
保証書付き

取扱説明書
ステレオマイクロホン

品番 DMW-MS1

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明
しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明
しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例
です）

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、電池を取り出す
≥煙が出たり、異常なにおいや音がする
≥ 映像や音声が出ないことがある
≥ 内部に水や異物が入った
≥ 本体が破損した
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
≥ 電源を切り、販売店にご相談ください。

可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所
で使わない
火災や爆発の原因になります。
≥粉じんの発生する場所でも使わない

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけ
たりぬらしたりしない
ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。
≥機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置か
ないでください。
≥ 特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
≥内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

電池は誤った使いかたをしない
取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、
火災や周囲汚損の原因になります。
≥指定以外の電池を使わない
≥ 乾電池は充電しない
≥ 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
≥ +と-を針金などで接続しない
≥ 金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管し
ない
≥ +と-を逆に入れない
≥ 被覆のはがれた電池は使わない
≥ 電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはが
すとショートの原因になりますので、絶対にはがさない
でください。

乗り物の運転中に使わない
事故の誘発につながります。
≥歩行中も、周囲や路面の状況に十分注意する

単4形電池や電池ぶたは乳幼児の手の届くとこ
ろに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
≥万一、飲み込んだら、すぐ医師にご相談ください。

雷が鳴ったら、触れない
感電の原因になります。
≥本体には、金属部があります。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、
以下の処置をする
≥液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこ
すらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談
ください。
≥液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原
因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師
にご相談ください。

次のような場所に放置しない
火災や感電の原因になることがあります。
≥異常に温度が高くなるところ（特に真夏の車内やボン
ネットの上など）

≥ 油煙や湯気の当たるところ
≥ 湿気やほこりの多いところ

ロックリングはしっかりと締める
ゆるんでいると、ステレオマイクロホンが落下するなどし
て、けがをしたり製品が故障する原因になることがありま
す。
≥使う前にしっかりと締まっているか確かめてください。

病院内や機内では、病院や航空会社の指示に従う
本機からの電磁波などが、計器類に影響を及ぼすことがあ
ります。

次のときは、電池を取り出す
電池を入れたまま放置すると、液もれ・発熱・発火・破裂など
を起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
≥長期間使わないとき
≥ お手入れのとき

≥本機は、パナソニック製デジタルカメラ用のステレオマイクロホンです。
マイク端子およびホットシュー付きのデジタルカメラにお使いいただけます。
≥ステレオ集音とモノラル集音を切り換えて集音することができます。

■ 本機の取り扱いについて
≥本機に強い振動や衝撃を与えないでください。
誤動作や故障につながります。
≥砂やほこりは、本機の故障につながります。浜辺などで使うときは、砂やほこりが入ら
ないようにしてください。
≥雨の日や浜辺などで使用するときは、本機をぬらさないようお気をつけください。
≥本機は防水構造ではありません。
万一、水滴などがかかったときは、乾いた布でふいてください。正常に動作しない場合
は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
≥デジタルカメラ本体の取扱説明書もあわせてお読みください。

■ 長期間使用しないときは
≥電池は必ず本機から取り出してください。
≥電池を入れたままにしておくと、本機の電源を入れていなくても、絶えず微少電流が流
れているため、電池が放電します。
≥電池は涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。（推奨
温度 :15 ℃～ 25 ℃、推奨湿度 :40％～ 60％です）
≥押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤（シリカゲル）と一緒に保管することをおすす
めします。

［包装を開けたときの確認］
包装箱から取り出すときに、本体、付属品がすべて入っているか、また本体、付属
品の外見や機能面に流通、輸送過程での損傷がないかを確認してください。
異常が発見された場合は、ご使用前にお買い上げの販売店にご連絡ください。

付属品をご確認ください。

記載の品番は2009年4月現在のものです。

1 ウィンドスクリーン（マイク集音部）
2 電源/マイク設定（[OFF/MONO/STEREO]）スイッチ
3 バッテリーチェック（[BATTERY]）ランプ
4 風音低減（[WIND CUT OFF/ON]）スイッチ
5 φ2.5 mm L型ステレオミニプラグコード
6 ロックリング
7 電池ぶた

■ 使用できる電池について

≥エボルタもご使用いただけます。

≥電池の銘柄や製造日からの保存期間・保存状態によって、性能が大きく異なる場合があ
ります。
≥電池は低温時（10℃以下）には一時的に性能が低下しますが、常温に戻ると回復します。
≥使用温度や使用条件によっては、誤動作を起こすことがありますが、異常ではありません。
≥電池を長持ちさせるために、使用の合間には電源をこまめに切ることをおすすめします。
≥一度使い切った電池は、しばらく放置すると性能が回復することがありますが、またす
ぐに使えなくなりますので、必ず新しい電池と交換してください。

