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CHT  使用說明

感謝您購買奧林巴斯鋰離子電池。為了確保您的安全，請在使用
之前仔細閱讀本使用說明書，並將其妥善保管，以供需要時參考。
攜帶或存放電池時，請確保把其置於保護套內，以使 、 、
和  端子無短路。
把充電電池放在保護套中，使您能看見電池上的▲標記，以便確
定電池是否已充滿電。

安全防範須知（請必須遵守）

BLH-1 鋰離子電池是 BLH-1 指定相機的專用電池。請勿用於其它的
機器。
請務必使用奧林巴斯電池充電器 BCH-1 為電池充電。
請勿以金屬將電池的正負極進行短路。
請勿將電池投入火中，也不要靠近明火。
不要在高溫場所如直射陽光下、汽車的儀表板或加熱裝置旁使用，
充電和保存。
請勿焊接、修理、變形、更改或拆卸電池。
請勿猛烈撞擊或投擲電池，不要損傷電池。否則造成火災、著火、
過熱、破裂或漏液。
請註意勿使水、雨水、海水和動物尿液濡濕電池。已經潮濕的電
池請勿進行充電和使用。
如果在規定的充電時間內未完成充電，請停止充電以避免導致火
災，著火，過熱或破裂。遇到這種情況，請委托銷售商店或奧林
巴斯當地修理中心修理本機。
請在兒童接觸不到的地方使用和儲存電池。 萬一發生兒童誤食電
池的事件，請立即就近醫治。

操作防範須知

請閱讀照相機使用說明書中的“電池和充電器＂部分。
長時間擱置時，請將電池保存於陰涼之處。

舊電池的回收

為節約地球資源，請回收奧林巴斯電池。
丟棄舊電池時，需包住電池的正負極，請務必遵守當地的法律和規章
制度。

型號 BLH-1

鋰離子電池充電器 BCH-1

充放電次數 大約 500 次（根據使用條件會有變化）

環境溫度 0℃至 40℃ （充電）

外形尺寸 約 45（寬）× 20（高）
× 53（厚）毫米

重量 約 74 克

※  設計和規格如有變更，恕不另行通知。

CHS  使⽤说明

感谢您购买奥林巴斯锂离⼦电池。
为了确保您的安全，请在使⽤之前
仔细阅读本使⽤说明书，并将其妥
善保管，以供需要时参考。
携带或存放电池时，请确保把其放
⼊保护套中，以使 、 、  和 
端⼦⽆短路。
把充电电池放在保护套中，使您能看
见电池上的▲标记，以便确定电池是
否已充满电。

安全防范须知（请必须遵守）
BLH-1 锂离⼦电池是 BLH-1 指定相机的专⽤电
池。请勿⽤于其它的机器。
请务必使⽤奥林巴斯电池充电器 BCH-1 为电
池充电。
请勿以⾦属将电池的正负极进⾏短路。
请勿将电池投⼊⽕中，也不要靠近明⽕。
不要在⾼温场所如直射阳光下、汽车的仪表
板或加热装置旁使⽤、充电和保存。
请勿焊接、修理、变形、更改或拆卸电池。
请勿猛烈撞击或投掷电池、不要损伤电池。
否则造成⽕灾、着⽕、过热、破裂或漏液。
请注意勿使⽔、⾬⽔、海⽔和动物尿液濡湿
电池。已经潮湿的电池请勿进⾏充电和使⽤。
如果在规定的充电时间内未完成充电，请停
⽌充电以避免导致⽕灾，着⽕，过热或破裂。
遇到这种情况，请委托销售商店或奥林巴斯
当地修理中⼼修理本机。
请在⼉童接触不到的地⽅使⽤和储存电池。万⼀
发⽣⼉童误⾷电池的事件，请⽴即就近医治。

操作防范须知
请阅读照相机使⽤说明书中的“电池和充电
器”部分。
长时间搁置时，请把该电池保存在阴凉的地⽅。

旧电池的回收
为节约地球资源，请回收奥林巴斯电池。丢弃
废旧电池时，需包住电池的正负极，请务必遵
守当地的法律和规章制度。
根据中华⼈民共和国 [ 电⼦信息产品污染控制管理办法 ]
需显⽰的内容

