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保証書付き

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」（21～ 25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。

本機の詳しい操作説明について

最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。

本機の使いかたなど詳しい操作説明は、本機の内蔵メモリーに記録され
た詳細操作ガイド（PDF ファイル）に記載されています。

≥ 詳細操作ガイドは本機から PDF ファイルをパソコンに転送して保存
したあと、パソコンでご覧ください。転送のしかたは15ページをお
読みください。

取扱説明書
デジタルメディアプレーヤー

品番　SV-MV100

VQT3E95
F0211RE0

until 
2011/2/23
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もくじ

まずお読みください
■ 取扱説明書について
取扱説明書（本書）：
主に詳細操作ガイド（PDF）をパソコンに取り込むまでの操作、ビデオ、テレビ、
写真を見る操作の流れ、音楽、FMラジオを聴く操作の流れを説明しています。
詳細操作ガイド（PDFファイル）：
本機の操作説明やお知らせ事項など本機を操作する上で必要な情報を記載しています。

■ 記録内容の補償はできません
≥ 本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねま
すので、あらかじめご了承ください。

≥ 本製品および内蔵メモリーやSDカードの不具合で録画や録音されなかった場
合の内容の補償についてはご容赦ください。

≥ 本製品を修理した場合、内蔵メモリーはお買い上げ時の状態になるときがあり
ますので、パソコンやSDカードなどにデータのバックアップをとることをお
すすめします。

■ 本書内の表記とイラストについて
≥ 本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の
製品姿図・イラスト・画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。
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「安全上のご注意」を必ずお読み
ください。（21～ 25ページ）
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■ 付属品
付属品をご確認ください。記載の品番は、2011年2月現在のものです。

□ USB接続ケーブル (K1HY04YY0058）
□ ワンセグアンテナケーブル（RFE0228）
□ ステレオインサイドホン（RFEV340PZKT）

≥本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。
≥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。

■ 使用上のお願い
本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけ
ないでください。
≥ 強い衝撃が加わると、液晶モニターや外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
≥ ステレオインサイドホンを本機に巻き付けたまま、かばんの中に入れ、外から大きな力
を加えないでください。液晶モニターの破損につながります。

本機は防水対応ではありません。お風呂など水のかかるところでは使用しないでください。

お手入れ
本機の電源を切ってから（P7）乾いた柔らかい布のようなものでふいてくださ
い。パソコンと接続中の場合は本機からUSB接続ケーブルを抜いてください。
≥ 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
いた柔らかい布のようなものでふいてください。

≥ ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室 /浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケー
スが変質したり、塗装がはげる恐れがありますので使用しないでください。

■ SDカード（別売）について
SD カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発
生しやすいところに放置しない
また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない
≥ SDカードが破壊される恐れがあります。また、SDカードの内容が破壊されたり、消失
する恐れがあります。

≥ 使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
≥ カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れ
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。
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
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各部の名前

XXXXXXXXXXX
XX年製SER. NO

POWERDISP/  VOL

電源ボタン
[≥DISP/-POWER]

音量ボタン
[－ VOL＋ ]

動作表示ランプ

戻る [ ]
メニュー設定時などに押
すと、ホーム画面に戻るま
で1画面ずつ戻ります。

ホーム [ ]
ホーム画面（P8）
を表示します。

メニュー [ ]
現在起動しているアプリケーションで設定で
きるメニューを表示します。

スピーカー

タッチパネル /液晶モニター

アンテナ端子（P11）/
インサイドホン端子（P14）
（‰3.5 mm ステレオミ
ニジャック）

USB端子（P5）

カード挿入部
カードふた

リセットボタン [RESET]
電源の入/切ができないなど本
機が正常に動作しないときな
どに、クリップのようなものを
使って押してください。

製造番号

ストラップ
取り付け部

SDカード（別売）ラベル面
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充電する
お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、充電してからお使
いください。

■ ACアダプター（別売）を使って充電する
別売の ACアダプター（RP-AC500）を使って充電することもできます。

パソコンを本機の外部電源として使用中の充電について
使用中でも充電されますが、満充電になるまで約10時間かかります。

充電中の電池残量表示
充電中：「 」 充電完了：「 」

≥ USB接続ケーブルは付属のものをお使いください。また、付属のケーブルは他
の機器に使わないでください。 

≥ 充電は周囲温度5 ℃～35 ℃で行ってください。

≥ パソコンを起動させておく
≥ 本機の電源を切っておく、もしくはスタンバイ状態にしておく（P7）

充電時間について

充電時間※ 約4時間30分 ※周囲温度25℃/電池を使い切った状態で、
電源「切」もしくはスタンバイ状態で充電時充電回数 約500回

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし
ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害
を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

