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□ ステレオインサイドホン □ 乾電池ケース
（品番：L0BAB0000162） （品番：RFA1801-A）

□ 延長コード □ 充電器
（品番：K2KC3AC00002） （品番：RFEB007G-K）

□ ネックストラップ □ ACアダプター
（品番：RFA1800-A） （本機の充電器専用）

（品番：RFEA415J-1S）

□ ニッケル水素充電式電池
（ケース入り）
（買い替え時の品番は16
ページをご覧ください。）

＜無料修理規定＞�
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証

期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。�
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から
　　  切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお     �
        申しつけください。�
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合に�
　　　は、お近くのご相談窓口にご連絡ください。�

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお
近くのご相談窓口にご相談ください。�

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれ
ない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。�

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。�
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷�
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障
　　   及び損傷�
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、
　　　ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電
　　   圧、周波数）などによる故障及び損傷�
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷�
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故�
　　　障及び損傷�
（ヘ）本書のご添付がない場合�
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない�
　　　場合、あるいは字句を書き替えられた場合�
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料
　　　等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った
　　　場合には、出張料はお客様の負担となります。�

5.本書は日本国内においてのみ有効です。�
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。�
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄を

ご参照ください。�

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修�
　理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の�
　法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過�
　後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお�
　近くのご相談窓口にお問い合わせください。�
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取�
　扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。�
※This warranty is valid only in Japan.

修理メモ�

電源の準備付属品の確認

付属品の買い替えは、お買い
上げの販売店へご相談くださ
い。かっこ内の品番が現品の
品番表示と異なる場合があり
ますが、仕様は同じです。

多� 少�
充電（交換）�
してください�

■ 付属充電式電池について
● お買い上げ後初めてご使用に
なるときや、3カ月以上お使い
にならなかったときは、必ず
充電してからお使いください。

● 充電時間は、約3時間です。
（付属充電式電池フル充電時）

● 充電可能回数は約300回で
す。充電しても持続時間が極
端に短くなった場合は、寿命
です。

● 充電中は熱を持ちますが、異
常ではありません。

● ニッケル水素充電式電池は、
電池残量を使いきらなくても
継ぎ足し充電が可能です。

● 充電式電池の交換は30秒以
内でしてください。本体内に
電池がない間は、時計が止ま
りますので正確な時刻を保持
できません。交換したときは、
時計を合わせることをお勧め
します（ 8ページ）。

● 放送に雑音が入ることがあり
ますので、使用中のラジオの
近くで充電しないでください。

● 充電中も再生できますが、フル
充電にはなりません。フル充電
にする場合は、再生を停止して
充電してください。

● 本体に充電式電池が入っていな
い場合は、充電器に置いても再
生はできません。［ ］を押
すと、表示パネルに“NO
BATTERY”と表示されます。

■ 電池残量表示

■ 乾電池をご使用のときは
単4形アルカリ乾電池を本体と
共に乾電池ケース（付属）に入
れてお使いください。

■ 長時間再生したいときは
充電式電池とアルカリ乾電池を
併用してご使用ください。
（最大で約50時間再生可能）

便利メモ（おぼえのために、記入されると便利です。）

お買い上げ日

販 売 店 名
お 客 様
ご 相 談 窓 口

年　 月　 日 品番　

（ ） －

SV-SD80
（ ） －

● SDロゴは商標です。

● Microsoft、Windows、Windows
Media は米国 Microsoft Corporation
の登録商標または商標です。

充電式電池を充電する

乾電池は、�
マイナス側�
に押しなが�
ら入れてく�
ださい。�

乾電池ケース（付属）
を使用する

お願い

長時間使用しないときは、節電
のため本体の電源を切り、AC
アダプターをコンセントから抜
いてください。
本体の［ ］を押して電源
を切った状態でも約1.5Wの電
力を消費しています。