环保使⽤期限

部件名称
有害物质

铅
(Pb)

汞
(Hg)

镉
(Cd)

六价铬
(Cr6+)

多溴联苯
(PBB)

多溴⼆苯醚
(PBDE)

电池 × ○ ○ ○ ○ ○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：有害物质含量在限度量以下
×：有害物质含量在限度量以上
以上限度量根据 GB/T26572

型号 BLH-1
锂离⼦电池充电器 BCH-1
充放电次数 ⼤约 500 次（根据使⽤条件会有变化）
环境温度 0℃⾄ 40℃ （充电）
外形尺⼨ 约 45（宽）×20（⾼）×53（厚）毫⽶
重量 约 74 克

※  设计和规格可能会进⾏更改，恕不另⾏通知。

KR  취급설명서
OLYMPUS 리튬이온 배터리를 구입해 주시어 감사합니다. 
사용전에 본 설명서의 내용을 잘 이해하고 안전하게 사용해 
주십시오. 이설명서는 사용시에 늘 참조할 수 있도록 잘 보관해 
주십시오.
배터리를 휴대하거나 보관할 때에는 반드시 배터리를 보호 
케이스 안에 넣어 , ,  그리고  단자가 쇼트되지 않도록 해 
주십시오.
충전된 배터리는 배터리가 완전히 충전된 것인지 확인할 수 
있도록 배터리의 ▲가 보이게 보호 케이스에 넣어 두십시오.

안전상의 주의
BLH-1리튬이온 배터리는 BLH-1가 지정되어 있 는 파워 배터리 
홀더 전용입니다. 다른 기기에 사용하지 마 십시오.
충전은 반드시 OLYMPUS 배터리 충전기 BCH-1로 충전하십시오.
배터리의 단자를 금속 등으로 쇼트시키지 마십시오. 
배터리를 불속에 넣거나 화기의 근처에 놓아두지 마 십시오.
직사광선하의 자동차 다쉬보드나 스토브 근처 등 고온 인 곳에서 
사용, 충전, 보관하지 마십시오.
배터리를 용접하거나 수리, 변형, 개조, 분해하지 마 십시오.
배터리에 강한 충격을 주거나 던지거나 상처를 내지 마 십시오. 
화재, 발열, 파열, 누 액의 원인이 됩니다.
배터리를 물, 빗물, 해수, 애완용 동물의 오줌 등에 젖 지 않도록 
하십시오. 젖은 배터리는 충전하거나 사용 하지 마십시오.
소 정 의  충 전 시 간 이  지 나 도  충 전 이  완 료 되 지  않 을  경 
우에는충전을 중지하십시오. 화재, 발열, 파열의 원인 이 됩니다.
배터리는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 만일 
배터리를 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

사용상의 주의
카메라 지시사항의 “배터리 및 충전기”를 참조하십시오.
장기간 보관할 경우에는 서늘한 곳에 배터리를 보관해 주십시오.

배터리의 재활용
지구 자원을 절약하는 데 도움을 주기 위해서는 배터리를 리사이클 
해 주십시오. 다 쓴 배터리를 버릴 때에는, 반드시 단자를 닫아 
주시고 지역의 법률과 규정을 따라 주십시오.

모델 넘버 BLH-1

리튬 이온 배터리 
충전기

BCH-1

충방전횟수 약 500회 (사용 조건에 따라 다릅니다.)

