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保証書付き

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」（ 3ページ）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。

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 品番　 RP-RM102
（ ） －

取扱説明書

リモートコントローラー
品番 RP-RM102

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。�

住所・販売店名�

　電話 （    　       ）　　　ー�

品      番�

保証期間�お買い上げ日から�本体1年間�

お名前�

ご住所�

電   話 （    　       ）　　　 ー�

様�
お 

客 

様�

※�

販
　
売
　
店�

※�

お買い上げ日� 年　　 　月　　　 日�
※�

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。�
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買
い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。�

持込修理�

パナソニック音響製品保証書�

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号　TEL (06) 6908-1551

RP-RM102

切
り
取
り
線

まず最初に付属品を確かめてください。

□単3形乾電池（動作確認用）..........................2個
（電池持続時間が短い場合があります。）

付属品の確認

乾電池（付属）を入れる

本機の使いかた

■正しく送信するために
・受光部とリモコンの間に障害物は置かない。
・受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない。
・受光部とリモコン送信部のほこりに注意。

■故障防止のために
・分解、改造をしない。
・重いものを載せない。
・直射日光の当たるところに放置しない。
・ジュースなど液状のものをこぼさない。

■ケーブルテレビ用機器などをラックに入れて使用す
るとき

ラックのガラス扉の厚さや色などによって、本機の動作距
離が短くなることがあります。

■乾電池の交換について
・電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
・動作距離が短くなってきたら、2個とも新しい乾電池に交換
してください。
・乾電池の交換は30分以内に行ってください。乾電池を取り
出したまま30分以上経過すると、お買い上げ時の設定（「テ
レビ」パナソニックの最新モデル、「ケーブル」非動作）に戻
ってしまうことがあります。お使いのテレビやケーブルテレ
ビ用機器の操作ができなくなってしまったときは、もう一度
メーカー設定をやり直してください。（ 7～10ページ）

送信部�

リモコン�
受光部�

30˚30˚

正面で約 7 m（当社製テレビの場合）
（使用範囲は角度により異なります。）

単3形 マンガン乾電池　2個
注）付属の乾電池はお客様の

動作確認用です。

・ と は正しく入れる

・ 側のバネを押しながら入れる

本機の準備

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2007

RQT9006-MS M0307TK2098

takashima
テキストボックス
見本
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安全上のご注意

注意

警告

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。

■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。

注意
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。

■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。）

このような絵表示は、してはいけない
「禁止」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。

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。

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。本機を絶対に放置
しないでください。機器表面や内部部品が劣化する
ほか、火災の原因になることがあります。

分解禁止

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災
の原因になります。
・内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解、改造をしない

異常に温度が高くなるところに置かない

長期間使わないときは、本機から電池を取り出す
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。

・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
・乾電池の代用として充電式電池を使わない

・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。
・電池には安全のために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。

電池は誤った使いかたをしない

使い切った電池は、すぐに機器から取り出す
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。

・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

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。
なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状
は、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなときは� ここを確認してください� 参照�
ページ�

メーカー設定�
ができない�

 メーカー設定�
 したのに�
「テレビ」や�
「ケーブル」の�
 操作ができない�

放送切換ボタンを�
押しても画面が�
変わらない�

一部の機能が�
操作できない�

テレビに�
近づかないと�
動作しない�

メーカー設定が完了すると、設定ラ
ンプが数回点滅します。点滅してい
ないときは乾電池が消耗しています。�
新しい乾電池と交換してください。��
メーカー設定がロックされていませ
んか？�
解除して、メーカー設定してください。��
メーカー設定時、 3つのボタンを同
時に押していませんか？�
メーカー設定手順1の1番目のボタ
ンを押したまま2番目のボタンを押
して離し、3番目のボタンを押して
離してください。��
「メーカー設定表」をご確認の上、
別モデルの設定をしてみてください。��
メーカー設定が変わっていませんか？�
もう一度メーカー設定をやり直して
ください。�
メーカー設定を変えないようにロッ
クできます。��
乾電池の交換時に、お買い上げ時の
設定に戻っていませんか？�
もう一度メーカー設定をやり直して
ください。�
�
放送切換方式のモデルのみ放送が切
り換わります。�
�
「メーカー設定表」をご確認の上、
別モデルで設定をし直すと操作でき
るようになることがあります。��
メーカー設定しても一部の機能が操
作できないモデルや、全てを操作で
きないモデルがあります。�
下記の「テレビの適用メーカー」表
で本機が適用できるテレビのモデル
をご確認ください。�
�
乾電池が消耗しています。�
新しい乾電池と交換してください。�

故障かな !?

