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ワイヤレスリンク

電源

TEST ID

AC IN 

ベース部
（ウーハー部） 電源（ 3 ページ）

TEST
端子

［ワイヤレスリンク］
インジケーター
（ 3 ページ）

ID スイッチ

スピーカーの電源を
「入／切」する（ 3 ページ）

正面

側面

お知らせ
TEST端子：製品の動作確認用の端子です。工場での確認用で、通常

は使いません。異物などを差し込まないでください。
IDスイッチ：製品の動作確認用のスイッチです。通常は使いません。

●  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」（ 4、5 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。

保証書別添付

このスピーカーシステムはSC-ZT2専用です。本機のみでご使用いただくことはできません。
（2010年 2月現在）

 

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」
で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」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

お願い
●  付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
● かっこ【　】内は、買い替え時の品番です。
 （品番は2010年 2月現在のものです。品番は変更される
ことがあります。）

● 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。

● 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてくだ
さい。

電源コード（2 本）
【K2CA2CA00024】

スペーサー（１ 枚：８ 個付き）
【RFA3045-2】

付属品をご確認ください。

付属品 もくじ
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スピーカーの設置と設定 ......................................... 2
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ワイヤレス機能について ..............................................2
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スピーカーの設定をする ..............................................3
仕様 ..................................................................... 5
保証とアフターサービス（よくお読みください） ........... 6
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各部のはたらき

「安全上のご注意」を必ずお読みください。（ 4、5ページ）

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。

ポール部
（ミッドハイ部）

スピーカー（アンプ内蔵）
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この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免
許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1 .この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
２. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに場所を移動するか、または電波の
使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

３. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した
場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先 :パナソニック株式会社　　　パナソニック お客様ご相談センター（ 6ページ）

スピーカーの設置と設定
スピーカーの設置をする

■ 設定前のスピーカーには左右の区別はありません。
■ スピーカーが転倒しないよう、必ず水平な場所にぐら
つかないように設置してください。

■ スピーカーを持ち運ぶ際は、ポール部とベース部
（ 表紙）を持ってください。
■ 本システムは防磁設計ではありません。ブラウン管
テレビの近くには設置しないでください。
お知らせ

● ベース部がカーテンなどの布でおおわれないように設置してくだ
さい。

● スピーカーを設置したときに傾きが気になる場合はスペーサー（付
属）をスピーカー底面の脚にあわせて貼りつけて調整してくださ
い。スペーサーを貼るときは、周囲に十分注意してください。

● 各スピーカーから視聴位置までの距離を設定してください。
（ SC-ZT2取扱説明書20ページ）

設置例

ワイヤレス機能について
本システムは、2.4 GHz 帯の周波数を使用しているため、障害物で電波がさえぎられたり、周囲の環境（外部からの電波の混入な
ど）や本システムをご使用になる建物の構造（電波を反射しやすい壁など）により、音が途切れたり、雑音が出る場合があります。
下記の内容にご注意いただき、正しく設置してください。
■ 周波数表示の見方（本体（SC-ZT2）およびスピーカーの後面に記載）

2. 4 OF1 

変調方式が OFDM 方式

全帯域を使用 (2.4 GHz ～ 2.4835 GHz)

電波干渉距離
10 m 以下

2.4 GHz 帯を使用

■ 機器認定
本システムは、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、本システムに以下の行
為を行うと法律で罰せられることがあります。
● 分解 /改造する
● 本体（SC-ZT2）およびスピーカーの後面に貼ってあるラベルをはがす
■ 使用制限
● 日本国内でのみ使用できます。
● 本体（SC-ZT2）とスピーカーは同一部屋内でご使用ください。
■ 本体（SC-ZT2）とスピーカーの間に障害物を置かない。本体の上に物を置かない。
本システムの電波が届く範囲は、同一部屋内で最大15 mです。本体（SC-ZT2）とスピーカーの間に障害物がある場合や、本体
（SC-ZT2）を床面から50 cm以下の高さに置いた場合は、電波の届く範囲は短くなります。

