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まず最初に付属品を確かめてください。

□ACアダプター (RFX5727) ..............................1個

□ACアダプター用電源コード ...............................1本
(K2CA2DA00009)

□オーディオ コードセット............................1セット
・スピーカーコード(RFX8771).......................1本
(φ3.5 mmL型ステレオミニプラグ×2) 約1.5 m

・入力コード(RFX8768) ..................................1本
(φ3.5 mmL型ステレオミニプラグ－
φ3.5 mmステレオミニプラグ) 約0.9 m

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。
（ ）内は買い替え時の品番を表します。
品番は2007年2月現在のものです。
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保証書別添付 上手に使って上手に節電

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」（ 5～6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、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

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）All Rights Reserved.

便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です）

付属品の確認

お買い上げ日

販 売 店 名

年　 月　 日 品番　 RP-SPF01
（ ） －

付属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/

RQT8989-S M0207TK1027

取扱説明書

アクティブ スピーカー システム
品番 RP-SPF01

●新開発のチタン振動板ユニットを採用した高音質φ30 mm
フルレンジスピーカー

●アルミ筺体で密閉性の向上と共振を抑え、ボーカルを強調した
聞きやすい音を実現

●左右に2ユニットのフルレンジスピーカーを搭載し、5 W + 5 W
出力のアクティブタイプスピーカー

●低ノイズで電力効率に優れたデジタルアンプを採用

●アルミを使用したシンプルで重量感のあるフォルム

●音量つまみの内側に緑色ランプを配置し、アルミの鏡面反射
を利用したスマートなデザイン

●アクティブ スピーカー
使用スピーカー ：直径30 mmフルレンジチタン振動板ユニット

タイプ×2／ch
スピーカーインピーダンス：8 Ω
再生周波数帯域 ：80 Hz～50 kHz（－16 dB）
電　源 ：DC 9 V（付属のACアダプターを使用）
最大出力 ：5 W＋5 W（10 ％T.H.D 1 kHz）

デジタルアンプ仕様
寸法（幅×高さ×奥行）：62 mm×160 mm×96 mm
質量　　　　　　L ch ：約700 g

R ch：約670 g

●プラグ・コード
入力コード ：約0.9 m（φ3.5 mmステレオミニプラグ －

φ3.5 mmL型ステレオミニプラグ）
スピーカーコード ：約1.5 m（φ3.5 mm L型ステレオミニプラ

グ×2）

●AC アダプター
定格入力 ：AC 100 V、50/60 Hz
定格出力 ：DC 9 V、2 A
入力容量 ：43 VA

注）この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

スピーカーの電源スイッチ「切」時のAC アダプター消費電力：約0.1 W

特　長

主な仕様

●このスピーカーシステムは、ステレオタイプの機器用です。
接続する機器により、下記の延長コードやプラグアダプターをご使用
ください。
・テレビなどの映像機器で付属のコードが短い場合：
ステレオミニ延長コード（3 m）（別売 RP-CA45A）
・モノラル機器の場合：
ステレオ・モノラルミニ変換プラグアダプター（別売 RP-PA88A）
L側とR側に同一の音が出ます。

●バスレフポートに物を入れないでください。故障の原因になります。

●プラグの汚れにより、音とびや雑音が入る場合があります。その場合
は、プラグやプラグアダプターを柔らかい乾いた布でふいてください。

●雨や水などの液体に濡らさないでください。故障の原因になります。

スピーカー
ユニット

電源
スイッチ・
音量つまみ

スタンド

スピーカー
ユニット

スタンド
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各部のなまえ

付属のオーディオ コードセットを接続する
左スピーカー 右スピーカー

付属のACアダプターを接続する
左スピーカー

接続する
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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。

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。
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□ACアダプター □ACアダプター用
電源コード

(底面)

(底面)

(底面)

使いかた
入力コードのプラグを接続する前に
・付属のACアダプターを接続していないと使用できません。( 3ペ
ージ「接続する」手順 )
・本機と接続機器の電源を切ってください。

入力コード(付属)のプラグを再生機器に接続する
再生機器のヘッドホンジャックに差し込みます。
・プラグタイプ：φ3.5 mmステレオミニ

再生機器の電源を入れ、音量を調節する
再生機器の音をひずまない範囲で調節してください。

左スピーカーの電源スイッチ・
音量つまみを回し、音量を
調節する
・電源が入り、ランプ（緑色）が点灯
します。
・再生機器の出力が大きい場合
（AUX出力端子に接続時など）、
音量つまみを最小にしてもスピ
ーカーから音が聞こえます。

INPUT
イン プ ッ ト

端子へ
R ch出力
端子へ

スピーカーコード(付属)
入力コード(付属)

L ch入力
端子へ

お願い
・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。

・必ず付属のAC アダプターをご使用ください。
・長時間使用しないときは、節電のために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。接続したままの状態では、スピ
ーカーの電源スイッチが「切」でも約0.1 Wの電力を消費しています。

お願い
音がひずんだら、本機および再生機器の音量を下げ、ひずまないようにし
てください。音がひずんだ状態で使用を続けると、故障の原因になります。

使用後は
電源スイッチ・音量つまみを左に回し切る
・電源が切れ、ランプが消灯します。

□スピーカーコード 入力コード

ランプ（緑色）

ランプ（緑色）

防磁設計について
・本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム＜防磁設計
（JEITA）＞※ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合が
あります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15 分～30 分後に
再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面
への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、ス
ピーカーを更に離してご使用ください。
・近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との
相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設
置にご注意ください。
・テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響する場合があり
ます。テレビから離してご使用ください。
※｢防磁設計（JEITA）｣とは社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

再生機器へ接続します。( 4ページ「使いかた」手順 )



保証とアフターサービス安全上のご注意
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注意警告

RQT8989

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。

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、販売店にご依頼ください。

分解、改造をしない

よくお読みください

■補修用性能部品の保有期間
当社は、このアクティブ スピーカー システム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。

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（別添付）
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。

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

アクティブ スピーカー システム
RP-SPF01

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
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。なお、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。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

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、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。

修理を依頼されるとき

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用しない
でください。

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。

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。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、
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。

電源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。
・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
・長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてく
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。

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない

接触禁止

異常に温度が高くなるところに置かない
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。本機やAC アダプ
ター、電源コードなど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。

不安定な場所に設置しない
・上に大きなもの、重いものを載せない
・壁や天井に取り付けない
・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

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になるこ
とがあります。
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