사용주변온도 0℃∼40℃ (충전)

크기 약 45mm(가로)×20mm(높이)
×53mm(세로)

무게 약 74g

※  디자인과 사양은 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

JP  取扱説明書
このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございま
す。ご使用前に本説明書の内容をよくご理解の上、安全に正し
くご使用ください。この説明書はご使用の際にいつでも見られ
るように大切に保管してください。
持ち運び・保管の際には付属の保護ケースにて、電池の  
 端子が接触しないようにしてください。

充電済みの電池は▲が見えるように保護ケースに入れると判別
できます。  

安全上のご注意（必ずお守りください）
BLH-1 リチウムイオン電池は、BLH-1 が指定されているカメ
ラ専用です。他の機器に使用しないでください。
充電には、必ずオリンパス製充電器（BCH-1）をご使用ください。
電池の     端子を金属等でショートさせないでください。
電池を火中に投下したり、火に近づけたりしないでください。
直射日光下や車のダッシュボードやストーブのそば等高温にな
る場所で使用・充電・保管をしないでください。
電池にハンダ付けしたり、修理・変形・改造・分解をしないで
ください。
電池に強い衝撃を与えたり、投げつけたり、傷をつけないでく
ださい。火災・発火・発熱・破裂・漏液の原因となります。
電池を水・雨水・海水・ペットの尿等でぬらさないでください。
ぬれた電池は充電したり、使用しないでください。
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中
止してください。火災・発火・発熱・破裂の原因となります。
電池は乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
万一飲み込んだ場合はただちに医師の治療を受けてください。

ご使用上のご注意
デジタルカメラの「取扱説明書」の「電池 /充電器について」を
お読みください。
長期間保管する場合は、涼しい場所で保管してください。

電池のリサイクルについて
このマークは小型充電式電池の再利用を目的として
制定されたリサイクルマークです。充電式電池に用
いられる希少な資源を有効に活用するためにリサイ
クルにご協力ください。電池は「充電式電池リサイ
クル協力店」加入の電気店またはスーパー等に設
置のリサイクルボックスで回収しています。詳しく
は一般社団法人 JBRCホームページ http://www.
jbrc.com をご覧ください。
なおご不要の電池は、全ての端子をセロテープ等で
絶縁してからリサイクルボックスに入れてください。

MODEL NO. BLH-1
リチウムイオン充電器 BCH-1
充放電回数 約500回

（使用する条件により異なります。）
使用周囲温度 0℃～40℃（充電）
大きさ 約 45 mm（幅）× 20 mm（高さ）

×53 mm（奥行き）
質量 約74 g
※  外観・仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご
了承ください。



BLH-1

TH  คำชี้แนะ
ขอบคุณที่เลือกซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน OLYMPUS เพื่อให
มัน่ใจในความปลอดภยัของคณุ โปรดอานคูมอืคำชีแ้นะน้ีกอนใชงาน 
และเก็บรักษาไวในที่หยิบงายสำหรับอางอิงในอนาคต
เมื่อพกพาหรือจัดเก็บแบตเตอรี่ ตรวจสอบใหแนใจวาใสแบตเตอรี่ไวใน
เคสปองกัน และขั้ว , ,  และ  ไมลัดวงจร
ใสแบตเตอรี่ที่ชารจแลวไวในเคสปองกัน ในลักษณะที่คุณสามารถ
เห็น ▲ บนแบตเตอรี ่ซ่ึงจะทำใหคุณทราบไดวาแบตเตอรีช่ารจเต็มแลว
หรือยัง

