
RQT8931-MS M0906TK1098

バッテリーパック
取扱説明書

品番 RP-BP6000
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。
本バッテリーパックはパナソニック デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッド
ホンRP-WF6000（別売）などに使用する専用充電式バッテリーパックです。
・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」（ 左記）を必ずお読みください。
・この取扱説明書は大切に保管してください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）
お買い上げ日

販 売 店 名

年 月　 日 RP-BP6000
（ ） －

品 番

主な仕様
形式： 充電式ニッケル水素電池（組電池）
電圧： 2.4 V（1.2 V 2本組）
容量： 2000 mAh
充電時間： 約3時間（RP-WF6000の場合）
電池寿命： 充電約300回
使用可能時間： 約8時間（RP-WF6000の場合）
使用周囲温度： 0 ℃～40 ℃　
外形寸法(W×H×D)： 32 mm×51 mm×16 mm
質量： 約53 g
・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

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。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や
損害の程度を、次の表示で説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

液もれ・発熱・破裂の原因となります。

危険この表示の欄は、「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。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

危険

指定機器以外に使用しない
RP-WF6000などの充電式電池です
指定機器以外の充電器で充電しない
RP-WF6000（ヘッドホンとトランスミッター）など
で充電する
火への投入、加熱をしない
分解・改造をしない
（ ）と（ ）を金属などで接触させない
ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
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1 ヘッドホンの左ハウジング部にある
［BATT］（電池）ノブを押して電池
ふたを開け、ふたを取りはずす

バッテリーパックの交換・充電のしかた

  BATT�
（電池）ノブ�

左ハウジング�

電池ふた�

L

バッテリーパックは、まず充電してからお使いください。
以下は、RP-WF6000（別売）を例に説明しています。
ご使用機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

・使用後は電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。
・使用しないで再充電をくり返すことはしないでください。
電池が過充電となり、発熱や液もれの原因となります。
・長期間使わないときは、使用機器から取り出してください。
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。
・異常に温度が高くなるところに置かないでください。特に真夏の車内・
車のトランクの中は、想像以上に高温（約60 ℃以上）になります。絶対
に放置しないでください。

バッテリーパック使用後は、
貴重な資源を守るためにリサイクルへ！
使用済み充電式電池の届け先：
最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、有限責任中間法人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

Ni-MH

充電式�
ニッケル水素電池�

バッテリーパック使用上のお願い

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
松下電器産業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、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。

アフターサービスについて
使いかた、お買い物などご不明な点については、お買い上げの販売店また
は、お客様ご相談センターに
お問い合わせください。

365日／受付9時～20時�

お客様ご相談センター�ナショナル パナソニック�

0120-878-236

電  話�

FAX

0120-878-365
パ ナ は � 3 6 5 日 �

フリー�
ダイヤル�

■ 携帯電話・PHSでのご利用は…�06-6907-1187
フリー�
ダイヤル�

�

お問い合わせ先�

「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/

ご連絡いただきたい内容
製品名：バッテリーパック
品　番：RP-BP6000
お買い上げ日：年 月 日
故障の状況：

できるだけ具体的に

RQT8931

2 専用充電式バッテリーパックを交換する
取り出すときは 側を押して取り出す。
入れかた
・ と を正しく入れる

・ 側のバネを押しながら入れる

リブ�

トランスミッタ－� 家庭用コンセントへ�

DC IN 9V 端子へ�

AC アダプタ－�
（RP-WF6000�
　付属）�

電源コード�
（RP-WF6000付属）�

AC100 V

左ハウジング�

充電端子� OPR/CHARGE ランプ�
（充電時：赤 → 充電完了：消灯）

L

3 ヘッドホンの電池ふたを取り付ける
電池ふたのリブを左ハウジングの穴に差し
込み、電池ふたを閉じます。
ロックするまで電池ふたを押してください。

4 RP-WF6000に付属のAC
アダプターをトランスミッ
ターに接続する
・トランスミッターのOPR/CHARGE
ランプが緑色に点灯します。
・必ずRP-WF6000に付属の
ACアダプター、電源コードを
ご使用ください。

5 ヘッドホンとトランスミッターの
充電端子が接触するようにヘッド
ホンをトランスミッターの上にの
せ、充電する
・トランスミッターのOPR/CHARGE
ランプが赤色に点灯し、充電が完了
すると消灯します。
・充電時間の目安：約3時間（充電が空の
状態からフル充電するのにかかる時間）
・周囲温度が0 ℃～40 ℃のところで充電してください。
・充電中はバッテリーパックが温かくなりますが異常ではありません。

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。

-このマークがある場合は-
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バッテリーパックは、まず充電してからお使いください。
以下は、RP-WF6000（別売）を例に説明しています。
ご使用機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

・使用後は電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。
・使用しないで再充電をくり返すことはしないでください。
電池が過充電となり、発熱や液もれの原因となります。
・長期間使わないときは、使用機器から取り出してください。
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。
・異常に温度が高くなるところに置かないでください。特に真夏の車内・
車のトランクの中は、想像以上に高温（約60 ℃以上）になります。絶対
に放置しないでください。
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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
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バッテリーパック使用上のお願い

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
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バッテリーパック
取扱説明書

品番 RP-BP6000

上手に使って上手に節電

このたびは、バッテリーパックをお買い上げいただき、まことにあり
がとうございました。
本バッテリーパックはパナソニック デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッド
ホンRP-WF6000（別売）などに使用する専用充電式バッテリーパックです。
■この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」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。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）
お買い上げ日

販 売 店 名

年 月　 日 RP-BP6000
（ ） －

品 番

主な仕様
形式： 充電式ニッケル水素電池（組電池）
電圧： 2.4 V（1.2 V 2本組）
容量： 2000 mAh
充電時間： 約3時間（RP-WF6000の場合）
電池寿命： 充電約300回
使用可能時間： 約8時間（RP-WF6000の場合）
使用周囲温度： 0 ℃～40 ℃　
外形寸法(W×H×D)： 32 mm×51 mm×16 mm
質量： 約53 g
・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

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。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や
損害の程度を、次の表示で説明しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。

安全上のご注意 必ずお守りください

液もれ・発熱・破裂の原因となります。

危険この表示の欄は、「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。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

危険

指定機器以外に使用しない
RP-WF6000などの充電式電池です
指定機器以外の充電器で充電しない
RP-WF6000（ヘッドホンとトランスミッター）など
で充電する
火への投入、加熱をしない
分解・改造をしない
（ ）と（ ）を金属などで接触させない
ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない

RQT8931-S(RP-BP6000)_0919  06.9.19 1:22 PM  ページ 1


	取扱説明書/主な仕様
	バッテリーパックの交換・充電のしかた
	バッテリーパック使用上のお願い/アフターサービスについて
	安全上のご注意