■ 電波干渉を生じるような機器から本システムを離す。
以下のような機器が近くにあるときは、本システムをそれらの機器から離して設置してください。
● Bluetooth、OA機器、電話など：約3 m以上
● 電子レンジ、無線 LAN対応機器：約3 m以上
本システムは、これらの家庭用機器との電波干渉を自動的に避けるように設計されています。電波の干渉がある場合、本体（SC-ZT2）の
ワイヤレスリンク表示（ SC-ZT2取扱説明書12ページ）が点滅し、スピーカーからの音が途切れたり、雑音が出る場合があります。
これは本システムが適切な周波数を選ぶときに起きる現象で、本システムの故障ではありません。
■ 電波が反射しやすい金属物などの近くからできるだけ離す。
本システムを設置する部屋に金属物や家具などがあると、電波が反射しやすくなり視聴位置によって音が途切れたり、雑音が出る
場合があります。このようなときは、本システムの位置をすこし動かすと改善される場合があります。
また、人の出入りが激しい部屋などに置いた場合も、電波が反射しやすくなりますので、ご注意ください。

● 視聴位置のやや後方の左右に配置してください。
● 各スピーカーは正面（社名ロゴのある方）を視聴
位置に向けて設置してください。

サラウンド
スピーカー（左）

サラウンドスピーカー（右）

本体

フロントスピーカー（左）
各接続機器 フロント

スピーカー（右）
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スピーカーの設定をする
■  購入して初めてお使いになるときは、必ずこの設定を行ってください。
■  まずフロントスピーカー（SC-ZT2）をワイヤレスリンクさせてから、サラウンドスピーカーの設定をします。

準備 ●  接続している各機器の電源が切れていることを確認する。
（ビエラリンク（HDMI）に対応した当社製テレビ（ビエラ）とレコーダー（ディーガ）を本体（SC-ZT2）に接続して
いる場合、設定が終わるまでテレビ（ビエラ）とレコーダー（ディーガ）の電源は入れないでください。）

●  本体 (SC-ZT2) と 4本のスピーカーの電源コードを接続する。（  SC-ZT2取扱説明書10ページ、本書上記）
●  本体 (SC-ZT2) とスピーカーの電源が切れていることを確認する。
●  リモコン (SC-ZT2) の準備をする。（  SC-ZT2取扱説明書6ページ）

1. 本体 (SC-ZT2) の電源を入れる
2. フロントスピーカー (SC-ZT2) の電源を入れる

●  フロントスピーカーの [ワイヤレスリンク ]インジケーターが赤から緑に変わります。
●  サラウンドスピーカーの電源はこの時点では入れないでください。電源を入れても [ワイヤレスリンク ]インジケーター
は赤から緑に変わりません。

3. 「スピーカーの設置数を4本に変更する」で“4CH ”に設定する （ SC-ZT2取扱説明書13ページ）
4. 本体（SC-ZT2）の電源を一度切る
5. 本体（SC-ZT2）の電源を再び入れる

●  表示部に“4CH SEARCH ”と表示されます。（初めて設定したときのみ表示されます）
6. サラウンドスピーカーの電源を入れる

●  サラウンドスピーカーの [ワイヤレスリンク ]インジケーターが赤から緑に変わります。
●  各スピーカーの［ワイヤレスリンク］インジケーターが緑になると“4CH SEARCH ”の表示が消えます。

7. リモコン (SC-ZT2) の［CH］を本体 (SC-ZT2) の表示部に“4 SPKR SET ”と表示されるまで約３秒間押したままにする
●  リモコン（SC-ZT2）は常に本体（SC-ZT2）へ向けて操作してください。

8. 確認音が出力されているスピーカーに対応するリモコン（SC-ZT2）のボタンを押す

サラウンド
スピーカー左

サラウンド
スピーカー右

フロント
スピーカー左

フロント
スピーカー右

消音

戻る
‒設定、
切 

ゲーム

サラウンドスピーカー右から
出力されている場合
[戻る ]を押す

サラウンドスピーカー左から
出力されている場合
[－設定、切 ]を押す

フロントスピーカー左から
出力されている場合
[ゲーム ]を押す

フロントスピーカー右から
出力されている場合
[消音 ]を押す

●  いずれかのスピーカーから確認音が出力されます。
●  スピーカーの確認音に対応するボタンを押すと、他のスピーカーから確認音が出力されます。
同じように対応するボタンを順に押して、4本とも設定してください。

