
SC-MC10

コンパクトスピーカーシステム保証書

‹ きりとり線

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」（裏面に記載）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。
≥本機は、ワイヤレススピーカー（SC-MC10）とワイヤレス送信機(RFE0246)
から構成されています。
≥本書の本体イラストは、SC-MC10-K のものです。

取扱説明書
コンパクトスピーカーシステム

品番　SC-MC10

付属品
付属品をご確認ください。
記載の品番は2012年4月現在のものです。変更さ
れることがあります。

□ ACアダプター  : 2 個 （品番VSK0771）
□ DCケーブル  
SC-MC10-K: 黒 2本 （品番RFE0247）
SC-MC10-W: 黒１本 （品番RFE0247）、白１本 （品番RFE0248）

□ 音声接続コード : 1 本 （品番RJL2S005B20）
□ 変換コード : 1 本 （品番 RJL2P011X30）

≥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。
≥小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してくだ
さい。
≥ACアダプター（付属）とDCケーブル（付属）は本機専用です。他の機器に使
用しないでください。故障の原因になります。

各部の名前

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/

携帯電話からもお買い求めいただけます。
http://p-mp.jp/cpm/

ゆっくり点滅：
状態表示ランプについて

点灯：
速く点滅： 登録を待機中

接続を待機中

接続完了

ワイヤレススピーカー
（背面から見た図）

状態表示ランプ

音量ボタン

電源ボタン (Í/I)

Bluetooth® ボタン(  )  

DC IN 端子

（正面から見た図）

ワイヤレス送信機
状態表示ランプ

Bluetooth® ボタン (  )

※ワイヤレス送信機に電源ボタンは
ありません。

111 ACアダプターを組み立てる

112 ワイヤレス送信機を設置する

113 ワイヤレススピーカーを設置する

114 ワイヤレススピーカーで音声を聴く

・テレビの仕様については、テレビの説明書などもお読み
ください。

テレビにワイヤレス送信機をつなぐと、テレビの音声を
お手元のワイヤレススピーカーからお楽しみいただけま
す。

本機を使う

お使いいただくには、次の手順を行ってください。

ACアダプター
を組み立てる1

つなぐ

ACアダプター 

付属の ACアダプターに付属の DCケーブル
をつなぐ

DCケーブル 

・ ワイヤレススピーカー用とワイヤレス送信機用に２組
つないでください。
・付属の ACアダプター、DCケーブル以外は使わない
でください。故障の原因になります。