メーカー名� テレビ�（年製は目安です。）�

パ ナ ソ ニ ッ ク �
三 洋 電 機 �
シ ャ ー プ �
ソ ニ ー �
東 芝 �
パ イ オ ニ ア �
日 立 製 作 所 �
日 本 ビ ク タ ー �
三 菱 電 機 �

'95年製～�
'85年製～�
'87年製～�
　 マーク付きモデル�
'84年製～�
'90年製～�
'85年製～�
'87年製～�
'87年製～�

・赤外線リモコン付きのテレビに限ります。
・ビデオ付きテレビ、DVD付きテレビなどの複合機は、本機では
操作できません。
・上記の表に該当するテレビでも、一部の機能が操作できないモ
デルや、全てを操作できないモデルがあります。

テレビの適用メーカー



修理を依頼されるとき
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保証とアフターサービス よくお読みください

■補修用性能部品の保有期間　
当社は、このリモートコントローラーの補修用性能部品を、製造打ち切り
後6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。

6年

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

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。

ご連絡いただきたい内容
製品名
品番

お買い上げ日
故障の状況

リモートコントローラー
RP-RM102

年　月　日
できるだけ具体的に

「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。

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

4ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、
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。



・最後に設定したメーカー設定が記憶されます。
・設定しても、一部の機能が操作できないモデルや全てを操作できないモデルがあります。各メーカーの適用できるモデルは「テレビの適用
メーカー」（ 4ページ）でご確認ください。
・お買い上げ時は、 （パナソニックの最新モデル）が設定されています。
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テレビの設定・基本操作
本機はメーカー設定をすると、各メーカーのテレビ操作ができます。

■「テレビ」のメーカー設定表

設定ランプ

下記「テレビ」のメーカー設定表でご使用のテレビのメーカーをご確認の上、ボタン3個を使用して設定してください。

お知らせ

1 押したまま、 押して離し、 押して離す
・2番目のボタンを押すと設定ランプが点灯し、3番目のボタンを押して離すと、数回点
滅して設定されます。
・設定後、テレビの電源「入」または「切」信号が自動的に送信されます。

2 本機でテレビの操作をして、確認する
（ 下記「テレビを操作する」）

■操作しても動作しないときは
下記、「テレビ」のメーカー設定表の別モデルの設定をしてください。

上記手順1と同様に別モデルのボタンを設定する

1番目のボタン 2、3番目のボタン

（例：ご使用のテレビがパナソニックの最新モデル を設定する場合）

1番目のボタン 2、3番目のボタン

1

お知らせ

・ケーブルテレビ用機器は「ケーブル」モードで操作しても、ケーブルテレビ用機器のメーカー設定（ 9～10ページ）をしない限り、
動作しません。お買い上げ時、「ケーブル」モードは非動作設定されています。

・放送切換ボタンが点滅するモデルは、パナソニックの最新モデル などの場合で、放送識別情報がある場合のみ点滅します。

1 押して「テレビ」モードにする
・ が点滅（「ケーブル」モード）したときは再度押す。

・「テレビ」モードのときは、手順2から行います。

放送切換方式のモデルは2 放送切換ボタンを押して放送を選ぶ
前回選んだチャンネル画面に変わります。
・パナソニックの最新モデル などは、押した放送切換ボタンが点滅します。
・放送切換方式でないモデルは放送切換ボタンを押しても画面は変わりません。
・同じ放送のときは、手順3から行います。

3 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ
選んだチャンネル画面に変わります。
・13チャンネル以上は または を押して選んでください。

・パナソニックの最新モデル などは、押すと選んだ放送を示す放送切換ボタン
が点滅します。

2
3

パナソニック�
三洋電機�
シャープ�
ソニー�
東芝�

パイオニア�
日立製作所�
日本ビクター�
三菱電機�

押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�

1番目のボタン� 2、3番目のボタン�
テレビ�（最新モデル）� （旧モデル）�

メーカー�

RQT9006

準備 テレビのメーカー設定をする

操作 テレビを操作する



9 10

ケーブルテレビ用機器の設定・基本操作
本機はメーカー設定をすると、各メーカーのケーブル※テレビ用機器の操作ができます。
※「ケーブル」とはケーブルテレビ用（デジタル）セットトップボックス、（アナログ）ホームターミナルのことです。

■「ケーブル」のメーカー設定表

下記「ケーブル」のメーカー設定表でご使用機器のメーカーをご確認の上、ボタン3個を使用して設定してください。

お知らせ

・最後に設定したメーカー設定が記憶されます。
・設定しても一部の機能が操作できないモデルや、全てを操作できないモデルがあります。この場合は使用できません。
・お買い上げ時は、 （非動作）が設定されています。

1 押したまま、 押して離し、 押して離す
・2番目のボタンを押すと設定ランプが点灯し、3番目のボタンを押して離すと、数回点
滅して設定されます。
・設定後、機器の電源「入」または「切」信号が自動的に送信されます。

