
取扱説明書
ビエラ コミュニケーション カメラ

品番

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（本書）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」（ 2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。

● 製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と
保証書の製造番号をお確かめください。
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保証書付き

● 本製品は、USB端子を搭載した
パナソニック製ハイビジョン
テレビでインターネット経由の
ビデオ通話や音声通話を利用
する際に使用します。

● テレビをブロードバンド回線で
インターネットに接続すること
が必要です。

● 本製品が対応しているテレビの
機種については、パナソニックの
ホームページをご覧ください。

日本語
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水ぬれ禁止

分解禁止

必ずお守りください安全上のご注意

警告

注意

警告

注意

｢ 死亡や重傷を負うおそれがある内容｣です。

｢ 傷害を負うことや、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。

■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）

■分解したり、改造したりしないでください 
火災・感電の原因になります。

■不安定な取り付けかたをしないでください
落下して、けがの原因になることがあります。

■ぬらしたりしないでください
火災・感電の原因になることがあります。

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。
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取り扱い上のご注意
■カメラのレンズ部分に手を触れないでください 
レンズが汚れて、映像が不鮮明になることがあります。

■使用中にUSBケーブルを引き抜かないでください 
本機やテレビが正常に動作しなくなる場合があります。 
この場合は、テレビ本体の電源ボタンでテレビの電源を切り、本機のUSBケーブル
を接続してから、テレビの電源を入れ直してください。

■USBケーブルを無理に引っ張らないでください 
故障の原因になることがあります。

■落としたり、ぶつけたり、強い振動を加えたりしないでください 
故障の原因になることがあります。

■高温になる場所や強い磁気を帯びた物の近くでは、使用や保管を 
しないでください 
故障や変形、誤動作などの原因になることがあります。

■ほこりや湯気、煙、水滴などがかかる場所では使用しないでください 
故障の原因になることがあります。

■スタンド部を無理に曲げないでください 
故障の原因になることがあります。
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設置する
■各部の名称とはたらき

■カメラをテレビに取り付けて使用する場合
ディスプレイパネル上端をカメラのスタンドではさみ、しっかり固定します。

■カメラを置いて使用する場合
　テレビの正面で、なるべく顔に近い高さの水平な場所に置いて使用します。

マイク USBケーブル

スタンド本体

スタンド
前面パネル

スタンド
後面パネル

ディスプレイ
パネル上端

(中央部に取り付けた例)

撮影ランプ
撮影中は
赤く点灯します

カメラレンズ マイク

スタンド

カメラ正面

取り付け例（１） 取り付け例（2）

カメラ側面

● カメラとテレビのスピーカーの位置が近いと、テレビの音量によっては「ハウリング」
と呼ばれる雑音が発生する場合があります。この場合は、テレビの音量を小さくして
ご使用ください。

お知らせ



日本語 -5

接続する
本機のUSBケーブルをテレビのUSB端子に接続します。

端子の向きにコネクタの向きを合わせて差し込んでください。

① テレビ本体の電源ボタンを押して、テレビの電源を切る
② 本機のUSBケーブルをテレビのUSB端子に差し込む

③ テレビ本体の電源ボタンを押して、テレビの電源を入れる

※ USB端子の位置や向きは、ご使用のテレビの
取扱説明書でご確認ください。

USB端子※へ

USBケーブル
（3 m）

● 必ずテレビ本体の電源ボタンを押して、電源を「切」「入」してください。
● USBハブを使わずに、直接、テレビのUSB端子に接続してください。
● 本機をパソコンや他社製テレビに接続して使用することはできません。
必ず当社製の、USB端子のあるテレビに接続してください。

お願い
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カメラを使用する
● テレビをブロードバンド回線でインターネットに接続していることが必要です。
● 以降の操作は、テレビのリモコンで行います。テレビとリモコンの操作について、
詳しくは、ご使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。

● 以降は、画面の表示に従って、アカウントの登録、ビデオ通話や音声通話の
発信と受信、またはカメラの調整などの操作を行ってください。

① テレビの画面に、「らくらくアイコン」を表示する

② 「テレビでネット」を選び、「決定」を押す

③ カメラを使用する対象（例：「Skype」など）を選び、「決定」を押す

Skypeは緊急電話には使用できません；Skypeは通常の電話に取って
代わるサービスではないため、緊急通報に使用することはできません。

● 本機を使用する対象や手順、画面の表示は、予告なく変更される場合があります。

お知らせ
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仕様
使用電源 DC 5 V （USB電源） 500 mA
消費電力 最大 1.4 W
寸法 幅 210 mm × 高さ 76 mm ×　奥行 43 mm
質量 約 200 g （USBケーブルを含む）
使用温度範囲 0 ℃～40 ℃
レンズ F/2.0 3層レンズ、最大視野角 56.8°（HDモード時）
マイク 単一指向性マイクロホン×４個
撮像素子 1/4インチ CMOSセンサー
解像度 1280 × 720 画素
出力画像 最大 1280 × 720 （HD） 画素
出力形式 H.264、YUV
フレームレート 最大 22 fps（HD）、30 fps（VGA）
インターフェース USB 2.0
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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・使いかた・お手入れ などは…
■まず、お買い求め先へ ご相談ください

●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 
当社は、このビエラ コミュニケーション カメラの補修用性能部品（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。

修理を依頼されるときは
まずUSBケーブルを抜き、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話　　　（　　）　　　－　　

お買い上げ日　　　　　年　　月　　日

●製品名  ビエラ コミュニケーション カメラ

●品　番 TY-CC10W

●故障の状況 できるだけ具体的に

8年
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■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

●修理に関するご相談は…………………………

● 使いかた・お手入れなどのご相談は …………

※ 「よくある質問」「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.co.jp/cs/

※ 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。

【ご相談におけるお客様に関する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パナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、
お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービス 
などに利用させていただきます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、
ご相談内容を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ので、ご了承願います。 
当社は、お客様の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、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。 
個人情報に関するお問合せは、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（つづき）
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お手入れ
● お手入れは柔らかい乾いた布を使ってください。 
柔らかい布にほこりなどが付着していると、製品に傷がつきます。お手入れの前
にほこりなどをはらってください。 
なおベンジンやシンナー、ワックスなどは、塗装がはがれる原因になりますので、
使用しないでください。

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

販  売  店  名  （　　　）　　ー
品　番 TY-CC10W

お客様ご相談窓口 （　　　）　　ー

〒571－8504　大阪府門真市松生町1番15号
Ⓒ　Panasonic Corporation 2010

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

中国域内での環境に関する情報

この記号はヨーロッパ連合内でのみ有効です。
本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。

このシンボルマークは中国国内でのみ有効です。
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見本
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