接続完成図

ワイヤレス送信機テレビ（別売）

音声接続コード
（付属）

※ワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機の間に障害物を置かないでください。

ヘッドホン
出力端子へ

DCケーブル
（付属）

ACアダプター
（付属）

ACアダプター
（付属）

ワイヤレススピーカー
電源
コンセントへ

DCケーブル（付属）

電源
コンセントへ

VQT4G80 -1
F0412SN1042

パナソニック株式会社 　AVC ネットワークス社
〒571－8504　大阪府門真市松生町1番 15号
C Panasonic Corporation 2012

保証書付き

VQT4G80.fm  1 ページ  ２０１２年４月１７日　火曜日　午後３時５４分

見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本見本



ワイヤレス送信機2 を設置する

1 付属の音声接続コードで、ワイヤレス送
信機とテレビをつなぐ

2 送信機に①で組み立てたACアダプターを
つないだ後、電源コンセントに接続する

テレビの電源を入れる3

テレビ

テレビからも音声を出すには

・送信機の電源が入り、状態表示ランプが点滅します。

テレビのスピーカーから音声が出なくなります。

・テレビにモニター（音声）出力端子があるときは、
  　  で付属の変換コードを使い、ワイヤレス送信機　
とテレビをつないでください。

・ヘッドホン接続時、テレビスピーカーとヘッドホンの両
方から音声が出るように設定できるテレビもあります。

ヘッドホン
端子

ワイヤレス送信機

音声接続
コード

モニター
（音声）
出力端子 右

左

ACアダプター

ワイヤレス
送信機へ つなぐ

音声接続
コード

変換コード

　  1

・出力端子の形状によっては、音声接続コードでつなぐ
テレビもあります。

白

白

赤

赤

テレビ

を設置する3 ワイヤレススピーカー

ワイヤレススピーカーを電池で使うには

電池の残量が少なくなると、状態表示ランプが青色
から赤色に変わります。電池を取り換えてください。

ワイヤレススピーカーに、①で組み立てたAC
アダプターをつないだ後、電源コンセントに
接続する

ワイヤレススピーカー

電池を取り出すとき
は、このラベルを引っ
張ってください。

底面のふたを
軽く押しながら、
ずらしてください。

DC IN 5V

・ 単３形アルカリ乾電池（別売）または単３形ニッケル水
素充電式電池（別売）をお使いください。充電式電池を
お使いのときは、パナソニック製をお勧めします。
・ ACアダプターにつないでいるときは、電源コンセン
トからの電源供給が優先されます。

ACアダプター

お知らせ
≥ワイヤレススピーカーの正面側にスピーカーは搭載されていま
す。音声を聴くときは、正面を向け、平らで安定した場所に設置し
てお使いください。
≥ワイヤレススピーカーは防磁設計ではありません。本機の近くに時計
や磁気カード（クレジットカード）を置いたりしないでください。
≥大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性の劣化
が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなったりすること
があります。
≥通常の使用時でも音がひずんだときは、音量を下げてご使用くだ
さい。（音量を下げないと、スピーカーの破損の原因になることが
あります）
≥ワイヤレススピーカーから聴こえる音声は、実際のテレビの音声
よりも若干遅延しています。

4
電源ボタンを押す

音声を聴く
ワイヤレススピーカーで

音量を調節する

電源を切る

電源を入れると電子音が鳴ります。

音量はワイヤレススピーカーの音量とテレビの音量に
よって決まります。テレビ側でも調整してください。
テレビのモニター（音声）出力端子に接続しているとき
は、テレビの音量出力は一定ですのでワイヤレススピー
カー側で調整してください。

ご使用にならないときは、ワイヤレススピーカーの電源
を切ってください。
ワイヤレススピーカーは、送信機からの音声入力がな
く、ボタン操作がない状態が約10分間続くと電源が切
れます。（オートオフ機能）

音量が最大または最小になると、
電子音が鳴ります。

・ ワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機との接続
が始まります。接続されるとテレビの音声が聴こえ
ます。

音のエチケット
シンボルマーク

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるも
のです。適度の音量にして隣り近所へ配慮し
ましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも
一つの方法です。

他機器と接続するには
本機はBluetooth®（ブルートゥース）技術を使用していますので、
Bluetooth®に対応したスピーカーやスマートフォンなどを受信機や送
信機として登録し、お使いいただくこともできます。
≥他のBluetooth®機器を登録すると、本機のワイヤレススピーカーとワ
イヤレス送信機の間の登録が解除され、再度使用するには再登録が必要
な場合がありますのでご注意ください。
≥Bluetooth®機器に付属されている説明書などもお読みください。

ワイヤレススピーカーに他のBluetooth®送信機器を登録して音声を聴く
本機のワイヤレス送信機からDCケーブルを外し、電源を切っておいて
ください。
1 ワイヤレススピーカーの [電源Í/I ] を押して、電源を入れる
2 ワイヤレススピーカーの [  ] ボタンを5秒以上押す
状態表示ランプが速く点滅し、登録待機状態になります。

3 送信機器側でBluetooth®の登録画面などを開き、機器名（SC-MC10）
を選んで登録する
送信機器によっては登録後、自動的に接続されます。そのときは
手順５を行ってください。
パスキーの入力を要求された場合はワイヤレススピーカーのパス
キー「0000」（ゼロ４つ）を入力してください。

4 送信機器側でBluetooth®の接続画面などを開き、機器名（SC-MC10）
を選んで接続する
接続されると状態表示ランプが点灯します。

5 送信機器側で再生を始める
接続を解除するには
下記の動作をすると接続が解除されます。
j送信機器側でBluetooth®送信を中止する。
jワイヤレススピーカーまたはBluetooth®送信機器の電源を切る。