1

2

USB接続ケーブルを奥まで
確実に差し込む

USB接続ケーブルを
パソコンに差し込む

USB接続ケーブル（付属）
動作表示ランプ
充電中 ：点灯
充電完了：消灯

MV100-VQT3E95.book  5 ページ  ２０１１年２月１４日　月曜日　午後３時１８分



6

電源を入れる・切る /時計設定をする

[≥DISP/-POWER] ボタン
を動作表示ランプが点滅する
まで押したままにする

≥ ロック画面が表示されるまでに数十
秒かかります。

お買い上げ後、初めて電源を入れた
ときは時計未設定をお知らせする
画面が表示されます。
時計設定をしないと本機が正しく
動作しないことがあるので、時計設
定をしてからご使用ください。

1 時計未設定お知らせ画面で
「はい」を選ぶ

≥ あとから時計設定をする場合は「いい
え」を選んでください。この場合、
「2011年 1月 1日 0:00」に設定さ
れます。

2 各設定項目の「＋」「－」を
タップ※して数字を変更し、
「完了」をタップする

※タップ：画面上を触れて離す操作

電源を入れる

■ ロックを解除する
[≥DISP/-POWER] ボタンを押して
画面を点灯させると、ロック画面が表
示されます。

「解除されました」が表示さ
れるまで
「 」を長くタッチする

POWERDISP/

動作表示ランプ

時計を設定する
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電源を切ると予約録画やかんたん
自動転送などのタイマー予約機能
は動作しません。この場合、スタン
バイ状態にしてご使用ください。

■ 電源をスタンバイ状態にする
画面を消してロック状態にします。

[≥DISP/-POWER] ボタン
をポンと押す
スタンバイ状態でも音楽やラジオを聴
くことができます。
≥ この場合、画面に触れても反応しま
せんが音量の調節はできます。

≥ 充電する場合は、音楽やラジオを停
止してください。

◇ 再度画面を点灯させるには
[≥DISP/-POWER] ボタンを押す
画面が点灯し、ロック画面が表示され
ます。ロックを解除するには 6 ページ
をお読みください。

■ 電源を切る
電源を完全に切ります。

1 確認画面が表示されるまで
[≥DISP/-POWER]ボタン
を押したままにする

2 確認画面で「OK」を選ぶ

■ パソコンを使う
パソコンと接続した状態で本機の
電源を入れて使用することもでき
ます。この場合、電池の消耗を気に
せず本機を使うことができます。

1 本機の電源が入った状態で
パソコンなどと接続する
もしくは

1 パソコンなどと接続した状
態で本機の電源を入れる
≥ 接続のしかたは 5ページをお読み
ください。

2 動作選択画面で、
「外部電源として使う」を
選ぶ

■ ACアダプター（別売）を使う
別売の AC アダプター（RP-AC500）
を外部電源として使用することもでき
ます。

スタンバイ状態にする /
電源を切る

パソコンなどを本機の外部
電源として使用する
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ホーム画面からの基本操作
本機ではホーム画面からアイコンを選んで機能を切り換えたり設定をします。
≥ 本機は静電容量方式のタッチパネルです。画面（タッチパネル）を直接指で触
れて操作してください。

1 本機の [ ] を押す

ホーム画面が表示されます。

2 操作したいアプリケー
ションを選ぶ

お知らせ

≥ 画面（タッチパネル）には、万一破
損した場合のガラス飛散防止を目的
とする保護フィルムをはっていま
す。このフィルムははがさないでく
ださい。

■ すべてのアプリケーション
を表示するには
（ランチャー画面の表示）

画面下の「 」を選ぶ

◇ ホーム画面に戻すには
画面下の「 」を選ぶ

≥ 電源を入れて、画面を点灯させておく（P6）

ホーム画面

上方向にフリック
（画面をはらう操作）
してください。

アプリケーションの続きを見るには

ランチャー画面
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■ アプリケーション一覧
当社製お部屋ジャンプリンク
（DLNA）対応レコーダーと無
線 LAN接続します。対応機種
については下記サポートサイ
トでご確認ください。
http://panasonic.jp/support/
audio/
本機をリモコン代わりにして
LAN で接続された当社製レ
コーダーを操作します。
≥「DIGA リモコン」を起動す
る前に、レコーダー側でブ
ロードバンドレシーバーの
設定が必要です。

