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保証書付き
このたびは、Wi-Fi SDカードリーダー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」（5〜7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。

年

月

日

品

販売店名

（

パナソニック株式会社
〒571-8504

BN-SDWBP3

番
）

■この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の規準に
基づくクラスB情報処理装置です。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。

ご愛用者登録について

重 要

ご愛用者登録は、下記ホームページにアクセスして行ってください。
登録ページに必要事項を記入の上、ご愛用者登録を完了してください。
その際に製品裏面についているシリアル番号を使用しますのでご確認ください。
登録がない場合は、無登録となり、サポート／バージョンアップなどサービスの
提供ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
ホームページアドレス

http://club.panasonic.jp/reg/p/p3.html
パナソニックスマートアプリについて

−

AVCネットワークス社

大阪府門真市松生町1番15号
RQT9949-Ｓ
F0314TN0

© Panasonic Corporation 2014

持込修理

Wi-Fi SDカードリーダー保証書
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うことをお約束するものです。ご
記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載してお
ります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品

ご使用前の注意

ご愛用者登録

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

●スマートフォン内の写真/動画/アドレス帳データを本機に装着したSD
カードにバックアップ。
●SDカード内のファイルをスマートフォンで閲覧、再生が可能。
●パソコンの指定フォルダと、SDカード内ファイルの自動同期が可能。
●NFC/WPS対応スマートフォンで簡単にWi-Fi接続が可能。
●使い慣れたアプリ※ でも快適に操作が可能。
※ Keynote, Numbers, Pages等のWebDAV対応アプリ

パナソニック商品を、スマートフォンで快適に使うための統合
アプリです。
●本機を操作できる専用アプリケーションも一括で管理できます。
●このアプリを使うと、NFC対応スマートフォンを本機に
タッチする方法などで、簡単にご愛用者登録ができます。

パナソニックスマートアプリの
ダウンロード方法や使い方はこちら
http://panasonic.jp/pss/ap/

梱包品の確認

BN-SDWBP3

番

見本
お買い上げ日から

保証期間

本体 1 年間

※

年

お買い上げ日
お客様

※

様

お名前

話（

）

販
売 店

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
TEL (06)-6908-1551

ご販売店さまへ

取扱説明書
（１枚）

●本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してくだ
さい。
●万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご
連絡ください。

−

住所・氏名

電話（

充電用USB接続ケーブル
（１本）

日

ご住所

電

※

月

Wi-Fi SDカードリーダー
（１台）

※印欄は必ず記入してお渡しください。

大切なデータを保護するために
●データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、本機の電源を
切らないでください。データが破壊されることがあります。
●大切なデータはバックアップをとっておくことをお勧めします。お客
様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につき
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。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作
権法上、権利者に無断で使用できません。
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著作権/商標

各部の名前と働き

本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。

WPSボタン ※1

(1) パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発したソフトウェア
(2) 第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソニックに利

電源ランプ

用許諾されるソフトウェア

無線LANランプ

(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0 (GPL v2.0) に
基づき利用許諾されるソフトウェア
(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL
v2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア
(5) GPL,LGPL 以外の条件に基づき利用許諾されるオープンソースソフト

バッテリーランプ
SDアクセスランプ
リセットボタン ※2
充電端子

ウェア
上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアに関しては、例えば以下で開示される
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V2.0, GNU LESSER GENERAL

SD/SDHC/SDXC
メモリーカード用挿入口

電源スイッチ ※3

PUBLIC LICENSE V2.1 の条件をご参照ください。
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
また、上記 (3)、(4) に基づくソフトウェアは、多くの人々により著作されて