■ 動作保証していない電池について

≥上記の電池は動作保証しておりません。また液漏れや電源が入らないなどの誤動作、破
裂の危険性があります。

■ 使用できない形状の電池について
≥本機に入れると、液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
≥市販されている電池の中には、被覆の一部またはすべてが覆われていない電池があり
ますので、絶対に使用しないでください。（下図を参照してください）

■ 電池の取り扱いについて
電池の取り扱いを誤ると、液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になることがあります。
以下のことをお守りください。
また、「安全上のご注意」とあわせてお読みください。

■ 電池寿命について

使用条件
≥温度23℃

お知らせ
≥使用時間は電池の保存状態や使用条件によって多少変わります。

≥電源が入っていないことを確認する。（電源/マイク設定スイッチが[OFF]の位置にあ
ることを確認する）

1 電池ぶたを開ける
≥電池ぶたの[ ]を1の方向に押し下げな
がら、2の方向にスライドさせます。

2 電池を入れるときは、+-の向きを
間違えないように入れる

3 電池ぶたを閉じる

お知らせ
≥使用後は、電池を取り出しておいてください。

安全上のご注意

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するお
それがある内容」です。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

警告

注意

接触禁止

まずお読みください

故障を防ぐために

付属品

単４形マンガン乾電池/R03

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

各部の名前
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電池について

単4形マンガン乾電池（R03） 単 4形アルカリ乾電池（LR03）

ニカド電池 ニッケルマンガン電池
ニッケル水素電池 リチウム電池
オキシライド乾電池

≥被覆がすべてはがされている電池（裸電
池）、または一部がはがされている電池

≥-極が平らな電池

≥水や海水につけたり、端子部分をぬらさないでください。
≥被覆をはがしたり、傷を付けないでください。
≥落としたりぶつけたりするなど、大きな衝撃を与えないでください。
≥液漏れ、変形、変色、その他異常に気づいたときは使用しないでください。
≥高温、多湿の場所に保管しないでください。
≥幼児やお子様の手が届く範囲に放置しないでください。
≥本機を長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
≥使用直後の電池は高温になっている場合があります。電池の取り出しは電源を切り、
電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
≥低温時（10 ℃以下）は電池の性能が低下し、使用時間が極端に少なくなります。特に
アルカリ/マンガン乾電池使用時は短くなる傾向があるため、ポケットの中などで
温めてから使用してください。電池をポケットなどで温める場合、ライターなどの金
属類やカイロに直接電池が触れないようお気をつけください。
≥+-極に皮脂などの汚れがあると、使用時間が極端に少なくなる場合があります。
電池を入れる前に+-極を乾いた柔かい布でていねいにふいてください。

万一、液漏れが発生したときは、電池挿入部に付いた液をよくふき取ってから、新しい
電池を入れてください。

液が手や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。液が目に入ったときは、
失明の原因になることがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、
医師にご相談ください。

使用する電池 使用時間
マンガン乾電池（R03） 約500時間
アルカリ乾電池（LR03） 約1000時間

電池を入れる・取り出す

DMW-MS1

ステレオマイクロホン保証書

¤

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにあ
りがとうございます。
≥取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
≥ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
≥保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱
説明書とともに大切に保管してください。

until 
2009/4/30

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社　ネットワーク事業グループ
〒571-8504　大阪府門真市松生町１番15号
C Panasonic Corporation 2009

VQT2C63

必ずお守りください

DMW-MS1_VQT2C63_jpn.fm  1 ページ  ２００９年３月１６日　月曜日　午後２時９分
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≥デジタルカメラと本機の電源が入っていないことを確認してください。
（電源が入ったまま取り付けたり、取り外したりすると故障の原因になります）

■ 取り付ける

1 ロックリングを緩める
≥ロックリングに必要以上の力をかけないよ
うにしてください。

2 デジタルカメラのホットシューに、
本機を奥まで確実に差し込む

3 ロックリングを矢印の方向に止まる
まで回す

4 デジタルカメラの[MIC]端子に、ス
テレオミニプラグコードを奥まで確
実に接続する
≥マイクロホンは、右図の範囲で角度を調整で
きます。
≥使用中ステレオミニプラグコードの接続が
緩まないようにお気をつけください。

■ 取り外す

ステレオミニプラグコードを抜き、
ロックリングを完全に緩めて、ホッ
トシューから外す

お知らせ
≥マイクロホンの取り付け、取り外しは、ロックリング部を持って行ってください。

■ 電源/マイク設定スイッチを切り換える

バッテリーチェックランプについて
≥電源/マイク設定スイッチを[OFF]から[MONO]または[STEREO]に切り換えたと
き、電池が十分あると、バッテリーチェックランプが一瞬点灯します。バッテリー
チェックランプが点灯しなくなったら、新しい電池と交換してください。