登録済みの機器の音声を聴くには
ワイヤレススピーカーの電源を入れると状態表示ランプがゆっくりと点滅
し、接続待機状態になります。その後、手順４と手順５を行ってください。
≥ワイヤレススピーカーの電源を入れると、ワイヤレススピーカーは最後
に接続していたBluetooth®送信機器と接続しようとします。自動的に
接続されたときは手順5を行ってください。

お知らせ
≥ワイヤレススピーカーに登録できる Bluetooth® 機器は最大 6 台です。
（お買い上げ時は本機のワイヤレス送信機のみ登録されています。）
最大登録数を超えて登録すると、接続した順番が古いものから上書き
されるため、本機の登録が解除されることがあります。再度、お使いい
ただくには登録をやり直してください。（下記「ワイヤレススピーカー
とワイヤレス送信機の登録をやり直す」を参照。）
≥同時に接続できるBluetooth®機器の台数は1台です。

ワイヤレス送信機に他のBluetooth®受信機器を登録して音声を聴く
1 受信機器側でBluetooth®登録待機状態にする
2 ワイヤレス送信機の [  ] ボタンを5秒以上押す
状態表示ランプが速く点滅し、登録待機状態になります。接続される
と状態表示ランプが点灯します。

接続を解除するには
下記の動作をすると接続が解除されます。
jワイヤレス送信機またはBluetooth®受信機器の電源を切る。

登録済みの機器の音声を聴くには
ワイヤレス送信機の電源が入った状態で、登録されたBluetooth®受信
機器を接続待機状態にすると、自動的に接続されます。

お知らせ
≥ワイヤレス送信機に登録できるBluetooth®機器は、最大１台です。
（お買い上げ時はワイヤレススピーカーが登録されています。）機器を
登録すると上書きされるため、本機の登録が解除されます。再度、お使
いいただくには登録をやり直してください。（下記「ワイヤレススピー
カーとワイヤレス送信機の登録をやり直す」を参照。）
≥同時に接続できるBluetooth®機器の台数は1台です。

ワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機の登録をやり直す
1 ワイヤレススピーカーの [電源Í/I ] を押して、電源を入れる
2 ワイヤレススピーカーの [  ] ボタンを5秒以上押す
状態表示ランプが速く点滅し、ワイヤレススピーカーが登録待機状態
になります。

3 ワイヤレス送信機の [  ] ボタンを5秒以上押す
接続されるとワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機のそれぞれ
の状態表示ランプが点灯します。
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故障かな！？
故障かな？と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直ら
ないときや、ここに記載のない症状のときはお買い上げの販売店にご
相談ください。

音が途切れる / 音が飛ぶ / 雑音が多い
≥ワイヤレススピーカーやワイヤレス送信機を手の平で覆ったりし
ていませんか。通信が遮断されて、音が途切れることがあります。
≥Bluetooth®通信使用可能距離（約10 m）を超えていませんか。
ワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機を近づけてください。
≥ワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機の間に障害物がありま
せんか。障害物を避けてください。
≥使用していない無線 LAN機器の電源を切ってください。
≥ワイヤレススピーカーの通信品質が音質重視になっていません
か。「モード 1」に設定してみてください。（下記「ワイヤレススピー
カーの通信速度の切り換え」を参照。）
≥ワイヤレススピーカーの状態表示ランプが赤色に点滅・点灯して
いませんか。電池が消耗すると通信状態が悪くなることがありま
すので、電池を取り換えてください。
≥ワイヤレス送信機に接続した機器によっては、音割れや雑音が発
生することがあります。そのときは機器側の音量を下げてくださ
い。

ワイヤレススピーカーの状態表示ランプが赤色と
青色に交互に点滅する
≥ワイヤレススピーカーに問題が生じています。電池を取り出し、
ＡＣアダプターを抜いて、電源を完全に切り、しばらく待ってから
電源を入れ直してください。それでも状態表示ランプの点滅が変
わらないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

ワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機が無線接
続されない
≥ワイヤレススピーカーやワイヤレス送信機が他のBluetooth®機
器と接続されていませんか。他のBluetooth®機器の電源を切っ
てください。それでも接続されないときは、ワイヤレススピーカー
とワイヤレス送信機の登録を元に戻してください。（表面「ワイヤ
レススピーカーとワイヤレス送信機の登録をやり直す」を参照。）

