
品 番お買い上げ日
販 売 店 名

■ 充電しても持続時間が極端に短いときは
 充電式電池の寿命です。（充電可能回数は約300回）
■ ラジオを差し込むと、表示パネルに“E”が点灯するときは
以下のことをご確認ください。

●  ラジオに、同梱または専用の充電式電池を入れてい
るか。（一般の充電式電池や乾電池は充電できません。）

●  充電式電池の極性の向き  ( ( と  ) ) は正しいか。
電池の種類や極性の向きが正しい状態で“ E ”表示される場合は
ラジオ側の不具合が考えられますので、販売店にご相談ください。

まっすぐ
下にグッと
差し込む

充電式電池を入れる

取扱説明書
バッテリーチャージャーキット

品番　RP-BC33

充電する

●  フル充電後約2分間は充電できません。2分経過後、再度本機を
バッテリーチャージャースタンドに差し込んでください。

●   充電を中断した場合、中断後2分以内に充電再開すれば、それま
でカウントしていた充電時間を引き継いで充電します。

●   長期間使用しないときは、節電のためACアダプターをコンセン
トから抜いておくことをおすすめします。（ラジオを差し込んでい
なくてもACアダプターが1.6 Wの電力を消費します。）

●   電池残量を使い切らなくても、継ぎ足し充電が可能です。

お知らせ

ー +

バッテリー
チャージャースタンド

DC IN 4.5 V

AC アダプター

ラジオ
（別売）

AC 100 V
50/60 Hz

充電中 充電完了（約3時間）

A MA M
消灯

表示パネルが点灯し
電池残量表示が変化する。

表示パネルが消灯し
電池残量表示が消灯する。

まっすぐ
立てて
差し込む

奥まで
しっかり
差し込む

A MA M

ラジオをスタンドから
抜いてください。

本機は別売品のラジオ（RF-ND288R、RF-ND280R、
RF-ND180R、RF-ND188RA、RF-ND180RA）
専用の充電器です。 バッテリーチャ－ジャー

スタンドを 組み立てる

と を確認！

ラジオ
（別売）

充電する
保証書付き
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便利メモ ( おぼえのため、記入されると便利です。)
RP-BC33 　　　年 　月 　日 

  (       )          － 

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」（2 ページ）は、ご使用前に必ずお読
みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、
大切に保管し、必要なときにお読みください。

■  保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、
販売店からお受け取りください。

■  ご使用の際は、本商品の取扱説明書だけでなく、接続する機
器の取扱説明書もよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ニッケル水素
充電式電池

充電しながら、ラジオを聞くことができます。

RQTT0820-1MS  H0106XX4110

✂

準　備 同梱品を確認する（3ページ）

充電式電池は必ず同梱または
専用のものをご使用ください。

本機の充電式電池をフル充電するには、約3時間かかります。
ラジオを聞きながら充電する場合も約3時間でフル充電完了となります。

RP-BC33

音響製品保証書
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プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災
の原因になります。
● 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しな
いでください。
 プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良
となり火災の原因になります。
●    AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。
●    長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。
コード・プラグを破損するようなことはしない
（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重
いものを載せたり、束ねたりしない。）
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
●  コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
 コンセントや配線器具の定格を超える使いかた
や、交流100 V 以外での使用はしない
  たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火
災の原因になります。

ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない
感電の原因になります。

長期間使わないときは、電池を取り出す
電池の液もれ・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。

同梱のバッテリーチャージャースタンドで充電する
指定外の機器で充電すると、電池の液もれや、発熱、
破裂の原因になります。
● 充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け・分解・改造したり・火の中へ投入・加
熱はしない
電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

  抜き差しは、ACアダプター本体を持つ
コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれた
りして、火災や感電の原因になることがあります。

同梱の  ACアダプターを使う
指定外のACアダプターで使用すると火災や感
電の原因になります。

充電式電池について

ACアダプターについて

ぬれ手禁止

充電式電池について

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に
防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説
明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、
説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危
害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

注意

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険
が切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損
害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを
負う可能性が想定される」内容です。

