
取扱説明書
デジタル

トランスミッター&レシーバー
品番  SH-FX60

このたびは、デジタル トランスミッター&レシーバーをお
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、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。

保証書別添付 上手に使って上手に節電 RQT8622-S

SH-FX60
トランシーバー SH-FX80T
レシーバー（本機） SE-FX60

ワイヤレス接続で
　　リアスピーカーをすっきり設置！
ワイヤレス接続で
　　リアスピーカーをすっきり設置！

高音質で楽しめる
　　２.４ＧＨｚデジタル伝送
高音質で楽しめる
　　２.４ＧＨｚデジタル伝送

小スペースにも手軽に設置できる
　　コンパクトサイズ
小スペースにも手軽に設置できる
　　コンパクトサイズ
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トランシーバーを
ワイヤレス対応機器に差し込む

ワイヤレス対応機器の電源を入れ、
再生を始める
ワイヤレス対応機器とリンクすると、本機のワイヤレスリンク
ランプが点灯します。

リアスピーカーコードを
本機に接続する
対応機器にリアスピーカーを接続している場合は、
スピーカーコードをはずしてから接続してください。
スピーカーインピーダンス：3～6 

1

●接続するすべての機器の電源を切ってから設置してください。
● 電源コードはすべての機器の設置・接続が終わってから接続してください。
● 手順 1～3は、お買い上げ時に必要な準備です。

接続図（例）

ワイヤレス対応機器
（トランシーバーの差し込み口付き機器）

本機

リアスピーカーコード

ワイヤレス対応機器から約8 mの
範囲内で設置してください。

ご準備

お手持ちのリアスピーカー（左 /右）
● リアスピーカーは対応機器のみ、あるいは本機との
使用に限ります。リアスピーカーを本機と接続する
場合は、別のリアスピーカーを対応機器に接続する
ことはおやめください。

AC IN~

L R

リアスピーカーコード（右）

リアスピーカーコード（左）

つまみを上げる リアスピーカーコード
を差し込む
＋：白
－：青

つまみを下げる

カチッ

本機背面

  お願い
正常な通信状態を保つため、トランシーバーやレシーバーを金属製の
キャビネットや本棚などの中で使用しないでください。

お願い
対応機器の電源が入っているときはトランシーバーを抜き差ししない
でください。

2 電源コードを接続する3

4

電源

ワイヤレスリンク

電源ランプ
電源コードを接続すると赤色に点灯

■長時間使用しないとき
節電のため、電源プラグをコンセントから抜
いておくことをおすすめします。スタンバイ
状態のときでも、電力を消費しています。
スタンバイ時の消費電力：1.2 W

AC IN~

本機背面

電源コード（付属）

家庭用電源コンセント
（AC100 V, 50/60 Hz）

ワイヤレス対応機器背面

トランシーバー
模様がある面を上にして
カチッと音がするまで差
し込んでください。

デジタルトランシーバー
差し込み口

電源

ワイヤレスリンク

ワイヤレスリンクランプ
点灯： ワイヤレス対応機器とリンクして

いるとき（緑色）
消灯： ワイヤレス対応機器とリンクして

いないとき

使用上のお願い
■ワイヤレス機器について
本機は2.4GHz 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、下記事項に注意し
てご使用ください。

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、すみやかに使用周波
数を変更するか、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：松下電器産業株式会社　

■周波数表示の見かた（定格銘板に記載）

■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
● 本機後面に貼ってある定格銘板をはがす。
■使用制限
日本国内でのみ使用できます。

■使用可能距離
約8 m以内で使用してください。間に障害物がある場合や、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。

■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、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すすめします。

 ‒ ワイヤレス LAN：約10 m以上
 ‒ 電子レンジ：約5 m以上
 ‒ 電気製品／OA機器／電話機など：約2 m以上

通常、本機はこれらの家庭用機器との電波干渉を自動的に避ける
よう設計されています。電波の干渉がある場合、接続したワイヤ
レス対応機器側でインジケーターが点滅し、リアスピーカーから
の音声に雑音が混じることがあります。これは本機が適切な周波
数を選ぶときに起きる現象で、本機の故障ではありません。

2.4GHz 帯を使用
変調方式が FH-SS方式

電波与干渉距離40 ｍ以下

低域のみを使用（例えば、2403 MHz ～ 2525 MHz）
し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを
意味する。

2. 4 FH4

●  対応機器の取扱説明書もご覧のうえ、対応機器のワイヤレスオプショ
ンランプも確認してください。
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保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

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（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。

■補修用性能部品の保有期間
 当社は、このデジタル トランスミッター＆レシーバーの補修用性能部品を、製造
打ち切り後8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。

「故障かな！？」をご確認のうえ、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お
買い上げの販売店へご連絡ください。

■修理を依頼されるとき

●  保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●  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。