1 本体に充電式電池を入
れる

2 充電器にACアダプター
をつなぐ

最後まで�
確実に差�
し込んで�
ください。�

ロックピン�

左右のロックピ
ンがはまるよう
に置き、充電表
示が点灯するこ
とを確認してく
ださい。�

［ ］（EJECT）を押して、本体
を持ち上げてください。（ロック
ピンがはまっているとき、無理
に取り出さないでください）

AC
アダプター充電器

AC 100 V
50/60 Hz

充電表示
充電中 ：約2秒点灯後、一瞬消灯
充電完了 ：約5秒消灯後、一瞬点灯
約4時間後：消灯

単4形アルカリ
乾電池（別売り）

本体の取り出しかた

3 本体を充電器に置く
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聞いてみる

音量を調整する

押す 電源が入り、再生がスタ
ートします。

SDメモリーカード（別売り）
を入れる

ステレオインサイドホンを
接続する

NORMAL にする1

2

3

4

5

コーナーカット�

ラベル面�

HOLD

MODE NORMAL

プラグは奥�
までしっか�
り差し込む�

延長コード�

ステレオ�
インサイドホン�

動作表示�

音量レベル（0～25）

音量レベルメーター�
大きく�小さく�

ふたを開ける。

カードのラベル面を上にし、コー
ナーをカットした側から入れる。

カードの中央部を押してロックす
るまで差し込み、ふたを閉める。

● ステレオインサイドホンは直接本
体に接続することもできます。

● ステレオインサイドホンの使い方
については、9ページをご覧くださ
い。

本体底面

押した直後

約2秒後

誤って操作ボタンが押されても受け付けない
ようにできます。

約10秒後、自動的に
電源が切れます。

押す

■リジューム機能
次に［ ］を押すと、前回止めた
ところから再生します。ただし、カー
ドを取り替えたり、電池を入れなおし
た場合は、1曲目から再生します。

再生を止め、電源を切るときは

停止状態で、カードふたを開け（手順
3の ）、カードの中央部を押してロ
ックをはずす。

SDメモリーカードを取り出すときは

本体底面

次のようなことを防ぎます。
● 知らない間に電源が入り、電池が消耗する。
● 使用中に誤ってボタンが押され、再生が中
断する。

ホールド機能を使うと

HOLD

MODE NORMAL
HOLD

押し続けると
連続して変化
します。

お知らせ
特定のカードで次のような問題が発生す
ることがあります。
●“Now Busy”、“EMARGENCY STOP”
表示が頻発する（ 16ページ）

●“Please wait”が20秒以上表示される
●［ ］を押して音が出るまで20秒以
上かかる
このような場合は、ご使用のカードを
SD-Jukebox（別売りSDオーディオレ
コーディングキット内の録音用ソフトウ
エア）でフォーマットすることをお勧め
します。フォーマットするとカードに記
録されている情報は消去されますので、
カード内の必要なデータは保存してくだ
さい。SDオーディオデータをパソコンに
チェックインするときは、SD-Jukebox
の説明をご覧ください。



MODE スイッチを「NORMAL」にしておく操作終了後

MODE スイッチを「MODE」にする準備

MODE スイッチを「NORMAL」にする準備

HOLD

MODE NORMAL

(音質変更なし) （耳にやさしい音
で、迷惑な音も
れを防ぐ）�

（S-XBS2：�
　S-XBS1の効果を
さらに強調）�

（S-XBS1：�
   迫力のある重低音）�

（1曲をくり返す）� （全曲をくり返す）� （全曲を順不同に�
1回再生）　�

消　灯�
（解除）�
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こんな楽しみ方も

曲を前後にとび越す
（スキップ機能）

再生中に押す

2 曲を選ぶ 3 選んだ曲を
再生する

プレイリスト再生（下記参照）のときは、
選んだプレイリスト内での動作となります。

再生中に押し続ける

（戻る） （進む）

（早戻し） （早送り）

早送り・早戻し
（サーチ機能）

好みの曲から聞く
（トラック指定機能）

再生中に押す 押すたびにくり返し聞く
（リピートプレイ）

順不同で聞く
（ランダムプレイ）

音質を変える

HOLD

MODE NORMAL

（戻る） （進む）

● 手順2で、押し続けると曲番
が連続して変わります。

● 再生を止めたあと、または曲
を選んだあとそのままの状態
にしておくと、約10秒後、
自動的に電源が切れます。

1 再生中に押す 2  押す

ジャンル別に聞く
（プレイリスト再生機能）

HOLD

MODE NORMAL

● 再生を止めた状態でプレイリストを選んだときは、［ ］を押して再生状態にしてください。
● 全曲再生に戻すときは、手順3で“ ”（デフォルトプレイリスト）を選んでください。
● 上の操作を途中でやめたいときは、その時点でMODEスイッチを「NORMAL」にしてください。