当社製レコーダーを遠隔録画予
約できるDiMORAのサイトに接
続し、サイトを通して本機でレ
コーダーを遠隔操作できます。

FMラジオ放送を受信します。
（P14）

当社製レコーダーを遠隔再生で
きるMeMORAのサイトに接続
し、サイトを通して本機でレ
コーダーを遠隔操作できます。
インターネット上に公開された
音声ファイルや動画ファイルを
登録することで、最新情報をダ
ウンロードして再生します。
インターネットを通じて、ラジ
オ配信を行うウェブサイトに
接続します。
≥ 配信エリアは、東京、神奈川、千

葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、大
阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和
歌山です。（2011年 2月現在）

≥ 終了したいときは、本機の
[ ] を押して「終了」を選
んでください。

ニュースサイトやブログなどを
登録することで、最新記事をダ
ウンロードして閲覧できます。

DIGA

DIGA
リモコン

DiMORA

FMラジオ

MeMORA

Podcast

radiko.jp

RSS
リーダー

YouTube社が運営・管理して
いる動画共有サイトの動画を
再生します。

DLNA を使って、パソコンや
DLNA 対応機器に記録された
動画や写真、音楽を本機で再生
したり転送できます。

お子様などに見せたくないホー
ムページなどの閲覧を制限する
ために、パスワードをかけてイン
ターネット利用を制限します。
本機で録画した番組や、内蔵メ
モリーまたは SD カードのビ
デオを再生します。（P10）

インターネット上のウェブサ
イトの閲覧ができます。

Eメールを本機で送受信するこ
とができます。

ワンセグ放送を受信します。
（P11）

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」のご愛用
者登録のサイトに接続します。

本機の内蔵メモリーやSDカー
ドの曲を再生します。（P12）

本機の内蔵メモリーやSDカー
ドの写真を表示します。（P13）

本機の設定や無線 LAN 接続の設
定、文字入力の設定などをします。

電卓として使用できます。

メールアドレスなどを登録す
ることができます。

YouTube

ネットワーク
メディア
プレーヤー

ネット接続
ロック

ビデオ

ブラウザ

メール

ワンセグ

愛用者登録

音楽

写真

設定

電卓

連絡先
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ホーム画面からの基本操作（つづき）

ビデオファイルを見る

STEP 1 ファイルを準備する

再生するSTEP 2STEP 2

STEP 1 ファイルを準備する

再生する











エクスプローラーで
ドラッグ &ドロップ

以下の方法でファイルを準備します。
≥ パソコンのエクスプローラーでドラッグ&ドロップ
≥ Windows Media Player を使って転送
（著作権保護されたデータを転送する場合は
Windows Media Player を使って転送してください）

≥ 当社製レコーダーなどで録画したビデオファイルを
SDカードに持ち出し

≥ 本機でワンセグ放送を受信して録画

再生したいファイル
を選ぶ

電源を入れて、本機
の [ ] を押す

「 （ビデオ）」
アイコンを選ぶ

■ 再生操作をする
画面をタップして操作します。
操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示します。

A 一時停止 / 再生
Bスキップ
C 30 秒送り /10秒戻しスキップ

保存先メモリーを選ぶ
：内蔵メモリー
：SDカード

バーに沿ってドラッグ（画面に触れたま
ま指を動かす操作）して再生位置を変更
できます。
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テレビを見るには、アンテナの準備とチャンネル設定が必要です。
ワンセグテレビを見る

