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このたびは、アクティブスピーカー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。
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、保証書と一緒に大切に保管し、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。

松下電器産業株式会社　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  2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

（松下電器産業株式会社）All Rights Reserved.

付属品をご確認ください。
記載の品番は、2006 年 8月現在のものです。

■別売品のご紹介
ステレオミニケーブル（ステレオミニプラグ←→ステレオミニプラグ）RP-CAM3G15（1.5 m）
ステレオミニケーブル（ステレオミニプラグ←→ピンプラグ× 2）RP-CAPM3G15（1.5 m）

付属品

□ACアダプター
（RFEA908J-S）

□電源コード
（K2CA2CA00010）

□ FMアンテナコード
（RSA0040）

各部の名前

付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト「パナセンス」
でも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」のサイトをご確認ください。
http://www.sense.panasonic.co.jp/

電源コードは、本機専用
ですので、他の機器には
使用しないでください。
また、他の機器の電源
コードを本機に使用し
ないでください。

DC IN 9V LIGHT INPUT LEVEL EXT ANTOFF ON

OFF ON :

SPEAKER

9 s r1/∫

スピーカー動作ランプ
スピーカースイッチ
[ＳＰＥＡＫＥＲ] 操作ボタン

ＤＣ 入力端子[ＤＣ ＩＮ ９Ｖ]
照明スイッチ[ＬＩＧＨＴ]
外部入力端子[ＩＮＰＵＴ]

音量つまみ[ＬＥＶＥＬ]
外部アンテナ端子[ＥＸＴ ＡＮＴ]

Ｄ-ｓｎａｐ ｐｏｒｔ端子

(　３.５ ｍｍステレオミニジャック)

取扱説明書
アクティブスピーカー

品番 RP-SP350

保証書付き

RQT8848-1S

上手に使って上手に節電

≥ 本機は、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
≥ 本機を持ち運びするときは、落とさないようにお気をつけください。（SDオーディオプレー
ヤーやポータブルオーディオ機器を接続したまま持ち運びしないでください）

次のような場所でのご使用は避けてください
≥ 直射日光のあたる場所
≥ 湿気やほこりの多い場所
≥ 暖房器具の熱が直接あたる場所

－このマークがある場合は－

アンプ部

スピーカー部

総合

ACアダプター

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

使用上のお願い

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。

主な仕様

実用最大出力（両CH動作） 1.5 W＋ 1.5 W（全高調波ひずみ率 10%）

オーディオ入力
1 D-snap port 端子× 1
2 ステレオミニジャック×1

形式 1ウェイ 1スピーカーシステム、バスレフ型
フルレンジ 6.5 cm コーン型
防磁設計 防磁なし

電源 AC100 V―240 V　50/60 Hz

消費電力
10 W
待機時（スピーカースイッチ [OFF]）：約 0.25 W（AC100 V 時）

使用温度範囲 0 ℃～ 40℃
本体外形寸法 幅280 mm×高さ137 mm×奥行き136 mm
質量 約1.3 kg

電源 AC100 V―240 V　50/60 Hz
入力容量 23 VA（AC100 V 時）― 36 VA（AC240 V時）
出力 DC 9 V　1.0 A

長年ご使用のアクティブスピーカーの点検を
煙が出たり、異常なにおいや音がする
音が出ないことがある
正常に動作しないことがある
商品に破損した部分がある
その他の異常や故障がある

このような症状のときは
使用を中止し、故障や事故
防止のために、必ず販売店
に点検をご相談ください。

¤
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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かた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。

■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。（下記は絵表示の一例です）

安全上のご注意（必ずお守りください）

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。

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。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

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。

ぬれた手で、電源プラグの抜
き差しはしない

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線に触れない

感電の原因になります。

警告

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 ～
240 V以外での使用はしない

たこ足配線などで、定格を超えると、
発熱による火災の原因になります。

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。

電源コード・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、重い物を載せたり、束ねたりしない）

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。
≥コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源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、使わないでください。

電源プラグのほこりなどは定
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。

≥電源プラグを抜き、乾いた布でふい
てください。

注意
放熱を妨げない

内部に熱がこもると、外装ケースが
変形したり、火災の原因になること
があります。

不安定な場所に置かない
≥高い場所、水平以外の
場所、振動や衝撃の起
こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがや製品の故
障の原因になることがあります。