ストラップ取付口

います。これら著作者のリストは以下をご参照ください。
http://panasonic.net/avc/oss/
NFCアンテナ部

これら GPL,LGPL の条件で利用許諾されるソフトウェア（GPL/LGPL ソフ
トウェア）は、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、
「商
品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしな
いことを含め、一切の保証はなされません。
製品販売後、少なくとも３年間、パナソニックは下記のコンタクト情報宛に
コンタクトしてきた個人・団体に対し、GPL/LGPL の利用許諾条件の下、
実費にて、GPL/LGPL ソフトウェアに対応する、機械により読み取り可能
な完全なソースコードを頒布します。
コンタクト情報
oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
またソースコードは下記の URL からも自由に入手できます。
http://panasonic.net/avc/oss/
■Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他
の国における登録商標です。
■Mac、
Mac OSはApple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
■iPad、
iPod、
iPod touchは、
米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商
標です。
■App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
■Keynote, Numbers, Pagesは米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。
■Ａｎｄ
ｒ
ｏ
ｉ
ｄおよびGoogle PlayはGoogle Inc.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。
Wi-Fi 、Wi-Fi Protected Setup 、WPA 、WPA2 は、Wi-Fi Alliance の
商標または登録商標です。

※1 WPS ボタン
本機とお使いの機器（WPS 対応機器のみ）を WPS（Wi-Fi Protected
TM
Setup ）で Wi-Fi 設定できます。（→９ページ）
※2 リセットボタン
・本機を再起動させる： 操作を受け付け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
１回押してください。
・工場出荷設定に戻す：クリップのようなものを使って５秒以上長押し
した後、離してください。本機を工場出荷時
（お買い上げ時）の状態に戻すことができます。
ご注意： 本機に SD カードが入っている場合は、SD カードを抜いて
からリセットボタンを押してください。
※3 電源スイッチ
本機の電源を入れる／切る（→８ページ）

ランプ表示
ランプの状態

電源ランプ
（赤）

無線LANランプ
（青）

バッテリーランプ
（緑）

■SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。
■その他、この説明書に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。
■ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。また本書内で、
使用している画面の内容・パソコン上のメッセージなどは、ご使用の環境
(OSのバージョンなど)により必ずしも一致しない場合があります。パソコン
の使いかたなどについては、ご使用のパソコンの説明書をよくお読みくださ
い。
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SDアクセスランプ
（黄）

意

味

消灯

本機の電源が入っていない状態

点滅

エラーを検出した状態 ※

点灯

本機の電源が入っている状態

消灯

本機の無線LANが停止状態

一定間隔で点滅
WPS でWi-Fi設定中
（1秒に3回）
点滅

本機の無線LANが使用可能な状態

消灯

充電完了

点滅

バッテリー残量が少ない状態

点灯

充電中

点灯

SDカードへアクセス中

※ エラーを検出した状態について
① バッテリーランプ（緑）が点灯している場合
充電可能な温度範囲を超えています。
充電温度範囲の環境で充電してください。
② それ以外の場合
ハードウェア異常を検出しています。
電源を切り、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお問い
合わせください。
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安全上のご注意

必ずお守りください

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。

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 「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。
■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）
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
分解や改造をしない（製品廃棄時を除く）
火災・感電のおそれや使用機器を損傷することがあります。
●内部の点検や修理などは、販売店へご依頼ください。

警告
布や毛布などをかぶせた状態で使用または充電しない
発熱・発火の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から15 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。

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。

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。

分解禁止

病院内や医療用電気機器のある場所では電源を切る
異常が発生したときは使用を中止する

（ 煙や異臭、異音が出たり、液体・異物などが
内部に入ったときや、落下、破損したとき ）
そのまま使用すると、火災の原因になります。
●使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

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
●電子レンジで加熱しない
●分解・改造しない（製品廃棄時を除く）

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
本機からの電波が運航の安全に支障をきたすおそれがあ
ります。

SDカードは乳幼児の手の届くところに置かない
誤ってSDカードを飲み込むおそれがあります。

発熱・発火・破裂の原因になります。

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。

充電端子や外部接続端子に、導電性異物（金属片、鉛筆の
芯など）を接触させたり、内部に入れない
火災・やけど・感電の原因になります。

警告
本機を対応機器以外で使用しない

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。

注意
SDカードの挿入口に異物などを入れない
使用機器の損傷の原因になります。
●SDカード以外は挿入しないでください。
損傷の原因になります。

USBポート以外には装着しない
使用機器の損傷の原因になります。
●必ず本製品を装着する前に、使用機器のポートがUSB用
であることを確認してください。
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注意
SDカードの取り出し時に指ではじかない
SDカードが押し戻される時に指ではじくとSDカードが
飛び出し、破損やケガの可能性があります。