●    本体（SC-ZT2）の表示部の“COMPLETE ”が消えると完了です。

お知らせ
●  スピーカー設定後は、スピーカーが正しく設定されているか確認してください。（  SC-ZT2取扱説明書12ページ )
●  上記手順８でスピーカー設定を間違った場合は、本体（SC-ZT2）の電源を「切／入」してから手順 7、8を行ってください。
●  ［ワイヤレスリンク］インジケーターが赤から緑に変わらない場合は、「故障かな！？」（  SC-ZT2取扱説明書24ページ）を
ご覧ください。

●  スピーカーの電源を入れたままの状態で、本体（SC-ZT2）の電源を「切」にすると、自動的に待機状態（ワイヤレスリンク
スタンバイ状態）となります。［ワイヤレスリンク］インジケーターが赤色になります。

●  スピーカー部の待機状態の消費電力をさらに削減したい場合は、スピーカー部の電源を「切」にしてください。（電源待機状態になります。）
<スピーカー部の待機時の消費電力>
ワイヤレスリンクスタンバイ時：約0.8 W（１本あたり）
電源待機時：約0.08 W（１本あたり）

AC IN

ご家庭の電源コンセント（AC 100 V、50／ 60 Hz）

スピーカーの待機時の消費電力については、下記をご覧ください。

電源コード（付属）

●  長期間使用しないときは節電のため
電源プラグを抜いておくことをおす
すめします。電源プラグを抜くとき
は、必ずスピーカーの電源を切って
から抜いてください。

側面

電源コードを接続する
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人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明してい
ます。（次は図記号の例です）

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の
程度を区分して、説明しています。

警告「死亡や重傷を負うおそれがある内
容」です。

注意「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

安全上のご注意（必ずお守りください）

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。

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

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。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

警告

内部には電圧の高い部分があり、感電の
原因になります。

分解、改造をしない

分解禁止

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

病院内や医療用電気機器のある場所で本機を
使用しない

本機からの電波が医療用電気機器に影
響を及ぼすことがあり、誤作動による
事故の原因になります。

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 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。

（傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲
げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど）

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、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。

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。
● 機器の上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。

そのまま使うと火災・感電の原因になります。
● 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、
販売店にご相談ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する

電源プラグ
を抜く

異常があったときには、電源プラ
グを抜く
● 煙が出たり、異常なにおいや音がする
● 音声が出ないことがある
● 内部に水や異物が入った
● 電源プラグが異常に熱い
● 本体に変形や破損した部分がある

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。
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■ スピーカー 総合※1

電源 AC 100 V、50/60 Hz
消費電力 35 W
ワイヤレスリンクスタンバイ時（平均値） 約 0.8 W
電源待機時 約 0.08 W
寸法（幅×高さ×奥行） 290 mm×1231 mm×290 mm
質量 約3.9 kg
動作温度 0 ℃～ 40 ℃
動作湿度 20 %～ 80 %（結露のないこと）
※1  スピーカー1本あたり
※2  スピーカー２本使用

仕様

安
全
上
の

ご
注
意　

心臓ペースメーカーを装着し
ている方は装着部から22 cm
以内で本機を使用しない

本機からの電波がペー
スメーカーの作動に影
響を与える場合があり
ます。

自動ドア、火災報知器などの
自動制御機器の近くで本機を
使用しない

本機からの電波が自動制
御機器に影響を及ぼすこ
とがあり、誤作動による
事故の原因になります。

警告

本システムのイラスト（姿図）は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますが御了承ください。

付属の小物部品（スペーサー等）は、
乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体
に悪影響を及ぼします。
● 万一、飲み込んだと思
われるときは、すぐに
医師にご相談ください。

■ パワーアンプ部※1

実用最大出力（各 ch動作時）（非同期駆動、JEITA）
低域側（ウーハー部） 60 W（100 Hz、3 Ω）
高域側（ミッドハイ部） 20 W（1 kHz、8 Ω）

■ 実用最大出力合計値※2（非同期駆動、JEITA）
 160 W（80 W＋ 80 W）
■ スピーカー部※1

２way 5スピーカーシステム（バスレフ型）
ウーハー部 12 cm コーン型×1
ミッドハイ部 2.4 × 10 cm 平面型×4

■ ワイヤレス部
使用周波数帯 2,4000～ 2,4835 GHz
使用チャンネル数 3
電波干渉距離 10 m以下
飛距離 約15 m※3

※3 同一部屋内で、本体とスピーカー間に障害
物が無く、本体を高さ50 cm以上の位置
に設置した場合

注） この仕様は、性能向上のため変更すること
があります。

電気が油や水分、ほこりを
伝わり、火災・感電の原因
になることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、
湿気やほこりの多いところに
置かない