STEP 1 ワンセグアンテナケーブルを接続する

チャンネル設定をする

テレビを見るテレビを見る

STEP 2STEP 2

STEP 3 STEP 3 

チャンネル設定をする

STEP 1 ワンセグアンテナケーブルを接続する

CHCH CHCH CHCH

ワンセグアンテナ
ケーブル（付属）本機のアンテナ端子に付属の

ワンセグアンテナケーブルを
接続してください。

画面の指示に従って
操作していく

電源を入れて、本機
の [ ] を押す

「 （ワンセグ）」
アイコンを選ぶ

お買い上げ後、初めてワンセグテレビをご利用になる場合は、まずチャン
ネル設定が必要です。

チャンネル切換
「 」「 」をタップするたびにチャ
ンネルを切り換えます。
画面を指で左右にフリックして切り換
えることもできます。

CHCH CHCH

番組名や操作アイコンなどの番組情報表示が消えているときは、画面を
タップしてください。

屋内などで電波状況が悪い場合、映像や音声が止まったり乱れたりします。
本機の向きや場所を変えてみてください
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ホーム画面からの基本操作（つづき）

音楽を聴く

STEP 1 ファイルを準備する

再生するSTEP 2STEP 2

STEP 1 ファイルを準備する

再生する



 





エクスプローラーで
ドラッグ &ドロップ

以下の方法でファイルを準備します。
≥ パソコンのエクスプローラーでドラッグ&ドロップ
≥ Windows Media Player を使って転送
（著作権保護されたデータを転送する場合は
Windows Media Player を使って転送してください）

≥ 当社製のレコーダーやステレオシステムなどで音
楽ファイルを記録したSDカードを本機に挿入

再生したい曲を選ぶ電源を入れて、本機
の [ ] を押す

「 （音楽）」
アイコンを選ぶ

■ 再生操作をする
画面をタップして操作します。操作アイコンが消えているときは、画面を
タップすると表示します。

A 一時停止する /再生する
B スキップする
≥ 左右にフリックして切り換えること
もできます。

C リピート再生
D ランダム再生

保存先メモリーを選ぶ
：内蔵メモリー
：SDカード

ドラッグして再生位置を変更できます。
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操
作

写真を見る

STEP 1 ファイルを準備する

再生するSTEP 2STEP 2

STEP 1 ファイルを準備する

再生する

エクスプローラーで
ドラッグ &ドロップ

以下の方法でファイルを準備します。
≥ パソコンのエクスプローラーでドラッグ & ド
ロップ

≥ デジタルカメラで写真を撮影した SD カード
を本機に挿入

再生したい写真を選ぶ電源を入れて、本機
の [ ] を押す

「 （写真）」
アイコンを選ぶ

■ 再生操作をする
画面をタップしたり、フリックして操作します。
操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示します。

再生する（スライドショー）/
一時停止する（シングル表示）
「 （ ）」をタップする

スキップ（戻る / 送る）する
画面を左右にフリックする

保存先メモリーを選ぶ
：内蔵メモリー
：SDカード

MV100-VQT3E95.book  13 ページ  ２０１１年２月１４日　月曜日　午後３時１８分



14

ホーム画面からの基本操作（つづき）

本機で FMラジオを聴くには、アンテナの準備が必要です。
≥ ステレオインサイドホンのコードはFMラジオのアンテナも兼ねています。

FMラジオを聴く

STEP 1 ステレオインサイドホンを接続する

ラジオを聴くSTEP 2STEP 2 ラジオを聴く

STEP 1 ステレオインサイドホンを接続する

ステレオインサイドホン本機のインサイドホン端子に
ステレオインサイドホンを接
続してください。

画面の指示に従って
操作していく

電源を入れて、本機
の [ ] を押す

「 （FMラジオ）」
アイコンを選ぶ

■ 選局する
画面をタップして操作します。
操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示します。













A ラジオを止める /開始する
B 0.1 MHz ずつ周波数を変更する

長くタッチしたままにすると受信
できる周波数を自動選局します。

C プリセット登録したチャンネル
を選局する

D プリセット登録したチャネル一
覧を表示する
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操
作

詳細操作ガイド（PDF ファイル）をパソコンに転送する
詳細操作ガイド（PDF ファイル）は本機の内蔵メモリーに保存されています。
本機で詳細操作ガイド（PDFファイル）を見ることはできません。
≥ 本機の内蔵メモリーから詳細操作ガイドをパソコンに転送して保存したあと、
パソコンでご覧ください。

1 本機とパソコンを接続する
（P5）

2 動作選択画面で「USB 接
続（内蔵メモリー）」を選ぶ

3 パソコンのエクスプローラー
で「SV-MV100」を開く

≥ お買い上げ後初めてUSB接続ケーブル
を接続すると、ドライバーのインストー
ルが実行されます。接続直後に内蔵メモ
リーを選択すると、タスクトレイにエ
ラーメッセージが表示される場合があ
りますが、パソコンで SV-MV100 の
ドライブが表示されれば正常に認識で
きているのでそのままご使用ください。