3 プレイリスト
番号を選んで　　　 押す

プレイリスト総数�

総曲数�

プレイリスト番号�総演奏時間�

プレイリスト名�

プレイリストの詳細は、
SD-Jukebox（別売り
SDオーディオレコーデ
ィングキット内の録音
用ソフトウエア 16
ページ）の説明をご覧
ください。

再生中に押す

● 全曲リピート状態（下記参照）にしておくと、最終曲から1曲
目へのスキップができます。

● ランダムプレイ中（下記参照）は再生し終わった曲へのスキッ
プはできません。

● 全曲リピート状態（下記参照）にしておくと、最終曲から1曲
目へのサーチができます。

● ランダムプレイ中（下記参照）は再生中以外の曲へのサーチは
できません。

● サーチ中は、動作表示が点滅（“ ”または“ ”）します。

1 再生中に押す

時計/プレイリスト設定
モードに入ります。

再生が止まります。

選んだプレイ
リストの曲を
自動的に再生
します。

(VOLUMEボタン）

(VOLUMEボタン）

(VOLUMEボタン）

押すたびに



プラグ�ジャック�

表示パネル�

電池ふた�

※－,＋ VOLUME（音量調節）ボタン�

SDメモリーカード挿入部�

（ヘッドホン）端子�
ネックストラップ取付金具�

MODEスイッチ�
モード�

（とび越し/早戻し）ボタン�

（とび越し/早送り）ボタン�

※�

※�

※�

ボリューム�

※　 、  、  、  はMODE�
 　スイッチの設定位置によ�
 　り機能が変わります。�
 　詳細は操作早見表をご覧�
 　ください。�

（演奏/停止）ボタン�

文字情報/�
演奏時間表示�

再生モード表示�

動作表示� 音質表示�
電池残量表示�プレイリスト番号表示�

L（左）�

R（右）�
プラグ�

からみ防止スライダー�
（ステレオインサイドホンを使わない�
　ときは、コードのからみ防止のため�
　移動させてください。）�

コードの長い方を右耳に�
（首の後ろを通す）�

8

各部の名前

表示パネルの調整と切り換え

1 再生中にMODEスイッチを「HOLD」にする

2［ ］を押しながらVOLUMEの［ ］（こく）、［ ］
（うすく）を押して調整する

3 MODEスイッチを「NORMAL」にしておく

コントラストを調整する

本 体

ステレオインサイドホン

表示パネル

1 再生中にMODEスイッチを「MODE」にする

2［ ］を押して切り換える

表示の内容を切り換える

● 曲名、プレイリスト名、アーティスト情報が一度に表示できない
ときは、スクロール表示（文字が左へ移動）されます。

● 漢字など、本機で表示できない文字があります。

RQT6071

延長コード

3 MODEスイッチを「NORMAL」にしておく

時計を合わせる

次の操作をすると、約2秒間時刻が表示されます。
● 再生中にMODEスイッチを「HOLD」に切換えたとき。
●HOLD状態で［ ］を押したとき。
時計の精度を保持するため定期的な時刻補正をおすすめします。

再生中に「MODE」にする

以下の操作を途中でやめたいときは、その
時点で「NORMAL」にしてください。

押す

“ ”