この絵表示は、必ず実行し
ていただく「強制」内容です。

このような絵表示は、して
はいけない「禁止」内容です。

危険

警告 注意
ACアダプターについて

使い切った電池は、すぐに取り出す
そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、
発熱、破裂の原因になります。

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、失明の恐れがあります。
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。

電池は誤った使いかたをしない
●  (と)を逆に入れない
● 乾電池は充電しない
● 乳幼児の手の届く所に置かない
● (と)を針金などで接続しない
● 被覆のはがれた電池は使わない
●  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

● 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
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。
また、誤って飲み込むと、胃や腸が損傷します。
● 充電式電池を携帯・保管する場合は、必ず付属
の電池ケースに入れてください。

充電式電池について

2

警告



保証とアフターサービス
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□ バッテリーチャージャースタンド（RFEB035G）
□ ACアダプター（RFEA415J）
□     単 4形ニッケル水素充電式電池1本［電池ケース付き］
【充電式電池（HHR-4AG）／ 電池ケース（RFAT0003-H）】

同梱品について
組み立て、接続の前に同梱品をご確認ください。同梱品
の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。

同梱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」でお買い
求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」の
サイトをご覧ください。
http://club.panasonic.jp/mall/sense/

Ni-MH

ニッケル
水素電池使用

充電式
充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！
使用済み電池の届け先：
最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、一般社団法人 JBRCのホームページを
ご参照ください。
•  ホームページ　http://www.jbrc.net/hp

ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない
● ラジオをスタンドから抜き、充電式電池をラジオから取り出して
ください。また、ＡCアダプターをコンセントから抜いておいて
ください。

●  溶剤を使う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。
●  柔らかい乾いた布でほこりや指紋をふいてください。汚れがひど
いときは、乾いた布を水にひたし、よく絞ってから汚れをふき、
そのあと、乾いた布でふいてください。

●  台所用洗剤や化学ぞうきんは使用しないでください。

お手入れ

■ 故障防止のために
以下のことは避けてください。
● 強い衝撃や落下
● 雨にぬらす
●  風呂場など湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用

－このマークがある場合は－
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。

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

■ バッテリーチャージャースタンド
 入　　　力：DC 4.5 V、0.6 A
 出　　　力：DC 2.8 V、0.5 A
■ ACアダプター
 入　　　力：AC 100 V、50/60 Hz、6 VA
 出　　　力：DC 4.5 V、0.6 A
ラジオを差し込んでいないときの充電器の消費電力：1.6 W

主な仕様

● かっこ内の品番は買い替え時の品番です。品番は2009年 10
月現在のものです。品番は変更されることがあります。

● 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてくださ
い。

充電式電池の買い替えは必ず専用の
別売品をお買い求めください。
［HHR-4AG/2B］（2本組）の1本を
ご使用ください。
一般の充電式電池は本機では充電できません。

修理・使いかた・お手入れ などは
■  まず、お買い求め先へ ご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　　　　　）　　　　　－
お買い上げ日　　　　　年　　　　月　　　　日

修理を依頼されるときは
もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、
直らないときは、ACアダプターをコンセントから抜き、お
買い上げの販売店へご連絡ください。

●製品名　　　　バッテリーチャージャーキット

●品　番　　　　R
アールピー

P-B
ビーシー

C33　　　　　　　　　

●故障の状況　　できるだけ具体的に

● 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
が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品
に保証書を添えてご持参ください。
保証期間： お買い上げ日から本体1年間

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望に
より修理させていただきます。
※  修理料金は次の内容で構成されています。
技術料   診断・修理・調整・点検などの費用
部品代  部品および補助材料代
出張料  技術者を派遣する費用

※  補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、このバッテリーチャージャーキットの補修用性
能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打
ち切り後6年保有しています。

■  転居や贈答品などでお困りの場合は、
次の窓口にご相談ください
● 修理に関するご相談は……………………

 

● 使いかた・お手入れなどのご相談は……

 
※  ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の
混雑時に数分で切れる場合があります。

※  「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/

専用充電式電池 一般の充電式電池



よくお読みください

4

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】
・ お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認な
どのために利用し、残すことがあります。
・ 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由があ
る場合を除き、第三者に提供しません。
・ ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させてい
ただくことがあります。
（お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。）
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