4「取扱説明書」フォルダを開く

5「sv_mv100_guide.pdf」をドラッグ＆ドロップで
パソコン内の任意の場所
に転送する

≥ PDFファイルを見るには、
Adobe Acrobat Reader 5.0 以降ま
たはAdobe Reader 7.0以降が必要で
す。アドビシステムズ社のホームページ
（http://www.adobe.com/jp/）からダ
ウンロードできます。

≥ 詳細操作ガイドを消去してしまった
場合など、再度詳細操作ガイドが必
要な場合は、下記サポートサイトか
らダウンロードできます。
http://panasonic.jp/support/

≥ パソコンの動作環境については16ペー
ジをお読みください。

≥ パソコンの動作環境を確認しておく（P16）
≥ 電源を入れてホーム画面を表示しておく（P8）





画面例：Windows 7使用の場合

MV100-VQT3E95.book  15 ページ  ２０１１年２月１４日　月曜日　午後３時１８分



16

パソコンの動作環境

※Windows Media Player 11以降が必要です。

故障かな !?
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。

対応OS（日本語版）

Windows XP (SP3)
Home Edition/Professional
Windows Vista (SP1、SP2)
Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
Windows 7
Starter/Home Premium/Professional/Ultimate

電源が入らない／操作できない／電源が切れない

≥ 電池が消耗していませんか？
→ 電池を十分に充電するか（P5）、パソコンや AC アダプター（別売）を接続し

て（P7）操作してください。
≥ クリップのようなものを使って [RESET] ボタン（P4）を押してください。（本機
にSDカードが入っている場合は、SDカードを抜いてから押してください）

パソコン接続時に内蔵メモリーを選択したのにパソコンが本機を認識しない

≥ Windows Media Player のバージョンが10以下ではありませんか？
→ パソコンと接続して本機を使用するには、Windows Media Playerのバージョ

ンを 11以降にアップデートしてください。

Q&A（よくあるご質問）
詳細操作ガイド（PDFファイル）を本機で見られるか

≥ 本機で見ることはできません。本機の内蔵メモリーからパソコンに転送して保存し
たあと、パソコンでご覧ください。

こんな表示が出たら
パソコンと接続すると表示されます。

外部電源として使う：
パソコンを電源として使用する場合に選んでください。
USB接続（内蔵メモリー）：
内蔵メモリーとの間でデータ転送する場合に選んでください。
USB接続（SDカード）：
本機に入れた SD カードとの間でデータ転送する場合
に選んでください。
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そ
の
他

仕様
本書では仕様の一部のみを記載しています。詳しい仕様は詳細操作ガイド（PDF
ファイル）をご確認ください。
≥ この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

※パソコンなどのUSB端子または別売のACアダプター（RP-AC500）

下記を満たす場合でも、条件により正常に再生できないことがあります。

電源 DC 3.7 V（内蔵電池使用時）/DC 5.0 V、500 mA（外部電源※使用時）
消費電力 1.1 W

充電時間
（周囲温度25℃で充電時）

通常充電：約4時間30分
≥ 充電は周囲温度5℃～ 35℃で行ってください。

推奨動作温度 0 ℃～ 40 ℃
液晶ディスプレイ
（アスペクト比16:9）

3.5V型 （V型は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です）
画素数：横854×縦 480

画面寸法 幅76.86 mm、縦 43.2 mm、対角 88.17 mm
スピーカー 280 mW（8 Ω）

接
続
端
子

インサイドホン端子 3.0 mW+3.0 mW（付属ステレオインサイドホン：16 Ω）
‰3.5 mmステレオミニジャック

アンテナ端子 ‰3.5 mmミニジャック
USB端子 USB 2.0（High Speed） 

本体寸法 幅119.7 mm×高さ60.0 mm×奥行き14.7 mm（突起部除く）
最大外形寸法 幅119.9 mm×高さ60.2 mm×奥行き14.7mm（JEITA）
質量 約130 g

対応記録メディア
SDメモリーカード（8 MB～2 GB）
SDHCメモリーカード（4 GB～ 32 GB）
SDXCメモリーカード（48 GB、64 GB）

ビデオ コーデック H.264（Baseline）、MPEG-4（Simple）、WMV
画角 最大 720×480
ビットレート 最大4 Mbps
SD Video H.264/ISDB-T Mobile Video Profile（CPRM対応）