油煙や湿気の当たるところ、
湿気やほこりの多いところに
置かない

電気が脂や水分、ほこり
を伝わり、火災・感電の
原因になることがありま
す。たばこの煙なども製
品の故障の原因になるこ
とがあります。

長期間使わないときや、お手
入れのときは、電源プラグを
抜く

通電状態で放置、保管す
ると、絶縁劣化、ろう電
などにより、火災の原因
になることがあります。

警告

注意

異常があったときは、電源プラグを抜く
≥内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
≥落下などで外装ケースが破損したとき
≥煙や異臭、異音が出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
≥販売店にご相談ください。

異常に温度が高くなるところ
に置かない

外装ケース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。

≥直射日光の当たるところ、ストーブ
の近くでは特にご注意ください。

コードを接続した状態で移動
しない

接続した状態で移動させようとする
と、コードが傷つき、火災・感電の原
因になることがあります。
また、引っかかって、けがの原因にな
ることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない
倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。
また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故
障の原因になることがあります。
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takashima
テキストボックス
見本



1 電源コードを電源コンセントに接続する

2 ACアダプターに電源コードを接続する

3 本機のDC入力端子 [DC IN 9V] に ACアダプターを接続する

■長期間使用しないとき
節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いておくことをおすすめします。スピーカー
スイッチ [SPEAKER] が [OFF] の状態でも、電力を消費しています。
消費電力：約0.25 W （AC100 V 時）

■海外で使用するには

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海
外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準
備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のう
え、お求めください。
充電のしかたは、国内と同じです。

AC アダプターは日本国内で使用することを前提として設計されておりますが、海外旅行等で
の一時的な使用は問題ありません。
≥ ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。

電源の準備

ACアダプターは、電源電圧（100 V ～ 240 V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）でご使
用いただけます。
市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

DC IN 9V

３

２

１

変換プラグの
一例

図の向きに
差し込む

D-snap port 対応の SD オーディオプレーヤー（SV-SD800N、SV-SD400V（2006 年
9月 1日現在））を本機の D-snap port 端子に接続するだけで、SDオーディオプレーヤーの
充電、再生ができます。SDオーディオプレーヤーの取扱説明書もあわせてお読みください。

■接続する

1 アジャスタ（SDオーディオプレーヤー
に付属）を本機に取り付ける

2 SDオーディオプレーヤーを端子に合わ
せて、まっすぐ奥までしっかり装着する
≥ SDオーディオプレーヤーの電源を切っ
てから装着してください。

■充電する
D-snap port 対応 SDオーディオプレーヤーを、本機の D-snap port 端子に接続している間
は、SDオーディオプレーヤーを充電することができます。
≥ スピーカースイッチ [SPEAKER] を [ON]、[OFF] のいずれにしていても充電できます。
≥ 再生中は充電できません。充電するには、SDオーディオプレーヤーの電源を切ってください。
≥ 充電中の状態については、SDオーディオプレーヤーで確認できます。充電時間など、詳し
くは、SDオーディオプレーヤーの取扱説明書をお読みください。

≥ 充電完了後、SD オーディオプレーヤーを長期間使用しないときは、SD オーディオプレー
ヤーを D-snap port 端子から外しておいてください。充電後の自然放電により、充電式電
池が消耗しても追加充電はされません。

■再生する

1 スピーカースイッチ [SPEAKER] を [ON] にする
≥スピーカー動作ランプが点灯します。

2 操作ボタンの [1/∫] を押して再生する
≥ SDオーディオプレーヤーで操作することもできます。SDオーディオプレーヤーを操
作する場合は、手で支えながらボタン操作をしてください。

D-snap port 対応SDオーディオプレーヤーをD-snap port 端子に接続して使う

Ｄ-ｓｎａｐ　ｐｏｒｔ対応 
ＳＤオーディオプレーヤーアジャスタ

１１

２２ 溝を手前に
する

手で本機を支えながら
装着してください。

OFF ON :

SPEAKER

9 s r1/∫

スピーカースイッチ 操作ボタン
スピーカー動作ランプ

ＳＤオーディオプレーヤーの操
作ボタンと同じ動作をします。

≥

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。

「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/

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 RP-SP350品　番年 　 　 　 月 　 　 　 日

販 売 店 名

お客様相談窓口

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、保存してください。

補修用性能部品の保有期間
当社は、このアクティブスピーカ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。
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。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

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 アクティブスピーカー
品　番 RP-SP350

お買い上げ日 　年　　　月　　　日
故障の状況 できるだけ具体的に
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アジャスタに指を入れ、手前に引きながら持ち上げてください。
取り外したあとは、アジャスタを紛失しないようにお気をつけください。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わない
≥ 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。

アジャスタ（SDオーディオプレーヤーに付属）を取り外す

お手入れ

〈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、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによ
る故障及び損傷

（ニ）車両、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」をご

参照ください。
　

　修理メモ

※ 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.

