
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、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。
≥付属品 FMアンテナコード

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  2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
   （松下電器産業株式会社）All Rights Reserved.

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）

上手に使って上手に節約 RQT8657-1S保証書付き

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。

警告

注意

分解・改造をしない
≥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。

異常に温度が高くなるところに置かない
≥機器表面や部品が劣化するほか、火災の原
因になることがあります。

≥夏の閉め切った自動車内や、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。

電池は誤った使いかたをしない
≥+と-は逆に入れない
≥乾電池は充電しない
≥加熱、分解したり、水、火の中へ入れたり
しない

≥ネックレスなどの金属物といっしょにしない
≥被覆のはがれた電池は使わない

≥長期間使わないときは、取り出しておいてください。
≥取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚
損の原因になります。

≥万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
≥液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

取扱説明書
アクティブスピーカー

品番 RP-SPT150

単3形乾電池（別売）2本で使うことができます。

乾電池が消耗すると
OPRランプが暗くなったり点滅したりします。また、音量が小さくなっ
たり、音がひずんだり、雑音が多くなったりする場合もあります。この
ときは、2本とも同じ種類の新しい乾電池と交換してください。

1 ポータブルオーディオ機器に入力プラグを接続する
≥スピーカーを裏向けて、スタンドを [ ] の方向に引き出し、
入力プラグを取り出しておいてください。

≥入力プラグのコードを無理に引き出さないでください。
（コードの長さ：約8 cm）

2 OPRスイッチを［ON］にして、電源を入れる
OPRランプが点灯します。
≥使用後は、OPRスイッチを［OFF］にして、電源を切ってください。

3 接続したポータブルオーディオ機器の電源を入れ、音量
を調節する

≥接続した機器の音質調整機能（イコライザーなど）は、解除し
ておいてください。ひずみの原因となることがあります。

お使いのポータブルオーディオ機器によっては、スピーカーのス
タンドにのせて使うことができます。

≥機器の大きさや形状によってはスタンドにのらない場合があり
ます。破損の原因になりますので、無理に取り付けないでくだ
さい。

FM チューナー機能付きのポータブルオーディオ機器を使用する
場合、付属の FMアンテナコードをスピーカーの［EXT ANT］端
子につないで、伸ばしてお使いください。

本機を使用しないときは入力プラグをスタンドに収納しておいて
ください。（コードを挟まないようお気を付けください）

≥スピーカーを持ち運びするときは、落とさないようお気を付け
ください。（ポータブルオーディオ機器をスタンドにのせたまま
持ち運ばないでください）

≥入力プラグのコードを挟んだまま、無理にスタンドを閉じない
でください。

≥磁気カード類を重ねないでください。

次のような場所でのご使用は避けてください
≥風呂場など、湿気の多いところ
≥ほこりの多いところ、砂地の上

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
≥お手入れの際は、乾電池を取り出してください。
≥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。

電源の準備

使いかた

ポータブルオーディオ機器をスタンドにのせて使う

OPR

単３形×２本(別売)

入力プラグ

スタンド ２ OPR
OFF ON

スピーカー底面

OPR

１

スタンド

FM放送を聞くには

入力プラグを収納する

使用上のお願い

お手入れ

EXT ANT

RP-SPT150

松下電器産業株式会社
パナソニックＡＶＣネットワークス社
ネットワーク事業グループ
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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-SPT150

お買い上げ日 　年　月　日
故障の状況 できるだけ具体的に

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/

保証とアフターサービス（よくお読みください）

※ JEITA：（社）電子情報技術産業協会
≥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。
≥この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

主な仕様

使用スピーカー 直径 28 mm× 2
インピーダンス 8 Ω
入力インピーダンス 3.9 kΩ
実用最大出力

(JEITA※) 150 mW+150 mW

プラグ L 型ステレオミニプラグ（直径 3.5 mm）

寸法（最大外形 )
(JEITA※)

幅 150 mm×高さ62 mm×奥行 34 mm
（収納時）
幅 150 mm×高さ62 mm×奥行 55 mm
（使用時）

質量 約 81 g（乾電池を除く）
約 129 g（乾電池を含む）

電源 DC 3 V（単 3形乾電池2本）別売
電池持続時間 約50時間（パナソニックアルカリ乾電池使用時）
使用温度範囲 0 ℃～ 40 ℃
付属品 FMアンテナコード

〈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欄をご参

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.

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。

故障かな？

こんなときは ここをチェック
音が小さい ≥接続機器の音量を調節しましたか？

≥電池が消耗していませんか？
聞こえない ≥入力プラグは奥まできちんと差し込んでいます

か？
≥電池が消耗していませんか？

音がひずむ
雑音が多い

≥接続機器の音質調整機能は解除しましたか？
≥電池が消耗していませんか？

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-SPT150品　番年 　 月 　 日

販 売 店 名

お客様相談窓口
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