ワンセグ
テレビ

受信チャンネル 地上デジタルテレビ放送 1 セグメント部分受信サー
ビス（ワンセグ）：
UHF13 ch ～ 62 ch（データ放送、緊急警報放送受
信非対応）

音楽 サンプリング周波数 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
再生の圧縮/伸張方式 AAC方式、MP3方式、WMA方式
チャンネル数 2 ch、ステレオ

MV100-VQT3E95.book  17 ページ  ２０１１年２月１４日　月曜日　午後３時１８分



18

仕様（つづき）

リチウムイオン内蔵電池

写真 再生可能ファイル形式 JPEGベースライン方式、DCF準拠、Exif2.2 準拠

FMラジオ 受信周波数 76.0～ 90.0 MHz

電圧 /容量（最小） DC 3.7 V　1450 mAh

電池持続時間の目安

≥ 右記時間は、詳細操作ガイドに記載
の一定の測定条件によるものです。

明るさ：最小 明るさ：最大
ビデオ 約12時間 約7時間
ワンセグテレビ 約10時間 約6時間
音楽 約50時間 約50時間
写真 約20時間 約8時間
FMラジオ 約25時間 約25時間

著作権 /商標について
≥ 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
≥ SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
≥ Microsoft、 WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米
国およびその他の国における登録商標または商標です。

≥ Adobe、 Adobeロゴ、Adobe Acrobat、およびAcrobat Reader は、アドビシステ
ムズ社の米国および /または各国での商標または登録商標です。

≥“Wi-Fi CERTIFIED”ロゴは、“Wi-Fi Alliance”の認証マークです。
≥ DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service
marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

≥ AOSSTM は株式会社バッファローの商標です。
≥ YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の登録商標です。
≥ 本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されています。マイクロソフトのラ
イセンスを得ずに、本製品以外で技術の使用もしくは領布を行うことは禁止されています。
コンテンツ所有者は、Windows Media デジタル著作権管理技術（WMDRM）によって、著作
権を含む知的財産権を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM
で保護されたコンテンツにアクセスしています。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護で
きない場合、コンテンツの所有者は WMDRM を使用した保護されたコンテンツのソフトウェ
アによる再生または複製機能を無効化するようマイクロソフトに依頼する場合があります。無
効化は、保護されていないコンテンツに影響するものではありません。保護されたコンテンツ
のためのライセンスをダウンロードする際に、マイクロソフトがライセンスとともに、無効化
リストを含める場合があることに同意する必要があります。コンテンツ所有者の要請により、コ
ンテンツにアクセスするために WMDRM のアップグレードが必要な場合があります。アップ
グレードをしない場合、アップグレードが必要なコンテンツにはアクセスできません。

≥ 本製品には株式会社アルファシステムズの登録商標である「alpha Media Link」が
含まれています。

≥ この商品に使用されているソフトウェアに関する情報は、ホームの設定メニューから
「端末情報」→「法的情報」を選択することで表示されます。
≥ その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登
録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは一部明記していません。

≥ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

最小 最大
画面の明るさ
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そ
の
他

本機を廃棄するときのお願い
ご使用済み製品の廃棄に際しては、本機の内蔵メモリーのデータをフォーマットしてデータを完
全に消去したあと、本機に内蔵している電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。
≥ フォーマットや電池の取り出しかたについては詳細操作ガイドをお読みください。
≥ 取り出した電池はお早めにリサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の取り扱いについて
≥ 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
≥ 分解しないでください。

本機の使用電池
名称 ：リチウムイオン（Li-ion）充電式電池
公称電圧 ：DC 3.7 V

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。
使用済み充電式電池の届け先
最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、一般社団法人 JBRCのホームページをご参照ください。
≥ ホームページ　http://www.jbrc.net/hp

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

危険

本機専用の充電式電池です
この機器以外に使用しない
取り出した充電式電池は充電しないでください。
≥ 火への投入、加熱をしない
≥ くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
≥+と-を金属などで接触させない
≥ ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
≥ 電子レンジやオーブンなどで加熱しない
≥ 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
≥ 水中への投入をしない
発熱・発火・破裂の原因になります。