を選んで

押す

表示モードを
選んで

押す

時刻を
合わせて

押す

1

2

3

4

5

HOLD

MODE NORMAL

（VOLUME）�

（VOLUME）�

（VOLUME）�

12時間
表示
または
24時間
表示

数字が
点滅

時刻が
スタート

時計設定
モードに
入る

「NORMAL」にしておく6 HOLD

MODE NORMAL

時計/プレイリスト
設定モードに入る

曲名�

曲番�演奏経過時間�

総曲数� 総演奏時間�

プレイリスト名� アーティスト情報�

※ビットレート表示�
数秒表示したあと自
動的に曲名表示に戻
ります。
表示を保持したいと
きは、押し続けてく
ださい。

※上記のビットレート表示はAAC方式の曲の
例です。
他の方式の曲の場合は右のようになります。

SDオーディオプレーヤー�
操作早見表�

品番  SV-SD80

とび越し�
/早戻し�

再生/停止� 音量調節� 音量調節�とび越し�
/早送り�

パネル表示�
切り換え�

選択決定�

リピート/�
ランダム�
切り換え�

音質�
切り換え�

時刻表示�

MODEスイッチ�
設定位置�

NORMAL

MODE

HOLD

再生/停止�
時計/プレイリスト�
設定モードイン�

選択取消� 時計/プレイリスト�
設定モード内での選択�

※切り取って使用されるときは、品質保持のため�
　定期入れ等に保管されることをおすすめします。�

切り取り線�

切
り
取
り
線
�

9
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■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。）

■表示内容を無視して誤った使い方をした時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。

■分解・改造しない

■SDメモリーカードや充電式電池は、乳幼児の
手の届くところに置かない

■充電式電池の と をショートさせない

■ACアダプターは、交流（AC）100 Vを使う

● 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。

● 点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

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。

警告
注意

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。

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。

この絵表示は、気をつけていた
だきたい「注意喚起」内容です。

このような絵表示は、してはい
けない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行してい
ただく「強制」内容です。

危険 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険
が切迫して生じることが想定される」内容です。

●電池の液もれや、発熱、破裂の原因に
なります。

● 指定外の機器で充電すると、電池の液も
れや、発熱、破裂の原因になります。

●充電式電池も必ず指定のものをご使用
ください。

■自動車やバイク、自転車などの運転中は、使
用しない

■ACアダプターのコード・プラグを破損するよ
うなことはしない

■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない

■ACアダプターのプラグのほこり等は定期的に
とる

■ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し
込む

● 電池の液もれや、発熱、破裂の原因にな
ります。

●携帯、保管する場合は、必ず付属の充
電式電池ケースに入れてください。

●チューブ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。また、はがれたものは使わな
いでください。

誤って飲み込む恐れがあります。
● 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。

●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。

●充電後は、ACアダプターを抜いてくだ
さい。

●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
使用しないでください。

危険
■充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、
火の中へ投入、加熱をしない

■充電式電池は専用の充電器で充電する

警告

安全上のご注意 必ずお守りください

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。
●傷んだまま使用すると、感電・ショー
ト・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。

●周囲の音が聞こえにくく、交通事故の
原因になります。

●歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも
周囲の交通に十分注意してください。

●指定外の電圧や電源で使用すると、
火災や感電の原因になります。

●感電の原因になります。

ぬれ手禁止

10
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故障防止のために
■本体/充電器/乾電池ケース
以下のことは避けてください。
● 分解する、改造する
● 強い衝撃を与える、落とす、水に濡らす
● カード挿入口にSDメモリーカード以外のものを入れる
● 本体、充電器、乾電池ケースの電源端子部をネックレスなどの金属物
でショートさせたり、電源端子部のほこり、汚れ、異物等を放置する

● ひび割れたり、変形したカードを使用する
● 電池ふたやカード挿入口のふたを開閉するとき、無理な力をかける
以下の場所では使用・保管しないでください。
● 風呂場など湿気が多いところ
● 倉庫などほこりが多いところ
● 車の中や、直射日光の当たるところなど温度が高くなるところ
● 腐食性のガスなどが発生するところ
■ステレオインサイドホン/ネックストラップ
本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。
■SDメモリーカード（別売り）
大切なデータを保護するため、取り扱いには充分ご注意ください。
詳細については、SDメモリーカードの取扱説明書をよくお読みください。

柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（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。

お手入れ

■電池は正しく取り扱う

電池は誤った使い方をしない

■ステレオインサイドホン、ネックストラップな
ど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を
中止する

● 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周
囲汚損の原因になります。

●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
● 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

● と は正しく入れる
●長期間使用しないときは、取り出して
おく

●乾電池は充電しない
●加熱、分解したり、水、火の中へ入れ
たりしない

●ネックレスなどの金属物といっしょに
しない

●被覆のはがれた電池は使わない

■異常に温度が高くなるところに置かない

■音量を上げすぎない

■ネックストラップの取り扱いに注意する

■ACアダプターの抜き差しはアダプター本体を
持つ

■付属のACアダプターを使う

● 耳を刺激するような大きな音量で長時
間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与
えることがあります。