他のBluetooth®機器と無線接続されない
≥他のBluetooth®機器から本機の登録情報が消去された可能性が
あります。登録をやり直してください。（表面「他機器と接続するに
は」を参照。）
≥Bluetooth®機器のBluetooth®メニューなどから本機の登録情
報をいったん消去し、機器の登録をやり直してみてください。（表
面「他機器と接続するには」を参照。）

ワイヤレススピーカーの通信速度の切り換え
ワイヤレススピーカーの通信速度を切り換えることができます。初期設定の
モード1（通信の安定性重視）とモード2（音質重視）があります。
≥Bluetooth®接続中は設定できませんので、接続機器側で事前に
Bluetooth®機能を切っておくか、電源を切っておいてください。本機の
ワイヤレス送信機をご使用のときは、ACアダプターを抜いておいてく
ださい。
≥接続機器側が通信の安定性重視のときは、モード２に設定しても接続機
器側の設定が優先されます。
≥ワイヤレス送信機とご使用のときは通信速度は変わりません。

1 ワイヤレススピーカーの [電源Í/I ] を押して、電源を入れる
2 ワイヤレススピーカーの [  ]  ボタンを押す
≥モード１→モード２ : 電子音が２回鳴ります。
モード2→モード1: 電子音が１回鳴ります。

Bluetooth®使用上のお願い
■ 使用周波数帯
本機は2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を
使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事
項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見かた
周波数表示は認定銘板に記載しています。

■ 機器認定
本機は、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、本機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
≥本機底面にある認定銘板を消したり、はがしたりする

■ 使用制限
≥日本国内でのみ使用できます。
≥すべてのBluetooth®機能対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではあ
りません。
≥ワイヤレス通信するBluetooth®機能対応機器は、The Bluetooth SIG, Inc. 
の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規
格に適合している機器であれば、一部動作する場合がありますが、機器の仕様や
設定により、接続できないことがあり、操作方法･表示･動作を保証するものでは
ありません。
≥Bluetooth®標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用
環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワ
イヤレス通信時はご注意ください。
≥ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切
の責任を負いかねますのでご了承ください。

■  使用可能距離
見通し距離約10 m 以内で使用してください。
間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建
物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものでは
ありませんのでご了承ください。

■ 他機器からの影響
≥本機との距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、音飛びや雑音が発生
するなどの不具合が生じる可能性があります。機器により以下の距離を保って
使用することをお勧めします。
･電子レンジ / ワイヤレス LAN … 約 5 m 以上
･ 電気製品 /AV 機器 /OA 機器 / デジタルコードレス電話 / ファクスなど 
… 約 2 m 以上

≥放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあ
ります。
≥ワイヤレス LAN を約 5 m の距離を保って使用していても、音が途切れたり雑
音が入る場合は、ワイヤレス LANの電源を切ってください。

■ 用途制限
本機は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途※での使用を想定し
て設計･製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでく
ださい。
※ ハイセイフティ用途とは、以下のような、きわめて高度な安全性が要求され、直
接生命･身体に重大な危険性を伴う用途のことをいいます。
例： 原子力施設における核反応制御 / 航空機自動飛行制御 / 航空交通管
制 / 大量輸送システムにおける運航制御 / 生命維持のための医療機
器 / 兵器システムにおけるミサイル発射制御など

Bluetooth®機器使用上の注意事項
この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラ
インなどで使用されてい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）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および特定小電力無線局が運用
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電波干渉の事例が発生した場合
には、速やかに場所を変更するか、または電波の発射を停止した上、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（たとえば、パーティションの設置など）についてご
相談してください。

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に対して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。

2.4 GHz 帯を使用
変調方式が FH-SS方式

電波与干渉距離10 m 以下

2.402 GHz ～ 2.480 GHz の全帯域を使用

連絡先：パナソニック株式会社
パナソ二ック　お客様ご相談センター 
（右記「保証とアフターサービス」を参照。）

仕様
ワイヤレススピーカー : SC-MC10

実用最大出力 （両CH動作） 2 W （1 W + 1 W） 
8 Ω、 1 kHz, 全高調波ひずみ率1 ％

スピーカー フルレンジ： 3.6 cm × 2 コーン型
寸法（幅×高さ×奥行き） 103 mmk41.9 ｍｍk103 ｍｍ
質量 約216 g （乾電池含む）