ご連絡いただきたい内容

製品名 デジタル トランスミッター＆
レシーバー お買い上げ日 　年　　月　　日

品番 SH-FX60 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。

365日／受付9時～20時

ナショナル　パナソニック
お客様ご相談センター

使いかた・お買い物などのご相談

Help  desk  for  foreign  residents  in  Japan
Tokyo  (03) 3256 - 5444   Osaka  (06) 6645 - 8787
Open : 9:00  - 17:30 
(closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

0120-878-236

電  話

FAX

0120-878-365
パ ナ は 3 6 5 日

フリー
ダイヤル

■ 携帯電話 ・ PHSでのご利用は… 06-6907-1187
フリー
ダイヤル

ナショナル　パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

修理に関するご相談

呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接
おかけください。
最寄りの修理ご相談窓口は、下記をご覧ください。

0570-087-087
ナビダイヤル(全国共通番号)

「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/
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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。

安全上のご注意 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。

■ 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。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」
内容です。

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。

ぬれ手禁止

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。

警告

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。

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。
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注意
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。

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。

電源プラグ
を抜く

異常に温度が高くなるところに置かない
外装ケース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。
●  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。

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。

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因
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。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったり
しない

 ●  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、けがや製品の故障の原因
になることがあります。

不安定な場所に置かない

放熱を妨げない
内部に熱がこもると、外装ケースが変形したり、
火災の原因になることがあります。
●  背面の通風孔をふさがないでください。
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修 理 ご 相 談 窓 口ナショナル パナソニック

本機は一般家庭用として作られています。
一般家庭用以外での使用（例えば飲食店な
どの営業用としての長時間使用など）によ
り故障した場合は、保証期間内でも有料修
理とさせていただくことがあります。
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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。

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

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。

自動ドア、火災報知器等の自動制御機器の
近くでワイヤレス機能を使用しない

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となります。

病院内や医療用電気機器のある場所でワイ
ヤレス機能を使用しない

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となります。

異常があったときは、電源プラグを抜く
●  内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
●  落下などで外装ケースが破損したとき
●  煙や異臭、異音が出たとき
 そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
●  販売店にご相談ください。

電源プラグ
を抜く

接触禁止

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。

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。
●  内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。

分解禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる

●  電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

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。

心臓ペースメーカーを装着している方は
ワイヤレス機能を使用しない

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。
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お手入れ 主な仕様
■本機が汚れたら
柔らかいかわいた布でふいてください。
ひどい汚れは、うすめた台所用洗剤（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。

ワイヤレス部
ワイヤレスモジュール
使用周波数帯域： 2.403 ～ 2.425 GHz
RF 出力： 10 dBm（最大）
アンプ部
実用最大出力（ステレオモード）：
フロント（両 ch動作）：
 65 W＋ 65 W（1 kHz 4 Ω 全高調波ひずみ率10 %）
 合計  　                130 W
総合
電源： AC 100 V、50/60 Hz
消費電力：
 SH-FX80T：  0.85 W
 SE-FX60：  60 W
寸法（幅×高さ×奥行）：
 SH-FX80T： 97 mm×47.5 mm×8.5 mm
 SE-FX60： 89 mm×189 mm×180 mm
質量：
 SH-FX80T： 0.03 kg
 SE-FX60： 0.7 kg
許容周囲温度： + 5 ℃～ + 35 ℃
許容周囲湿度： 5 %～ 90 % 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。

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、症状が載っていないときは、お買い上
げの販売店にご連絡ください。

こんなときは ここをお確かめください

電源が入らない ● 電源プラグをコンセントへしっかりと差し込
んでください。

ワイヤレス対応機器
のワイヤレスオプシ
ョンランプが点滅し
ている

● 本機と対応機器とがワイヤレスでリンクされ
ていません。対応機器の電源を「切」「入」し
てください。また、本機の電源コードが正し
く接続されているか確認してください。

ワイヤレス対応機器
のワイヤレスオプシ
ョンランプが消灯し
ている

● 対応機器の電源を確認し、本機の電源コード
が正しく接続されているか確認してください。
● トランシーバーが対応機器に正しく差し込ま
れているか確認してください。
● 対応機器側でマルチチャンネルの音声設定が
選ばれているか確認してください。

電源「スタンバイ」時： 約 1.2 W
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RQT8622-S
F0306YM0

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。

ーこのマークがある場合はー

愛情点検 長年ご使用のデジタル トランスミッター&レシーバーの点検を！

このような症状のときは、使用
を中止し、故障や事故の防止の
ために、必ず販売店に点検を
ご相談ください。

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

●   正常に動作しないことがある
●   商品に破損した部分がある
●   その他の異常や故障がある

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     年　　月　　日 品　番 SH-FX60

販売店名  （ ）   ー

松下電器産業株式会社　ネットワーク事業グループ
〒571ー 8504 大阪府門真市松生町1番15号
2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. （松下電器産業株式会社）All Rights Reserved.

付属品
□電源コード【RJA0012-K】

  お知らせ
● 品番は、2006年 3月現在のものです。変更されることがあります。
● 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。
● 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。

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ます。
http://www.sense.panasonic.co.jp/

付属品をご確認ください。
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