次の場所で本機を使用したり保管したりしない
●使用温度範囲外の場所（暖房器具の周辺、日の当たる自動
車内、直射日光の当たる場所）
●水分や湿気の多い場所
●結露を起こす場所
●磁場が発生する場所
●不安定な場所

変形・変色・劣化・損傷・故障の原因になります。

準備 1 本機の準備
■充電する
●本機が電源切の状態で、本機とパソコンを充電用USB接続ケーブルで接続する
バッテリーランプが点灯します。
●お買い上げ時は、充電してからお使いください。
●充電時間については、仕様をご覧ください。
●本機はUSB接続ケーブルを用いてのパソコンとの
データ転送はできません。
バッテリーランプ（緑）
・充電中 ：点灯
●充電中、本機が温かくなることがありますが、
・充電完了：消灯
異常ではありません。
充電用USB接続ケーブル(同梱）

USB2.0/3.0ポート

●USB端子付きのモバイルバッテリーでも充電する
ことができます。

■SDカード
（別売）
を入れる・取り出す
●SDカードを入れる

本機の上に重い物を置かない

SD/SDHC/SDXCメモリーカード用
挿入口

SDカードの向きに気をつけて、

故障の原因になります。

「カチッ」と音がするまで押しこむ
●SDカードを取り出す
SDカードを「カチッ」と音がするまで押し、
まっすぐ引き出す
SDアクセスランプが点灯中は、取り出さないでください。

次の安全上のご注意は、廃棄時取り出した充電式電池に適用されます。

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

■電源を入れる・切る
●電源スイッチをON側へスライドさせて、

電源ランプ（赤）
・電源入：点灯 ・電源切：消灯

電源を入れる
電源ランプが赤く点灯します。
●電源スイッチをOFF側へスライドさせて、
電源を切る

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。

電源スイッチ

電源ランプが消灯します。

準備 2 お使いの機器の準備

[専用アプリケーション
（以降、専用App)のインストール]

本機を使用する前にアクセス用専用Appをお使いの機器にインストールする
必要があります。お使いの機器をインターネット接続した状態でインストー
ルを実行してください。接続方法については、お使いの機器の説明書をお読
みください。

■ＮＦＣを使ってインストールする
【ＮＦＣ対応Androidの場合】
① 本機のNFCアンテナ部にお使いの機器を
タッチすると、自動でPanasonic Smart
App Webサイトにアクセスする
すぐに反応しない場合は、位置を少しずらしてください。
NFC対応機器には、NFC通信のマーク表示がないものもあります。
② 専用Appのダウンロード用Google PlayTMストアボタンを選ぶと、
「Wi-Fiカードリーダー」インストールページへアクセスするので、
インストールする

■手動でインストールする
【iOSの場合】
① App StoreSMを選択する
② 検索フィールドに「Panasonic Wi-Fiカードリーダー」と入力する
③ 「Wi-Fiカードリーダー」を選び、インストールする

【Androidの場合】
① Google PlayTMストアを選択する
② 検索フィールドに「Panasonic Wi-Fiカードリーダー」と入力する
③ 「Wi-Fiカードリーダー」を選び、インストールする

●万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求め
の販売店またはサポートセンターにお申し付けください。
●万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、
お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

7

【Windows/MacＯＳの場合】
① P3サポートWebにアクセスし、専用Appをダウンロードし、
インストールする
http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdwbp3.html
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準備 3 無線LAN接続する