約170 g （乾電池含まず）

ワイヤレス送信機 : RFE0246

寸法（幅×高さ×奥行き） 44 mm k16 ｍｍ k69 ｍｍ
質量 約22 g

Bluetooth®部

バージョン Ver. 2.1 + EDR
送信出力 Class 2 (2.5 mW)
対応プロファイル A2DP ( 受信：SCMS-T 対応 )
対応コーデック Fast Stream: 195 kbps

SBC: 229 kbps （モード１）
328 kbps （モード２）

通信方式 2402～ 2480 MHz
(AFH-SS：適応型周波数ホッピングスペ
クトラム拡散方式 )

見通し通信距離 約10 m 
( 付属ワイヤレス送信機、 高さ１ｍの条
件で測定）

電波与干渉距離 10 m以下 

電池持続時間

使用電池 持続時間
パナソニック単３形アルカリ乾電池使用時 約４時間
パナソニック単３形ニッケル水素充電式電池HHR-3MWS使用時 約6時間

総合

電源
乾電池 DC 3.0 V

単３形アルカリ乾電池 
×２本使用（別売品）

充電式電池 DC 2.4 V
単３形ニッケル水素充電式電池 
×２本使用（別売品）

ACアダプター 入力

出力

AC100 V～240 V、50/60 Hz、 0.2 A、
10 VA （100 V）、13 VA （240 V）
DC 5 V、 800 mＡ

許容動作温度 0 ℃～40 ℃
許容動作湿度 20 % ～ 80 % RH 

（結露なきこと）

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有す
る登録商標であり、パナソニック株式会社は、これら商標を使用する許可
を受けています。
他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。

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。

■ 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。

■ 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）

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、ACアダプターを抜き、電池を取り出す
≥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
≥本体やACアダプターが破損した
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。

ACアダプターのコード・電源プラグを破損するようなことはし
ない（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）
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。

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
たこ足配線等で、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。

雷が鳴ったら、本機の金属部や電源プラグに触れない
感電の原因になります。

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。

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。

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。
≥ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

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。

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。

航空機内で使用しない
本機からの電波が運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそ
れがある内容」です。

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。

警告

安全上のご注意 必ずお守りください
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きりとり線‹

自動ドア、火災報知機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
動作による事故の原因になります。

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、
誤動作による事故の原因になります。

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。

電池は誤った使いかたをしない
≥指定以外の電池を使わない
≥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に入れたりしない
≥+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
≥新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
≥被覆のはがれた電池は使わない
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。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない
≥液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。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。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない
スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計な
どが正しく機能しなくなることがあります。
≥スピーカーは防磁設計ではありません。

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。

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。

異常に温度が高くなるところに置かない
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。

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
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。

長期間使わないときは、電池を取り出す
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。

指定のACアダプターを使う
指定外のACアダプターで使用すると、火災や感電の原因になる
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

電源プラグ
を抜く

保証とアフターサービス
使いかた・お手入れ・修理 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
「故障かな？」でご確認のあと、直らないときは、まず接続している電源を外
して、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。
ワイヤレススピーカーとワイヤレス送信機を一緒に修理にご依頼ください。

●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、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間 : 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、このコンパクト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
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。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

●修理に関するご相談は・・・

≥有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

●製品名 コンパクトスピーカーシステム
●品　番 SC-MC10
●故障の状況 できるだけ具体的に

販売店名

電話　          （　　　 ）　　　   ー

お買い上げ日　　　        年　　  月　　  日

▼お買い上げの際に記入されると便利です

130

【ご相談窓口におけるお客様の個人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グループ関係会社は、お客様の個人情報をご相
談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていた
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。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。

お手入れ
ACアダプター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、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
≥ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、
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。

愛情点検 長年ご使用のコンパクト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
・ 音声が乱れたり出ないことがある
・ 内部に水や異物が入った
・ 本体やACアダプターが破損した
・ その他の異常や故障がある

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。

ご使用中止

さい （よくお読みください）
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