●機器表面や部品が劣化するほか、火災
の原因になることがあります。

●夏の閉め切った自動車内や、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。

●誤って突起物に引っかかった場合、首
を絞める恐れがあります。

●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。

注意

主な仕様
サンプリング周波数：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
圧縮/伸長方式 ：AAC方式、MP3方式、WMA方式
チャンネル数 ：ステレオ/2 ch
周波数特性 ：20 Hz ～ 20,000 Hz（＋ 0 dB、－ 6 dB）
出力端子 ：ステレオインサイドホン（M3ジャック）
実用最大出力 ：3.5 mW ＋ 3.5 mW（22 Ω）
電源 ：DC 1.2 V（付属充電式電池）

DC 1.5 V（単4形アルカリ乾電池 ×1個）
電池持続時間 ：約18時間（付属充電式電池フル充電時)

約32時間（パナソニックアルカリ乾電池）
約50時間（付属充電式電池＋パナソニックアル

カリ乾電池）
最大外形寸法 ：43.3 (W) × 44.5 (H) × 17.3 (D) mm
本体寸法 ：42.2 (W) × 41.6 (H) × 15.8 (D) mm
質量 ：約 38 g（充電式電池含む）

約 26 g（充電式電池含まず）
ACアダプター/充電器　入力：AC 100 V、50/60 Hz、6 VA

出力：DC 2 V、220 mA

● 電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。
● この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

ネックストラップの使い方

取付�
金具部� インサイドホン�

のコード�

コードホルダー�

溝に押し�
込む�

取付金具部にネック
ストラップを付ける。

ネックストラップのコードホル
ダーに、インサイドホンのコ
ードを止める。
● コードホルダーは適当な位置に
移動させておいてください。

本体底面

● コードを引っ張ると、コードが傷ついた
り、ちぎれたりし、火災や感電の原因に
なることがあります。

● 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ります。

ニッケル水素充電式電池について
使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！
使用済み電池の届け先：
● お買い上げの販売店、または最寄りの
松下電器の販売店・サービスセンター・
販売会社へ。

● もしくは、（社）電池工業会へご確認く
ださい。

（ホームページ：http://www.baj.or.jp）

Ni-MH

ニッケル水素電池使用�

充電器に本体を置いていない時の消費電力：1.5 W
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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・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「修理相談窓口」へ！
・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（表紙の下をご覧ください）
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。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

・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させていただき
ますので、恐れ入りますが、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、ご希望により有料で修理
させていただきます。

■補修用性能部品の保有期間
当社は、SDオーディオプレーヤーの補修用性能部品を、製造打
ち切り後6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。

