環境以外で機器を充電する場合は、特に細心の注意を
払ってください。
• バッテリの使用、保管、および充電については、ユーザー ガイドに記載されているガイ
ドラインに従ってください。
• バッテリを正しく使用しないと、火災、爆発、またはその他の事故の原因となる場合があ
ります。
• モバイル デバイス バッテリを充電する場合は、バッテリと充電器の温度を、0°C 〜 +40°C
(32°F 〜 104°F) に保つ必要があります。
• 互換性のないバッテリおよび充電器は使用しないでください。互換性のないバッテリまた
は充電器を使用すると、火災、爆発、液漏れ、またはその他の事故の原因となる場合があ
ります。バッテリまたは充電器の互換性についてのご質問は、Zebra サポートにお問い合
わせください。
• 分解したり、外殻を開いたり、粉砕、屈曲や変形、穿孔、もしくは切断を行わないでくだ
さい。
• バッテリ駆動式の機器を硬い地面に落とすと、バッテリがオーバーヒートする原因になる
可能性があります。
• バッテリをショートさせたり、金属や導電性の物体をバッテリ ターミナルに接触させた
りしないでください。
• 改造や再加工、バッテリ内部への異物の挿入、水やその他の液体への浸漬または暴露、
または火、爆発あるいはその他の危険物への暴露を行わないでください。
• 駐車中の車両内、またはラジエータやその他の熱源の近くなど、高温になる可能性のある
場所あるいはその近くに、機器を放置または保管しないでください。バッテリを電子レンジ
や乾燥機に入れないでください。
• 児童がバッテリを使用する場合は、保護者の監督が必要です。
• 使用済みの充電式バッテリは、現地の法令に従ってすみやかに廃棄してください。
• バッテリを廃棄するときは焼却しないでください。
• バッテリを飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
• バッテリが液漏れした場合は、漏れた液体が皮膚や目に触れないようにしてください。
触れてしまった場合は、接触部位を大量の水で洗い流し医師の診断を受けてください。
• 機器またはバッテリの破損が疑われる場合は、Zebra サポートに検査を依頼してください。
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無線電波干渉についての要件 - FCC
注 : 本製品は、FCC 規制第 15 部に定められた Class B デジタル機器に関する制限に従って
テストされ、これに準拠するものと認定されています。この制限は、本製品を住居内で使用
する際に有害な電波干渉を起こさないために規定されたものです。
本製品は、無線周波エネルギーを発生、使用し、放射する可能性があります。指示に従わず
に設置および使用した場合、無線通信に有害な電波干渉を引き起こす可能性があります。た
だし、これは特定の設置状況で電波干渉が発生しないことを保証するものではありません。
本製品がラジオやテレビの受信に有害な電波干渉を引き起こし、機器の電源のオン / オフ操
作によってそのことが確認できる場合、以下の方法を用いて、お客様ご自身で電波障害の解
決を試みることをお勧めします。
•
受信アンテナの方向または場所を変える
•
本製品と受信機の距離を離す
•
受信機が接続されているものとは別の回路のコンセントに本機器を接続する
•
販売店またはテレビ / ラジオの専門技術者に相談する

米国およびカナダの規制
無線電波干渉についての通知
この機器は、Innovation, Science and Economic Development Canada のライセンス免除
RSS に準拠しています。この機器の動作は次の 2 つの条件を前提としています。(1) この機
器は有害な干渉を発生させません。(2) この機器は、不適切な動作の原因となり得る干渉も
含め、受信したあらゆる干渉の影響を受けます。
L'appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences d'Innovation, Science
et Développement économique Canada. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit
accepter tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

無線電波干渉についての要件 - カナダ
Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 準拠ラベル :
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

マークと欧州経済地域 (EEA)
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準拠の宣言
Zebra は、この機器が、該当するすべての指示項目 (2014/30/EU、2014/35/EU および
2011/65/EU) に準拠していることを、本文書により宣言します。EU 適合宣言書の全文は、
次のインターネット アドレスで参照できます : http://www.zebra.com/doc 。

その他の国

日本 (VCCI) - 電波障害自主規制協議会

Class B ITE

( 情報処理装置 )

韓国 - Class B ITE の警告声明

チリ
Este equipo cumple con la Resolución No 403 de 2008, de la Subsecretaria de
telecomunicaciones, relativa a radiaciones electromagnéticas.

中国
http://www.zebra.com/contact

ウクライナ
タイ

เครื องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี มีความสอดคล้องตามข้อกําหนดของ กทช.
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United Kingdom
Statement of Compliance
Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with the Radio Equipment
Regulations 2017 and the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.
Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK Declaration of
Conformity.
The full text of the UK Declaration of Conformity is available at: www.zebra.com/doc .
UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited
Address:
Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

電気電子機器の廃棄処理規制 (WEEE)
EU 各国および英国でご使用の場合 : 使わなくなった製品については、次のサイトでリサイクル / 廃
棄に関するアドバイスを参照してください。www.zebra.com/weee
トルコ - 準拠に関する WEEE 声明

中国 RoHS
この表は、中国 RoHS の要件に準拠するために作成されました。

この表は、中国 RoHS の要件に準拠するために作成されました。

ZEBRA および図案化された Zebra ヘッドは、Zebra Technologies Corporation の
商標であり、世界各地の多数の法域で登録されています。その他のすべての商標
は、該当する各所有者が権利を有しています。©2019-2021 Zebra Technologies
Corporation および/またはその関連会社。無断複写、転載を禁じます。
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