
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。
≥イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

各部の名前と働き
準備
≥本機に電源コードをつなぐ。   
≥Bluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にして、本機に近づける。

Bluetooth®接続したい機器ごとに、最初に機器の登録をしてください。

∫ Bluetooth®機器を登録する
1 [ 電源 Í/I ] を押して、電源を入れる
Bluetooth®ランプがゆっくり点滅します。
≥はじめて本機を使用する場合 (工場出荷状態 )：
Bluetooth®ランプが速く点滅し、登録待機状態になっています。
手順３へ進んでください。

2  [- ペアリング]をBluetooth®ランプが速く点滅するまで押した
ままにする
登録待機状態になります。

3 Bluetooth®機器のBluetooth®メニューなどを開き、機器名
（SC-NP10）を選ぶ
機器が登録され、接続が完了すると、Bluetooth®ランプが点灯します。
≥パスキーの入力を要求された場合は、本機のパスキー「0000」（ゼロ４つ）を
入力してください。
≥接続完了後、「通信モードを選択する」(右記 ) に進んでください。

 

∫ 登録済みのBluetooth®機器を接続して音声を出す
本機の電源を入れると、最後に接続していた機器に自動的に接続します。
j自動的にBluetooth®接続されると、Bluetooth®ランプが点灯します。
Bluetooth®ランプが点滅した場合、機器を接続し直す必要があります。
1 Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューなどを開き、機器名
（SC-NP10）を選ぶ
接続が完了すると、Bluetooth®ランプが点灯します。

2 Bluetooth®機器側で、音楽や動画を再生する

NFC対応AndroidTM機器のみ 
NFC( 近距離無線通信 ) 機能に対応したBluetooth®機器を本機にタッチする
だけで、自動的に本機の電源が入り、Bluetooth®機器の登録から接続完了まで
一度に行えます。すべての操作を簡単に行えるので大変便利です。

準備
機器側のNFC機能を有効にする。

1 Google PlayTMから専用アプリ「Panasonic Music 
Streaming」（無料）をダウンロードし、アプリを起動する
≥アプリ画面の指示に従って、設定してください。
2 本機のNFCタッチエリアにBluetooth®機器をタッチする
（機器の画面に接続完了のポップアップが表示されるまで）

本機の電源が入り、Bluetooth® ランプが点灯すると、Bluetooth® 接続
は完了です。
≥点灯しない場合は、タッチ位置を変えてください。
3 Bluetooth®機器側で、音楽や動画を再生する
≥接続完了後、「通信モードを選択する」(右記 ) に進んでください。

∫ 他の機器と接続するには
別の機器を本機にタッチすると、Bluetooth®接続が更新されます。
≥接続中の機器は自動的に接続が解除されます。

本機には「接続性重視モード」と「音質重視モード」の２つモードがあります。
音声の再生を確認したあと、モードを選択してください。

1 以下のどちらかのモードを選択してください。
■ 接続性重視モード: [D.SURROUND ]を押しながら、[音量 + ]を長押しする
（Bluetooth®ランプとD. サラウンドランプが1回点滅するまで）
■ 音質重視モード： [ ライト ] を押しながら、[音量 + ] を長押しする
（Bluetooth®ランプとD. サラウンドランプが1回点滅するまで）

2 [ 電源 Í/I ] を押して電源を切り、もう一度押して電源を入れる
Bluetooth®接続が完了すると、自動的にBluetooth®ランプが点灯します。

 

j本機またはお使いの機器の電源を切る。
jお使いの機器側でBluetooth®での送信を中止、または無効にする。
j(NFC対応機器のみ )再度、本機のNFCタッチエリアに機器をタッチする

 

この機能を「ON」にしているとき、登録済みのBluetooth®機器から
Bluetooth®接続すると、自動的に本機の電源が入るようになります。 
本機の電源を切って、以下の操作を行ってください。
「ON」にする
1 [ ライト ] を押しながら、[電源 Í/I ] を長押しする
(Bluetooth®ランプとD.サラウンドランプが1回点滅するまで)
≥「ON」にすると、待機時の消費電力が増加します。
≥この設定を行うと、本機のNFC機能はすべて有効になります。