2 本機でケーブルテレビ用機器の操作をして、確認する
（ 下記「ケーブルテレビ用機器を操作する」）

■操作しても動作しないときは
下記、「ケーブル」のメーカー設定表の別モデルの設定をしてください。

上記手順1と同様に別モデルのボタンを設定する

1番目のボタン 2、3番目のボタン

（例：ご使用の機器が（デジタル）セットボックスでパナソニックのモデル を設定する場合）

2

お知らせ

・放送切換ボタンが点滅するモデルは、
パナソニックのモデル など
の場合で、放送識別情報がある場合
のみ点滅します。

1 押してケーブルテレビ用機器の画面にする
・ケーブルテレビ用機器を接続したテレビの外部入力を選びます。

2 押して を点滅させ、「ケーブル」モードにする
・ が点滅しないときは再度押す。

・「ケーブル」モードのときは、手順3から行います。

放送切換方式のモデルは3 放送切換ボタンを押して放送を選ぶ
前回選んだチャンネル画面に変わります。
・ が点滅し、パナソニックのモデル などは、押した放送切換ボタンが点滅します。
・放送切換方式でないモデルは放送切換ボタンを押しても画面は変わりません。
・同じ放送のときは、手順4から行います。

4 チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶ
選んだチャンネル画面に変わります。
・13チャンネル以上は または を押して選んでください。

・ が点滅し、パナソニックのモデル などは、押すと選んだ放送を示す放送
切換ボタンが点滅します。

3
4

パナソニック�
富士通ゼネラル�
マスプロ電工�

東芝�
日本電気�
パイオニア�
日立製作所�

サイエンティフィック・�
アトランタ（SA）�
シンクレイヤ�

（旧社名：愛知電子）�

住友電工�

押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�
押したまま�

押したまま�
�
押したまま�
�
押したまま�

1番目のボタン� 2、3番目のボタン�

ケーブルテレビ用（デジタル）セットトップボックス� ケーブルテレビ用（アナログ）ホームターミナル�
（旧モデル）�

メーカー�
（最新モデル）�（最新モデル）� （旧モデル）�

準備 ケーブルテレビ用機器のメーカー設定をする

設定ランプ

操作 ケーブルテレビ用機器を操作する

1番目のボタン 2、3番目のボタン

1



＜無料修理規定＞�
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間
内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。�
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。�

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お
近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。�

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く
の修理ご相談窓口にご相談ください。�
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない
場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。�
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。�
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷�
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷�
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害
(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷�

(ニ) 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷�
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び
損傷�

(ヘ) 本書のご添付がない場合�
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合�

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお
客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出
張料はお客様の負担となります。�

5.本書は日本国内においてのみ有効です。�
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。�
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参
照ください。�
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)�
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。�

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修
理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がご
ざいますのでご了承ください。�
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお
約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している
者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利
を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご
不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお
問い合わせください。�
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明
書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。�
※This warranty is valid only in Japan.

修理メモ�
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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。

お手入れ
柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、
後はからぶきしてください。
・アルコールやシンナーは使わないでください。
・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

その他の操作について
自動的に電源を切るとき設定します。
押して時間を選びます。
（「テレビ」「ケーブル」とも）
・メニュー方式のモデルには対応できません。

本体の電源「入」状態で、電源を「入」
「切」します。（「テレビ」「ケーブル」とも）

テレビでケーブルテレビ用機器、DVDま
たはビデオなどを見るとき切り換えます。
（ 9～10ページ）

チャンネルを順送りで選びます。
（ 7～10ページ）（「テレビ」「ケーブル」とも）

テレビの音量を調節します。

ステレオ／2ヵ国語放送など音声を切り
換えます。（「テレビ」「ケーブル」とも）

テレビの音を消します。
もう一度押すと解除します。

デジタル放送で字幕がある場合、字幕の
「オン」「オフ」を切り換えます。
（「テレビ」「ケーブル」とも）

お知らせ

・数字や文字入力などは、本機では操作できません。
・ご使用の機器にない機能は、本機のボタンを押しても動作しません。
・ビデオ付きテレビ、DVD付きテレビなどの複合機は、本機では
操作できません。

メーカー設定をロックまたは解除する

設定ランプ

■ロックする
メーカー設定が変わらないようにします。

1番目のボタン 2、3番目のボタン

押した
まま

・3番目のボタンを押すと、設定ランプが数
回点滅して設定されます。

■解除する
メーカー設定できるようにします。

・3番目のボタンを押すと、設定ランプが数
回点滅してメーカー設定できるようにな
ります。

注）※ケーブル：ケーブルテレビ用（デジタル）セットトップボックス、
（アナログ）ホームターミナル

・この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

使 用 電 源

対応メーカー

動 作 距 離

電池持続時間

寸 法

質 量

DC 3 V（単3形乾電池2個）

テレビ 9社
ケーブル※ （デジタル）5社

（アナログ）10社

約 7 m（受光部正面方向）
（当社製テレビの場合）

約1年（使用頻度により変わります）

横幅56 mm、長さ180 mm、厚さ30 mm

約 134 g（乾電池含む）
約 99 g（乾電池除く）

主な仕様
放送切換方式のモデルは放送を選びます。
（ 7～10ページ）（「テレビ」「ケーブル」とも）

プリセットさせたチャンネルを選びます。
（ 7～10ページ）（「テレビ」「ケーブル」とも）

押した
まま 押す

1番目のボタン 2、3番目のボタン

押した
まま

押した
まま 押す

ボタン3個を同時に押して設定してください。

本機の「テレビ」「ケーブル」モードを
切り換えます。（ 7～10ページ）
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