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน BLH-1 ออกแบบมาเพื่อใชกับกลองที่ใชกับ BLH-1 
เทานั้น ตรวจสอบใหแนใจวารีชารจแบตเตอรี่กับเครื่องชารจแบตเตอรี่ 
BCH-1 ที่กำหนด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ชาร์จแบตเตอรี่ กับแท่นชาร์จแบตเตอรี่ BCH-1 
ของ Olympus
หามลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดวยวัตถุโลหะ 
หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือวางไวใกลกับไฟ
หามใช ชารจ หรือจัดเก็บแบตเตอรี ่ในที ่ที ่อาจสัมผัสกับอุณหภูมิสูง 
ตัวอยางเชน อยาปลอยทิ้งไวบนแผงหนาปดของรถยนตที่ถูกแสงอาทิตย
สองโดยตรง หรือวางไวใกลกับอุปกรณทำความรอน
อยาเชื่อมแบตเตอรี่ หรือพยายามซอมแซม เปลี่ยนรูป ดัดแปลง หรือถอด
ประกอบแบตเตอรี่
เพื่อป้องกันการเกิดการเผาใหม้ การเกิดความร้อนสูงเกินไป เกิดการระเบิด 
หรือมีของเหลวรั่วไหล ระมัดระวังอย่าให้มีการกระเเทก หรือโยนแบตเตอรี่ 
ซึ้งอาจทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายได้ 
อยาใหแบตเตอรี่สัมผัสน้ำหรือความชื้น รวมถึง ฝน น้ำทะเล และปสสาวะ
ของสัตว อยาชารจหรือใชแบตเตอรี่ที่เปยก
หากยังชารจแบตเตอรี่ไมเต็มในชวงเวลาชารจที่กำหนด ใหหยุดการชารจ
เพื่อปองกันไฟไหม ความรอนเกิน หรือการระเบิด
เก็บแบตเตอร่ีใหพนจากมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอร่ีเขาไป ใหไปพบแพทย
โดยทันที

ขอควรระวังในการใชงาน
โปรดอาน “แบตเตอรี่และเครื่องชารจ” ของคำชี้แนะของกลองถายรูป
เมื่อเก็บรักษาเปนเวลานาน ใหเก็บแบตเตอรี่นี้ในที่เย็น

การนำแบตเตอรี่กลับมาใชใหม

โปรดนําแบตเตอร่ี OLYMPUS กลับมาใชใหมเพ่ือชวยรักษา
ทรัพยากรของโลก เมื่อตองทิ้งแบตเตอรี่ที่เสีย ใหแนใจวา
ไดครอบปดขั้ว , ,  และ  ของแบตเตอรี่แลว และ
ใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดของทองถิ่นเสมอ
สัญลักษณนี ้ [กากบาทบนถังขยะมีลอ ระเบียบคำสั ่ง 
2006/66/EC ภาคผนวก II] แสดงวาใหแยกเก็บแบตเตอรี่
ขยะในประเทศสหภาพยุโรป โปรดอยาทิ้งแบตเตอรี่ปนกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป โปรดใชระบบสงคืนและเก็บรวบรวม
ที่ใชไดในประเทศของคุณเพื่อกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ขยะ

หมายเลขรุน BLH-1

เครื่องชารจแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน

BCH-1

จำนวนการชารจ/
การคายประจุ

ประมาณ 500 รอบ (แตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
สภาพการใชงาน)

อุณหภูมิแวดลอม 0°C ถึง 40°C สำหรับการรีชารจ

ขนาด ประมาณ 45 (กวาง) × 20 (สูง) × 53 (ลึก) มม.

น้ำหนัก ประมาณ 74 กรัม

*  การออกแบบและขอมูลจําเพาะอาจเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา

EN  INSTRUCTIONS
Thank you for purchasing the OLYMPUS Li-ion Battery. To 
ensure your safety, please read this instruction manual 
before use, and keep it handy for future reference.
When carrying or storing the battery, make sure it is placed 
in the protective case and the , ,  and  terminals are 
not short-circuited.
Place the charged battery in the protective case in such 
a manner that you can see ▲ on the battery, which allows 
you to determine whether the battery is fully charged or 
not.  

SAFETY PRECAUTIONS
The BLH-1 Li-ion battery is designed only for use with those 
cameras for which BLH-1. Be  sure to recharge the battery with 
the dedicated BCH-1 battery charger.
Be sure to recharge the battery with the Olympus battery 
charger BCH-1.
Do not short-circuit the battery terminals with a metallic object. 
Never throw the battery into a fire or put it near a fire.
Do not use, charge or store the battery where it may be exposed to 
high temperatures. For example, do not leave it on the dashboard 
of a car under direct sunlight or place it near heating equipment.
Never solder the battery or attempt to repair, deform, modify or 
disassemble it.
To avoid fire, overheating, explosion or leakage, do not subject 
the battery to excessive shock, throw it, or otherwise damage it.
Never expose the battery to water or moisture including rain, 
seawater and animal urine. Do not charge or use a wet battery.
If charging does not complete in the specified charge time, stop 
charging to prevent fire, overheating or explosion.
Keep the battery out of reach of children. Should a child swallow 
a battery, see a doctor immediately.