「ON」の状態なら、[ライト ]を押すと、 Bluetooth®ランプが3回点滅します。

「OFF」にするには、[D.SURROUND ] を押しながら、[電源 Í/I ] を長押しする
(Bluetooth®ランプとD. サラウンドランプが1回点滅するまで )

不意の動作によるワンタッチ（NFC）接続を防ぎます。
本機の電源を入れて、以下の操作を行ってください。
無効にする（「自動電源入・機器登録・接続解除」が無効）
1 [ －音量 ] を押しながら、[音量 + ] を長押しする
（Bluetooth®ランプとD.サラウンドランプが1回点滅するまで）
≥電源入のときの「登録済み機器との接続」だけ、有効のままとなります。
≥この設定を行うと、Bluetooth®スタンバイ機能は自動的に「OFF」になります。

すべて有効に戻すには、 「リセットする (工場出荷設定)」(右記 )をご覧ください。

お知らせ
≥同時に接続できるBluetooth®機器の台数は1台です。
≥本機に登録できるBluetooth®機器は最大8 台です。
最大登録数を超えて登録すると、Bluetooth®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。
≥ご使用にならないときは本機の電源を切ってください。Bluetooth®が未接続の状態
(Bluetooth®ランプが点滅中 ) で約30分間ボタン操作されないと、自動的に本機の電源が
切れます。AUX入力端子を使用しているときは、この機能は働きません。
≥再生中に画像と音声がずれる場合、お使いのアプリを再起動してください。それでも解
決しない場合、お使いの機器と本機を音声ケーブルで接続してください。
≥専用アプリは常に最新バージョンをお使いください。
≥ワンタッチ (NFC) 接続は機器によって作動しない場合があります。
≥Bluetooth®機器に付属されている説明書などもお読みください。

サラウンド効果を楽しむ
映画など、映像をともなったコンテンツを、セリフの聞き取りやすさを維持したま
ま、迫力のある音で楽しむことができます。（ダイレクト・ダイアログ・サラウンド）

1 本機の [D.SURROUND] を押して、オン /オフを切り替える
オン： D. サラウンドランプが点灯します。(初期設定 )
オフ : D. サラウンドランプが消灯し、サラウンド効果が無効になります。

モノラル音声を広がり感のある音で楽しむ（サラウンド拡張効果）
1  D.サラウンドランプが1回点滅するまで[D.SURROUND]を長押しする
≥上記の操作のあと、もう一度[D.SURROUND]を押すと、D.サラウンド
ランプが消灯し、「サラウンド拡張効果」が無効になります。

お知らせ
≥本機の電源を切ると、「サラウンド拡張効果」は自動的に無効になります。
≥再生中、音がひずむ場合、「ダイレクト・ダイアログ・サラウンド」をオフにしてください。

リセットする(工場出荷設定)
登録機器情報をすべて消去したいときなどに、以下の操作を行ってください。

1  本機の電源を入れる
2 [ 電源 Í/I ] を長押しする
(Bluetooth®ランプとD. サラウンドランプがすばやく点滅するまで )
本機が工場出荷状態 ( 初期設定 ) に戻ります。
≥Bluetooth®機器を本機に再度登録するためには、その機器側で登録情報
( 機器名：SC-NP10) を消去してから、再度「Bluetooth® 機器を登録する」
（左記）を行ってください。

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
≥Bluetooth®通信使用可能距離（約10 m）を超えていませんか。
本機とBluetooth®機器を近づけてください。
≥本機とBluetooth®機器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。
≥本機の通信モードを「接続性重視モード」に設定してみてください。
≥本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。
≥AUX入力端子とDC出力端子の両方を使用した場合、機器によっては雑音が発生
することがあります。その場合、DC出力端子側の接続機器を外してください。

本機とBluetooth®機器が無線接続されない
≥本機やBluetooth®機器が他の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。
≥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。
≥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。