FM放送を聞くには
FMチューナー機能付きのSDオーディオプレーヤー
をD-snap port端子に接続してFM放送を聞くとき
は、付属の FMアンテナコードを外部アンテナ端子
[EXT ANT] に接続してください。
≥ FMアンテナコードは、伸ばしてお使いください。
≥ パソコンなどのデジタル機器の近くでは雑音が
入る場合があります。

≥ 使用後は本機のスピーカースイッチ [SPEAKER] を [OFF] にしてください。また、SDオー
ディオプレーヤーの電源も切ってください。

ステレオミニケーブル（別売）を使ってポータブルオーディオ機器やパソコンと接続できます。

1 本機の外部入力端子 [INPUT] にステレオミニケーブル（別売）を接続する

2 ステレオミニケーブル（別売）をポータブルオーディオ機器などに接続する

3 スピーカースイッチ [SPEAKER] を [ON] にして、ポータブルオーディオ機器な
どを再生する
≥スピーカー動作ランプが点灯します。

≥ 音量は、本機背面の音量つまみ [LEVEL] と接続機器側で調整できます。（接続機器側の音量
を「0」に設定しているときは、本機の音量を調整しても、音は鳴りません）

≥ D-snap port端子にSDオーディオプレーヤーを接続しているときは、外部入力端子[INPUT]
に接続した機器の音は鳴りません。SD オーディオプレーヤーを D-snap port 端子から外し
てください。

≥ 使用後は本機のスピーカースイッチ [SPEAKER] を [OFF] にしてください。また、接続機器
側の電源も切ってください。

外部入力端子 [INPUT] に接続して使う

EXT ANT

ステレオミニケーブル（別売）

LEVEL
OFF ON

SPEAKER

スピーカースイッチ
スピーカー動作ランプ

INPUT

本機背面の照明スイッチ [LIGHT] を [ON] にしてください。
スピーカースイッチ [SPEAKER] が [OFF] のときは、点灯しません。

まず下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

照明を点灯する

故障かな？

こんなときは ここをチェック

聞こえない
音量調整できない

≥ 本機と接続機器が正しく接続できていますか？
→外部入力端子に接続した機器の音が鳴らない場合は、D-snap port 端子に
SD オーディオプレーヤーを接続していないか確認してください。接続して
いる場合は、D-snap port 端子に接続しているSDオーディオプレーヤーを
外してください。

≥ 本機のスピーカースイッチ [SPEAKER] が [ON] になっていますか？
≥ 接続機器側の電源は入っていますか？
≥ 本機の音量を調節しましたか？
→外部入力端子に接続した機器の音量を調整するには、本機背面の音量つまみ
[LEVEL] で調整してください。

→D-snap port端子に接続したSDオーディオプレーヤーの音量を調整するに
は、本機天面の操作ボタン [＋ ] と [ － ] で操作してください。

≥ 外部入力端子に接続している場合、接続機器側の音量が「0」に設定されていませんか？
→接続機器側の音量を確認してください。

音がひずむ
雑音が多い

≥ 接続機器側の出力が、ヘッドホンジャックとLINE OUT端子を兼用している場合、
接続機器の出力を LINE OUT出力に設定しましたか？
もしくは、LINE OUT端子に接続していますか？

≥ 音量を大きくしていませんか？
≥ ポータブルオーディオ機器などの接続機器の「EQ」（イコライザー）機能などを
設定していませんか？
→低域が強調された音楽を聞くときは、接続機器の「EQ」（イコライザー）の
設定をノーマルに設定してください。

D-snap port端子に
接続した場合、操作
中に電源が切れる

≥ SDオーディオプレーヤーがD-snap port端子の奥までしっかり差し込まれてい
ますか？

D-snap port端子
に接続したときに
音が鳴る

≥ SDオーディオプレーヤーの電源を切ってから接続しましたか？
→SDオーディオプレーヤーを再生中にD-snap port 端子に接続すると、一瞬
音が鳴る場合がありますが、故障ではありません。

LIGHT
OFF ON

¤
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