OPERATING PRECAUTIONS
Please read "Battery and charger" of the camera's instructions.
When keeping an extended period, keep this battery at a cool 
place.

Recycling the battery
Please recycle OLYMPUS batteries to help save 
our planet's resources. When you throw away 
dead batteries, be sure to cover their , ,  
and  terminals and always observe local laws 
and regulations.
This symbol [crossed-out wheeled bin Directive 
2006/66/EC Annex II] indicates separate collection 
of waste batteries in the EU countries. Please do 
not throw the batteries into the domestic refuse. 
Please use the return and collection systems 
available in your country for the disposal of the 
waste batteries.

Model Number BLH-1

Lithium ion battery 
charger

BCH-1

Charging/
discharging count

Approx. 500 cycles. (Variable depending 
on the operating conditions.)

Ambient 
temperatures

0°C to 40°C (32°F to 104°F) for recharging.

Dimensions Approx. 45 (W) × 20 (H) × 53 (D) mm
(1.8 × 0.8 × 2.1 in)

Weight Approx. 74 g (2.6 oz)

*  Design and specifications subject to change without notice.

FR  MODE D’EMPLOI
Nous vous remercions pour l’achat de la batterie OLYMPUS 
Li-ion. Veuillez lire ce mode d’emploi avant utilisation pour 
votre sécurité et conserver ces instructions à portée de 
main pour un usage ultérieur.
Lors du transport ou du stockage de la batterie, assurez-
vous qu’elle se trouve dans l’étui protecteur et que les 
bornes , ,  et  ne sont pas en court-circuit.
Placez la batterie chargée dans l’étui protecteur de telle 
sorte qu’il soit possible de voir ▲ sur la batterie, ce qui 
permet de déterminer si la batterie est complètement 
chargée ou non.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
La batterie Li-ion BLH-1 est conçue uniquement pour être 
utilisée avec les appareils BLH-1 pour lesquels elle est spécifiée. 
Ne l'utilisez pas avec d'autres équipements.
Assurez-vous de recharger la batterie avec le chargeur de 
batterie Olympus BCH-1.
Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie avec un objet 
métallique. 
Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à une source 
de chaleur élevée.
La batterie ne doit pas être utilisée, rechargée ou rangée dans 
un endroit où elle risque d'être exposée à des températures 
élevées. Par exemple, ne la laissez pas sur le tableau de bord 
d'une voiture ou près d'un appareil de chauffage.
Ne soudez jamais la batterie et ne tentez pas de la réparer, de la 
déformer, de la modifier ou de la démonter.
Pour éviter un incendie, une surchauffe, une explosion ou une 
fuite, ne soumettez pas la batterie à des chocs excessifs, ne 
la jetez pas et ne lui faites pas subir d'autres traitements qui 
pourraient l'endommager.
N'exposez jamais la batterie à l'eau ou à l'humidité comme la 
pluie, l'eau de mer ou l'urine. Ne rechargez et n'utilisez pas une 
batterie mouillée.
Si la recharge n’est pas complète au bout de la durée de 
recharge spécifiée, arrêtez la recharge pour éviter un incendie, 
une surchauffe ou une explosion.
Gardez la batterie hors de la portée des enfants. Consultez 
immédiatement un médecin si un enfant avale une batterie.

PRÉCAUTIONS DE FONCTIONNEMENT
Veuillez lire la section 'Batterie et chargeur' du mode d'emploi 
de l'appareil photo.
Lors d'une longue durée de stockage, conservez cette batterie 
dans un endroit frais.