本機が正常に動作しない /本機の電源が急に落ちる /電源ランプ
が点滅する
≥本機に問題が生じています。電源を切り、電源コードや接続ケーブルをす
べて抜いて、しばらく待ってから、再び電源コードを接続し、電源を入れ直
してください。

ワンタッチ (NFC）接続ができない
≥Bluetooth®機器側のNFC機能を有効にしてください。
≥本機のNFC機能が無効になっていませんか。本機をリセットして、工場出
荷設定に戻してください。

DC出力端子(DC OUT)
について
本機のDC 出力端子 ( ２系統 ) は接続機器への給電・充電専用です ( 定格：
5 V/1.5 A)。両方同時に給電・充電することができます。それ以外の用途に
は使用できません。また、本機が電源切の場合でも給電・充電ができます。

お知らせ
≥ご使用の機器 に対応したケーブルが必要です。ご使用の機器 にケーブルが付属されてい
る場合は、そのケーブルをお使いください。
≥本機のDC 出力端子に対応したケーブルを接続しても、ご使用の機器が給電・充電でき
ない場合があります。その場合は、ご使用の機器 に付属の充電器をお使いください。
≥ご使用の機器によっては、指定の充電方法以外は禁止されている場合があります。機器
側の取扱説明書などでご確認のうえ、ご使用ください。
≥定格5 V/1.5 Aを超える機器を本機に接続しないでください。故障の原因になります。
≥充電完了したかどうかは、接続機器の画面などでご確認ください。
≥ケーブルが接続されている間、本機は給電・充電し続けます。充電完了後はケーブルを
抜いてください。

仕様
∫アンプ部
実用最大出力合計値 : 21 W ( 非同時駆動、JEITA)
実用最大出力 ( 非同時駆動、JEITA) :
フロントチャンネル :

 7 W + 7 W ( １ kHz、6 Ω、JEITA）
サブウーハ― :  7 W (100 Hz、6 Ω、JEITA）

∫端子部
DC出力 (DC OUT、USB A型 )： 5 V/1.5 A（2ポート）
外部入力 (AUX) : ステレオミニ（‰3.5 mm）

∫Bluetooth®部
バージョン : Ver 3.0
送信出力 : Class 2 (2.5 mW)
対応プロファイル : A2DP
対応コ―デック : SBC
通信方式 : 2.4 GHz band FH-SS
見通し通信距離 : 約 10 ｍ

∫スピーカー部
フロントスピーカー (L/R)
形式 : 1 ウェイ 1 スピーカーシステム ( 密閉型 )
スピーカーユニット： 3 cm × 10 cm コーン型
インピーダンス : 6 Ω

サブウーハ―
形式 : 1 ウェイ 1 スピーカーシステム（バスレフ型）
スピーカーユニット： 8 cm コーン型
インピーダンス : 6 Ω

∫総合
電源 : AC100 V、　50/60 Hz
消費電力 (DC OUT非接続時 ) :  10 W
電源スタンバイ時の消費電力 :
「Bluetooth®スタンバイ機能」が「OFF」のとき 約0.5 W
「Bluetooth®スタンバイ機能」が「ON」のとき 約1 W
質量 : 約 1.6 kg
寸法（幅×高さ×奥行）: 271 mm × 65 mm × 186 mm
許容動作温度 : ０ ℃～ +40 ℃
許容動作湿度 : 35 % ～ 80 % RH（結露なきこと）

注：
≥ この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

取扱説明書
ワイヤレススピーカーシステム

品番　SC-NP10

VQT4Y26
F0313DT

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 2013

保証書別添付

付属品
付属品をご確認ください。
付属品の品番は2013年3月現在のものです。
変更されることがあります。
□ 電源コード  : 1 本 （品番 K2CA2YY00256）

≥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。

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/

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。

9
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（背面端子部）

1 NFCタッチエリア
≥詳細は「ワンタッチ（NFC）接続す
る」をご覧ください。

2 Bluetooth®ランプ（青）
≥ゆっくり点滅 : 接続の待機中
速く点滅 : 登録の待機中
点灯： 接続完了

3 ライトボタン /Bluetooth® 
ペアリングボタン
≥押す： サークルライトの切 /入
長押し： 登録 ( ペアリング )待機に移る

4 D. サラウンドボタン
5 D. サラウンドランプ（緑）

6 音量ボタン
≥音量が最大または最小になると、
電子音が鳴ります。

7 電源ボタン
8 電源ランプ（緑）
9 AC入力端子
10 DC出力端子 (DC OUT)