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。

警告
取り外したねじなどは、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。

リチウムイオン
電池使用

充電式
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無線 LAN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、付属のラベルに記載しています。

■ 技術適合認証番号を表示方法
本機の [ ] を押して、次の順で選んでください。
（設定）→　端末情報　→　技術適合認証番号

無線 LAN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及び特定小電
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事を確認してく
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
起きた時は、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DSSSとOFDM方式

電波与干渉距離40 m 以下

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

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（P27）
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安
全
上
の
ご
注
意

そ
の
他

安全上のご注意
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）

本機は充電式電池を内蔵しています
≥ 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
≥ 電子レンジやオーブンなどで加熱しない
発熱・発火・破裂の原因になります。

危険 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」
です。

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。

危険

必ずお守りください
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安全上のご注意 （つづき）

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、外部電源を抜く
≥ 煙が出たり、異常なにおいや音がする
≥ 映像や音声が出ないことがある
≥ 内部に水や異物が入った
≥ 本体が破損した
そのまま使うと火災・感電の原因になります。
≥ 電源を切り、販売店にご相談ください。

分解、改造をしない
（製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く）
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

歩行中や乗り物を運転中はテレビなどの映像
を見ない
交通事故の原因になります。

乗り物を運転中に操作しない
事故の原因になります。

乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえない危険
な場所でインサイドホンを使わない
事故の原因になります。
踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴く
と、聴力が大きく損なわれる原因になります。

警告
必ずお守りください

分解禁止
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安
全
上
の
ご
注
意

メモリーカードは、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、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

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。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近く
では電源を切る
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は電源
を切る
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。

航空機内では電源を切る
運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

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以上離す
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。

警告

MV100-VQT3E95.book  23 ページ  ２０１１年２月１４日　月曜日　午後３時１８分



24

安全上のご注意 （つづき）

満員電車の中など混雑した場所では、付近に
心臓ペースメーカーを装着している方がいる
場合があるので、電源を切る
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。

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない
本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると
低温やけど※の原因になることがあります。
※血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、
強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人などは、
低温やけどになりやすい傾向があります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない
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
特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温 ( 約
60℃以上)になります。本機を絶対に放置しないでください。
火災の原因になることがあります。
≥ 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。

警告

注意

必ずお守りください
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安
全
上
の
ご
注
意

イヤーピースは、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す場合があり
ます。
≥ 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

インサイドホン接続前に、音量を下げる
音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が
出て耳を傷める原因になることがあります。
≥ 音量は少しずつ上げてご使用ください。

インサイドホンなどが直接触れる耳や肌など
に異常を感じたら使用を中止する
そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になる
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。
≥ カードは、保護のため取り出しておいてください。

注意

電源プラグ
を抜く
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保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた･お手入れ･修理などは・・・

■ まず､お買い上げの販売店へご相談ください。

修理を依頼されるときは・・・
「故障かな !？」（16ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず外部電源から外して
お買い上げ日と下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。

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
当社は、このデジタルメディアプレーヤーの補修用性能部品（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。

●製品名 デジタルメディアプレーヤー
●品　番 SV-MV100
●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
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そ
の
他

■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・・・

【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。
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保証とアフターサービス（よくお読みください）（つづき）
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そ
の
他

※このサービスはWEB限定のサービスです。

お宅の家電情報をまとめて登録管理 ！ エンジョイポイントをためて
プレゼントに応募 ！アンケートにもご協力をお願い申し上げます。
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● 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。

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。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社　
AVC ネットワークス社　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  Panasonic Corporation 2011
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MV100-VQT3E95.book  32 ページ  ２０１１年２月１４日　月曜日　午後３時１８分

見本


	SV-MV100(VQT3E95).pdf
	取扱説明書
	P2.もくじ
	P21.安全上のご注意
	準備
	P2.まずお読みください
	P4.各部の名前
	P5.充電する

	操作
	P6.電源を入れる・切る/ 時計設定をする
	P8.ホーム画面からの基本操作
	P15.詳細操作ガイド（PDF ファイル） をパソコンに転送する

	その他
	P16.パソコンの動作環境
	P16.故障かな!?
	P17.仕様
	P19.本機を廃棄するときのお願い
	P20.無線LAN 使用上のお願い
	P26.保証とアフターサービス（よくお読みください）
	P31.無料修理規定
	保証書