Recyclage de la batterie
Veuillez recycler les batteries OLYMPUS pour 
préserver les ressources de notre planète. Quand 
vous jetez des batteries usagées, assurez-vous 
de recouvrir les bornes , ,  et , respectez 
toujours la réglementation locale.
Ce symbole [Poubelle rayée conformément à la 
directive annexe 2006/66/EC annexe II]  indique 
que la collecte des batteries usagées se fait 
séparément dans les pays EU. Veuillez ne pas 
jeter les batteries dans les ordures ménagères. 
Veuillez utiliser les systèmes de collection 
disponibles dans notre pays pour l'enlèvement 
des batteries usagées.

Numéro de modèle BLH-1

Chargeur de batterie 
lithium-ion

BCH-1

Nombre de charges/
décharges

500 cycles environ (Variable selon 
les conditions de fonctionnement.)

Températures ambiantes 0°C à 40°C pour la recharge.

Dimensions 45 (L) × 20 (H) × 53 (E) mm environ

Poids 74 g environ

*  Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

ES  INSTRUCCIONES
Muchas gracias por comprar la batería de iones de litio 
OLYMPUS. Para preservar su seguridad, lea el manual 
de instrucciones antes de su uso, y guárdelo en un lugar 
práctico para usar como referencia futura.
Cuando transporte o guarde la batería, asegúrese de que 
se coloca en la funda protectora y de que los terminales 

, ,  y  no están en cortocircuito.
Coloque la batería cargada en la funda protectora de modo 
que pueda ver el símbolo ▲ de la batería, lo que le permite 
determinar si la batería está completamente cargada.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
La batería BLH-1 está diseñada solamente para usarse con 
la serie BLH-1 que se especifica. No la utilice con ningún otro 
equipo.
Asegúrese de recargar la batería con el cargador de batería 
Olympus BCH-1.
No ponga en cortocircuito los terminales , ,  y  de 
batería con un objeto metálico. 
No arroje la batería al fuego ni lo ponga cerca del fuego.
No lo utilice, cargue ni guarde la batería donde pueda ser 
expuesta a altas temperaturas. Por ejemplo, no la deje en el 
tablero de un automóvil bajo la luz directa del sol, ni la coloque 
cerca de un equipo de calefacción.
No suelde el cargador de batería ni intente repararlo, no lo 
deforme, modifique ni desmonte.
Evite el fuego, sobrecalentamiento, explosión o fugas, no 
someta la batería a un golpe fuerte, no la tire ni la dañe de 
ninguna manera.
No exponga la batería al agua o humedad, incluyendo la lluvia, 
agua de mar y orina animal. No cargue ni utilice una batería 
mojada.
Si la carga no se completa en el tiempo de carga especificado, 
pare la carga para evitar incendios, sobrecalentamiento o 
explosión.
Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. En caso 
de que un niño ingiera una batería, consulte a un médico 
inmediatamente.

PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN
Lea "Batería y cargador" en las instrucciones de la cámara.
Cuando no vaya a utilizar la batería durante un periodo de 
tiempo prolongado, guárdela en un lugar fresco.

Reciclaje de la batería
Recicle la batería OLYMPUS para ayudar a 
conservar los recursos naturales de nuestro 
planeta. Cuando descarte la batería agotada, 
asegúrese de cubrir sus terminales , ,  y 

 respetar siempre las leyes y reglamentaciones 
locales. 
Este símbolo [Directiva 2006/66/EC Anexo II 
sobre contenedores] indica que se deben separar 
las pilas usadas en los países de la UE. Por favor 
no tire las pilas en la basura normal. Por favor 
utilice los sistemas de reciclaje que existan en su 
país para tirar las pilas.

Número de 
modelo

BLH-1

Cargador de 
batería de iones 
de litio

BCH-1

Cuenta de cargas/
descargas

Aprox. 500 ciclos. (Variable dependiendo 
de las condiciones de carga.)

Temperatura 
ambiente

0°C a 40°C para la recarga.

Dimensiones Aprox. 45 (An) × 20 (Al) × 53 (Pr) mm

Peso Aprox. 74 g

*  El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin 
previo aviso.