≥USB(A型)ケーブル(別売)を
ご使用ください。 （詳細は
「DC出力端子 (DC OUT) に
ついて」をご覧ください。）

11 AUX入力端子 (‰3.5 mm)
≥音声コード(別売)で接続すると、
外部機器の音声を楽しむことが
できます。

（ボタン操作部）

背もたれを起こして、支えを固定すると、タブレットを立てかけることができます。

支えを固定する位置を変えると、背もたれの角度を調節することができます。
支えは、突起と突起の間に固定してください。
閉じるときは、背もたれをゆっくりと持ち上げ、支えを背もたれに押しあて
ながら閉じてください。

お知らせ
≥音声コードを本機のAUX入力端子に接続しているときは、Bluetooth® 機能やNFC機
能は利用できません。
≥AUX入力端子をお使いの場合、音量が小さく感じることがあります。その場合、接続
機器側で音量制限が変更できるか確認してください。詳細は機器側の取扱説明書をお
読みください。
≥背もたれにタブレットなどを立てかけたまま、本機や背もたれを動かしたり、強い衝
撃を与えないでください。
≥タブレットの種類や形状、付属品などにより、背もたれへの立てかけが安定しない場合、
背もたれの使用を控えてください。

タブレットを立てかける

1

2

3

突起

溝

支え

手動で登録・接続をする

ワンタッチ（NFC）接続する

通信モードを選択する

機器登録の接続確認を容易にするため、初期設定は「接続性重視モード」に
なっています。無線電話、無線LANルーターなど、本機に妨害を与えるよう
な無線機器が周囲にない場合、「接続性重視モード」から「音質重視モード」
に変更してください。 より高音質で音声を楽しむことができます。

接続を解除する

Bluetooth®スタンバイ機能を設定する

本機のNFC機能の一部を無効にする

Bluetooth® 機器を接続して再生する

NFC( 近距離無線通信 )対応のBluetooth®機器をご使用の場合は、「ワンタッチ（NFC）接続する」 ( 下記 ) に進んでください。
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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。

本機が2.4 GHz 周波数帯を使用する FH-SS変調方式
を採用した無線設備で、 電波与干渉距離が約10 m以
下であることを意味します。
※1 2.400 GHz ～ 2.4835 GHz の全帯域を使用し、 かつ移動
　　 体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

■ 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
≥磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあ
ります。
･電子レンジ
･デジタルコードレス電話機
･その他2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く
（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
･電波が反射しやすい金属物などの近く
≥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。

■ 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

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、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
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。

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、感電や、ショートによる火災の原因にな
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。

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。

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。

雷が鳴ったら、本機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
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

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。

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。

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。

背もたれに指をはさまれないように注意する
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。

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。

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。

放熱を妨げない
内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。
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。

本機の上に重いものを載せたり、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。

本機の背もたれをつかんで持ち上げたり、運んだりしない
落下すると、けがの原因になることがあります。

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。

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。

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、まず電源プラグを抜いて、
お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

●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、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。

当社は、このワイヤレス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6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。

（よくお読みください）

お手入れ
電源コード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。

著作権など
≥Android、Google Play は Google Inc. の商標です。
≥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。

ーこのマークがある場合はー

Bluetooth®機器使用上の注意事項
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、すみやかに場所を変更するか、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。

※1

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 
（「保証とアフターサービス」を参照。）

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。

気をつけていただく内容
です。

警告

電源プラグ
を抜く

警告

注意

指はさみ注意

電源プラグ
を抜く

●製品名 ワイヤレススピーカーシステム
●品　番 SC-NP10
●故障の状況 できるだけ具体的に

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 6年

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
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【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。

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。

愛情点検 長年ご使用のワイヤレス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

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

安全上のご注意 必ずお守りください
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