高知�

滋賀�

京都�

大阪�

奈良�

和歌山�

兵庫�

守山市勝部6丁目�
2-1

京都市南区上鳥羽�
石橋町20-1

大阪市北区本庄西�
1丁目1-7

大和郡山市椎木町�
404-2

和歌山市中島499-1

神戸市中央区�
琴ﾉ緒町3丁目2-6

(077)582-5021

(075)672-9636

(06)6359-6225

(0743)59-2770

(073)475-2984

(078)272-6645

鳥取�

米子�

松江�

出雲�

浜田�

岡山�

広島�

山口�

鳥取市安長295-1

米子市米原4丁目�
2-33

松江市西津田2丁目�
10-19

出雲市渡橋町416

浜田市下府町�
327-93

岡山県都窪郡早島町�
矢尾807

広島市西区南観音�
8丁目13-20

山口市鋳銭司�
字鋳銭司団地北�
447-23

(0857)26-9695

(0859)34-2129

(0852)23-1128

(0853)21-3133

(0855)22-6629

(086)292-1162

(082)295-5011

(083)986-4050

沖縄�浦添市城間4丁目23-11 (098)877-1207

佐賀�

長崎�

大分�

熊本�

天草�

鹿児島�

大島�

宮崎�

福岡�

佐賀市本庄町大字�
本庄896-2

長崎市東町1949-1

大分市萩原4丁目�
8-35

熊本市健軍本町12-3

本渡市港町18-11

鹿児島市与次郎�
1丁目5-33

名瀬市矢之脇町10-5

宮崎県宮崎郡清武町�
下加納366-2�
�

春日市春日公園�
3丁目48

(0952)26-9151

(095)830-1658

(097)556-3815

(096)367-6067

(0969)22-3125

(099)250-5657

(0997)53-5101

(0985)85-6530

(092)593-9036

徳島�

香川� 愛媛�南国市岡豊町中島�
331-1

徳島県板野郡北島町�
鯛浜字かや108

高松市勅使町152-2 松山市土居田町�
750-2

(088)866-3142

(088)698-1125

(087)868-9477
(089)971-2144

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。�

0501

栃木�

群馬�

水戸�

つくば�

埼玉�

千葉�

東京�

山梨�

神奈川�

新潟�

宇都宮市御幸町�
194-20

高崎市大沢町229-1

水戸市柳河町309-2

つくば市花畑2丁目�
8-1

桶川市赤堀2丁目4-2

千葉市中央区�
星久喜町172

東京都世田谷区�
宮坂2丁目26-17

甲府市下飯田2丁目�
1-27

横浜市港南区日野�
5丁目3-16

新潟市東明1丁目�
8-14

(028)689-2555

(027)352-1109

(029)225-0249

(0298)64-8756

(048)728-8960

(043)208-6034

(03)5477-9780

(055)222-5171

(045)847-9720

(025)286-7725

山形�

宮城�

東 北 地 区 �

秋田�

岩手�青森�

福島�

山形市流通センター�
3丁目12-2

仙台市宮城野区扇町�
7-4-18

秋田市御所野湯本�
2丁目1-2

盛岡市羽場13地割�
30-3

青森市大字八ッ役�
字矢作1-37

福島県安達郡本宮町�
字南ﾉ内65

(023)641-8100

(022)387-1117(018)826-1600

(019)639-5120(017)739-9712

(0243)34-1301

帯広�札幌�

旭川�

函館�帯広市西19条南�
1丁目7-11

札幌市厚別区厚別�
南2丁目17-7

旭川市2条通21丁目�
左1号�

函館市西桔梗�
589番地241�
（函館流通卸�
センター内）�

(0155)33-8477(011)894-1251

(0166)31-6151

(0138)48-6631

名古屋�

石川�

富山�

福井�

長野�

静岡�
岐阜�

岡崎�

高山�

三重�

名古屋市瑞穂区�
塩入町8-10

石川県石川郡�
野々市町稲荷�
3丁目80

富山市寺島1298

福井市開発4丁目�
112

松本市大字笹賀�
7600-7

静岡市西島765
岐阜県本巣郡北方町�
高屋太子2丁目30

岡崎市岡町南久保28  

高山市花岡町3丁目82

久居市森町字北谷�
1920-3

(052)819-0225

(076)294-2683

(076)432-8705

(0776)54-5606

(0263)58-0073

(054)287-9000 (058)323-6010

(0564)55-5719

(0577)33-0613

(059)255-1380

中 部 地 区 �

北 海 道 地 区 �

首 都 圏 地 区 �

沖 縄 地 区 �

九 州 地 区 �

四 国 地 区 �

中 国 地 区 �

近 畿 地 区 �

修 理 ご 相 談 窓 口 �ナショナル／パナソニック�

365日／受付9時～20時�

0120-878-236
電  話�

FAX

0120-878-365
パ ナ は � 3 6 5 日 �

フリー�
ダイヤル�

フリー�
ダイヤル�

お客様ご相談センター�ナショナル／パナソニック�

使いかた・お買い物などのご相談�

Help  desk  for  foreign  residents  in  Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo  (03) 3256 - 5444     Osaka  (06) 6645 - 8787
Open : 9:00  - 17:30  (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

● お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ
ながります。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。�

修 理 ご 相 談 窓 口 �ナショナル／パナソニック�

修理に関するご相談�

0570-087-087ナビダイヤル (全国共通番号)

・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。

修理を依頼されるとき
16ページの「故障かな!?」表に従ってご確認のあと、直らないときは、
まずACアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