■ 風音低減スイッチを切り換える
風雑音の低減のため、本機はウィンドスクリーン構造になっていますが、風が強くウィ
ンドスクリーンだけで防ぎきれないときは、風音低減スイッチを[ON]に切り換えると、
風雑音を効果的に低減することができます。

お知らせ
≥動画撮影中でも電源/マイク設定スイッチや風音低減スイッチの切り換えはできます
が、切り換えたときにノイズが記録されることがあります。
≥本機を接続時、デジタルカメラで[風音低減]は設定できません。本機で設定してくださ
い。

■ 周波数特性（風音低減OFF/ON）

■ 指向性パターン

■ 本機について
電波塔や高圧線が近くにあるときは、なるべく使わない
≥近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声が悪くなることがあります。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うときは、本機にかけない
≥かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
≥ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。

本機をデジタルカメラに付けた状態で、本機を持って持ち運びしない

≥以下のような場所で本機を使用または保管した場合、動作不良や故障の原因となりま
すので、避けてください。
≥直射日光下や夏の海岸など
≥高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
≥砂やほこりの多い場所
≥火気のある場所
≥冷暖房機、加湿器の近く
≥水にぬれやすい場所
≥振動のある場所
≥自動車の中

≥外部フラッシュとの併用はできません。
≥シャッターリモコンとの併用はできません。
≥本機を落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
≥プラグの端子部が汚れていると接触不良の原因になりますので、乾いた柔らかい布で
ふいてから接続してください。

≥デジタルカメラの電源が[ON]の状態でステレオミニプラグの抜き差しをしないでく
ださい。
≥長期間使用しないと、かびなどにより故障の原因になることがあります。使用前には動
作点検をされることをおすすめします。
≥ウィンドスクリーンに無理な力を加えないよう、お気をつけください。故障の原因にな
ります。

■ お手入れについて
お手入れの際は、電池を取り出し、乾いた柔らかい布でふいてください。
≥汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾
いた布でふいてください。
≥ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗
装がはげる恐れがありますので使用しないでください。
≥化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

■ 電池について
長期間使用しないときは、必ず電池を取り出す
≥極端に低温、高温になるところでは、端子部がさびたりして故障の原因となります。

電池を誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する
≥端子部が変形したまま本機に入れると、本機をいためます。

出かけるときは予備の電池を準備する
≥スキー場などの寒冷地では使用できる時間がより短くなりますのでお気をつけください。

－このマークがある場合は－

デジタルカメラに取り付ける・取り外す

使いかた

OFF マイクロホンの電源を切ります。
MONO デジタルカメラの正面方向の音をモノラルで集音します。
STEREO 広い範囲の音をステレオで集音します。

電源/マイク設定([OFF/MONO/STEREO])スイッチ

バッテリーチェックランプ

OFF 通常はこの位置でお使いください。
ON 風雑音が気になるときにお使いください。

周波数特性図と指向性パターン図

使用上のお願い

風音低減([WIND CUT OFF/ON])スイッチ
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ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報
このシンボルマークはEU域内でのみ有効です。
製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、
正しい廃棄方法をお問い合わせください。

仕様

電源 DC 1.5 V

使用推奨電池 単4形マンガン乾電池（R03）1本 /
単 4形アルカリ乾電池（LR03）1本

形式 エレクトレットコンデンサ型マイクロホン
指向特性 単一指向性（ステレオ）/無指向性（モノラル）
周波数特性 100 Hz ～ 20,000 Hz
感度 j47 dB (0 dB=1 V/Pa、1 kHz)
出力インピーダンス 600 Ω
S/N 67 dB以上
コード φ2.5 mm L型ステレオミニプラグコード

（長さ140 mm）
スイッチ 電源/マイク設定（モノラル/ステレオ）スイッチ

風音低減スイッチ
寸法 約 幅 47.0 mmk高さ55.0 mmk

奥行き158.0 mm（コード部を除く）
質量 約67.5 g（本体）

約76.5 g（電池含む）
推奨使用温度 0 ℃～40 ℃
許容相対湿度 35%～80%

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

DMW-MS1品　番年 　 月 　 日

販 売 店 名

お 買 い 上 げ 日

-

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・
≥修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
≥使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（表紙の下をご覧ください）
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受
け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

■補修用性能部品の保有期間  8年
当社は、このステレオマイクロホンの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保
有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき
この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外し
て、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、
恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み
修理料金 は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検など
の作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

保証期間 : お買い上げ日から本体１年間

ご連絡いただきたい内容
製品名 ステレオマイクロホン
品　番 DMW-MS1

お買い上げ日 　年　　　月　　　日
故障の状況 できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内
容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残す
ことがあります。
また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採
用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に提供しません。
お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用
ください。

http://panasonic.jp/support/

保証とアフターサービス（よくお読みください）

¤
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