異常に温度が高くなるところ
に置かない

注意

内部に熱がこもると、火災の原因
になることがあります。
● また、外装ケースが変形する原因に
もなりますのでご注意ください。

放熱を妨げない

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。

コードを接続した状態で移動しない

また、引っかかって、けがの原因に
なることがあります。

遊びに使用しない

● よじ登らない
● 振り回したり、目を突く行為
をしない

● 電源コードを引っ掛けない
転倒などによるけがの原因になることがあります。
  ●  輪投げなどの遊びや帽子、衣
類を掛けないでください。

  ●  特にお子様にはご注意ください。

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。

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

電源プラグ
を抜く

ベース部底面に床がたつき防
止のためのスペーサーをはる
ときは、周りに人がいないこ
とを確認してから行う

人がつまずいたり、踏み込ん
でスピーカーが壊れ、けがの
原因になることがあります。

● 特にお子様にはご注意ください。

誤ってすべり落として、
けがの原因になることが
あります。

片手でスピーカーを持たない

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、けがの原因
になることがあります。

ベース部側面の開口部に手
や足を入れない

誤ってスピーカーの転倒によるけ
がの原因になることがあります。
●  特にお子様にはご注意ください。

足や掃除機などで不用意にス
ピーカーの電源を入れない

部品の損傷や通電状態
で放置、保管すると、
絶縁劣化、漏電などに
より火災の原因になる
ことがあります。

温度が高くなりすぎると、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。

● また、外装ケースや内部部品が劣化する
原因にもなりますのでご注意ください。
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保証とアフターサービス（よくお読みください）
修理・使いかた・お手入れ などは
■  まず、お買い求め先へ ご相談ください

修理を依頼されるときは
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、まず電源プラグを抜
いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名　　スピーカーシステム　　　　　　

●品　番　　SB-ZT2　　　　　　　　　　

●故障の状況　できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※  修理料金は次の内容で構成されています。
技術料  診断・修理・調整・点検などの費用
部品代  部品および補助材料代
出張料  技術者を派遣する費用

※  補修用性能部品の保有期間 8年
当社は、このスピーカーシステムの補修用性能部品
（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち
切り後8年保有しています。

■  転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
 ※  「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/
●修理に関するご相談は……………………

● 使いかた・お手入れなどのご相談は……

※  ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニッ
ク製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確
に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために
発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の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、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情
報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話 　　（　  　　）　　　－

お買い上げ日　　　　　　　年　　月　　日
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お買い上げ日

品　　　　番

お 　 客 　 様
ご 相 談 窓 口

販　売　店　名

〒 571－ 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号
© Panasonic Corporation 2010

愛情点検 長年ご使用のスピーカーシステムの点検を！

こんな症状は
ありませんか

● 煙が出たり、異常なにおいや音がする
● 音声が出ないことがある
● 内部に水や異物が入った
● 本体に変形や破損した部分がある
● その他の異常や故障がある

ご使用
中止

故障や事故防止のため、
電源を切り、コンセン
トから電源プラグを抜
いて、必ず販売店に点
検をご相談ください。

便利メモ （おぼえのため、記入されると便利です）

VQT2R76
H0210RT0

SB-ZT2

年　　月　　日　☎（　　　　）　　　　　－

　☎（　　　　）　　　　　－

お手入れ
電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。
● 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
● ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあり
ますので使用しないでください。

● 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

弊社ではより良い商品とサービスをお客様にご提供できるようにパナソニック商品をご購入の方にご愛用者登録を
お願いしています。ぜひ、この機会にご愛用者登録をお願いいたします。
※皆様の貴重なご意見を、製品の開発や改善の参考とさせていただきたいと思いますので、アンケートにもご協力
　いただきますようお願い申し上げます。

家電情報をまとめて登録／管理

※このサービスはWEB限定のサービスです。

登録はこちらから

購入年月や製造番号などをＭｙ家電リストに保存できます。 特典1

商品情報をスムーズに入手
Ｑ&Ａや取扱説明書など、商品に関する情報が見られます。特典2

エンジョイポイントがたまる
たまったポイントでプレゼントに応募できます。特典3

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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