品名 SDオーディオプレーヤーお買い上げ日 年　 月　 日

品番 SV-SD80 故障の状況 できるだけ具体的に



操作できない。

● ホールド状態になっていませんか？（5）
● カードが入っていますか？（5）
● 電池が消耗していませんか？（3）
（消耗していないときは、電池の抜き差
しをしてください）

16

保証書付き 上手に使って上手に節電

松下電器産業株式会社　AVCネットワーク事業グループ
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

C Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）2001

RQT6071-S M0901YN0

ご販売店様へ  ※印欄は必ず記入してお渡しください。�

松 下 電 器 産 業 株 式 会 社   �
AVCネットワーク事業グループ�

住所・氏名�

電話（              ）       ー�

販  

売  

店�

お買い上げ日�

保証期間�

品      番� SV-SD80
お買い上げ日から�

本体1年間�

年　　　月　　　日�

お 

客 

様�

お名前�

ご住所�

電   話 （    　       ）  　  ー�

様�

※�

※�

※�

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した
場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことを
お約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。�

持込修理�

パナソニック音響製品保証書�

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号　TEL (06) 6909-1021

＜切り取り線＞�
＜
切
り
取
り
線
＞
�

故障かな!?

こんな表示が出たら

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。かっこ内の数字は参照するページです。

ここをチェックこんなときは

1曲目から順番
に演奏しない。

● ランダム再生になっていませんか？（6）
● プレイリストが選ばれていませんか？（6）

雑音が多い。
● テレビや携帯電話などに近づけて使用
していませんか？

聞こえない。

● 音量が最小になっていませんか？（5）
● 一曲も録音（チェックアウト）されていな
いプレイリストが選ばれていませんか？

● インサイドホン、延長コードプラグは
奥まで入っていますか？（5）

（一度抜いて再度差し込む）
● プラグが汚れていませんか？

NO CARD カードが入っていません

NO LIST プレイリストが作成されていません

NO INFO. アーティスト情報が記録されていません

NO TRACK プレイリスト内に1曲も録音（チェック
アウト）されていません

NO TITLE トラック、プレイリストに名前がついていません

SDオーディオプレーヤー

取扱説明書

品番 SV-SD80

■この取扱説明書と保証書をよくお読みの
うえ、正しくお使いください。そのあと
保存し、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。

この取扱説明書の印
刷には、植物性大豆
油インキを使用して
います。

必ず始めにお読みください
SDメモリーカード（別売り 16ページ）に録音（チェック
アウト）のうえ、本機をご使用ください。
SDメモリーカードに録音するためには、SDオーディオPCレ
コーディングキット（別売り 16ページ）が必要です。
録音についての詳細は、SDオーディオPCレコーディングキッ
トの取扱説明書をご覧ください。

NO BATTERY 充電式電池が本体に入っていません

NotSDAUDIO SDオーディオのデータが記録されていません

UNFORMAT カードがフォーマットされていません

このたびは、SDオーディオプレーヤーを
お買い上げいただき、まことにありがと
うございました。

LOCKED 使用できないカードが入っています

NotPLAY 本機で再生できないデータです（再生時表示）

DATA ERROR データのフォーマットが規格外です

LOW BATT 電池残量不足により電源が入りません

ERROR エラーです。カードの交換、電源の切り入りで直
らないときは、電池の抜き差しをしてください

NotDISPLY 表示できない文字データです

NotSUPPORT 本機で再生できないデータです（ビット
レート画面で表示、 8ページ）

別売り品のご紹介
■SDメモリーカード（2001年10月現在）
● RP-SD064B（64 Mバイト） ● RP-SD032B（32 Mバイト）

■SDオーディオPCレコーディングキット
SH-SSK1：SD-Jukebox（録音用ソフトウェア）とUSBリーダー

ライター（ドライバーソフト付属）

■ニッケル水素充電式電池
HHF-AZ10S：ケース入り

Now Busy データの処理中です。しばらくお待ちください。

EMERGENCY STOP データに異常があります。
本機で処理できませんので電源を切ります。

パナソニック製 SDメモリーカードのご使用を推奨いたします。

takashima
テキストボックス
見本
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