準備 5 ホームネットワークに接続する

■アクセスポイント
（親機）モード
（お買い上げ時）で接続する

■無線LANルーターにホームネットワークモードで接続する

本機とお使いの機器を直接接続します。

本機とお使いの機器を無線LANルーター経由で接続します。

ご注意

お使いの機器から本機とインターネットの両方を同時に使用したい場合に、

この接続をすると、お使いの機器のインターネット接続は切断されます。

この接続を行います。

お使いの機器でインターネット接続も同時にご使用される場合は、準備４
まで行ったあと、引き続き「準備５ ホームネットワークに接続する」を
行ってください。

【かんたん接続（ＷＰＳ）】
WPS対応Androidの場合は、下記の手順で設定する。
① 本機のWPSボタンを５秒以上押す
無線LANランプが「点滅する状態」から一定間隔（1秒に3回）で点滅
する状態に変化し、WPS接続を開始します。
② お使いの機器の「設定」の「Wi-Fi」画面にあるWPSボタンを押す
接続が完了すると、本機のSSIDの下に「接続されました」と表示されます。
無線LANランプは、接続完了/失敗、共に点滅する状態に戻ります。

Wi-Fi SDカードリーダー

無線LANルーター

お使いの機器

【iOSの場合】
① お使いの機器で「Wi-Fiカードリーダー」を起動する
② 「Wi-Fiカードリーダー」の「メニュー」→「Wi-Fiカードリーダー設定」
→「ホームネットワーク接続」で「ホームネットワーク接続を使用する」
をONにし、ネットワーク名をタップする
③ 「ネットワーク名」に、無線LANルーターのSSIDを入力する
④ 「セキュリティ」で、暗号方式を選択する

【かんたん接続（NFC)】

⑤ 「パスワード」に、パスワードを入力し、「設定」をタップする

NFC対応Androidの場合は、下記の手順で設定する。
① 本機のNFCアンテナ部にお使いの機器のNFC通信
を行うマーク部分をタッチする

本機が再起動します。
⑥ お使いの機器が無線LANルーターに接続したことを確認したあと、
「機器検索」を選ぶと「機器検索中」と表示され、接続可能なWi-Fi SD

NFCの通信が成功すると「Wi-Fiカードリーダー」

カードリーダーのSSIDの一覧が表示されるので、本機のSSIDを選択する

が自動的に起動し、タッチ画面が表示されます。

本機と接続されます。

すぐに反応しない場合は、位置を少しずらしてください。
NFC対応機器には、NFC通信のマーク表示がないものもあります。
② 再度、本機にお使いの機器をタッチする
専用Appの画面が表示されます。

② 「Wi-Fiカードリーダー」の「メニュー」→「Wi-Fiカードリーダー設定」
→「ホームネットワーク接続設定」の順に選び、「ホームネットワーク接
ネットワークSSIDの選択画面が表示されます。

WPSやNFC対応Android以外の機器（スマートフォン、パソコン）を
お使いの場合は、下記の手順で設定する。
① お使いの機器のWi-Fi設定のWi-Fiネットワーク一覧から本機の
SSID[BNSDWB-******]を選択する
SSIDは、本機の裏面に記載されています。
② パスワード入力画面が表示されるので、本機のパスワードを入力します
お買い上げ時のパスワードは、本機の裏面に記載されているKEY
（11桁の数字）になります。
接続が完了すると、
Android : 本機のSSIDの下に「接続されました」と表示されます。
: 本機のSSIDの前にチェックマークが表示されます。

Windoｗs : 本機のSSIDの後ろに「接続」と表示されます。
MacOS

① お使いの機器で「Wi-Fiカードリーダー」を起動する

続を使用する」をチェックし、「ネットワークSSIDの選択」を選ぶ

【手動接続】

iOS

【Ａｎｄｒｏ
ｉ
ｄの場合】

: 本機のSSIDの前にチェックマークが表示されます。

③ 接続したい無線LANルーターのSSIDを選択する
④ 「パスワード」を選ぶと、パスワード入力画面が表示されるので、SSID
に対応したパスワードを入力したあと、「設定」を選ぶ
本機が再起動します。
⑤ お使いの機器が無線LANルーターに接続したことを確認したあと、
「機器検索」を選ぶと「機器検索中」と表示され、接続可能なWi-Fi SD
カードリーダーのSSIDの一覧が表示されるので、本機のSSIDを選択する
本機と接続されます。
ご注意

●本機が無線LANルーターに接続できなかった場合、本機はアクセスポ
イント（親機）モードで動作します。
●お使いの無線LANルーターによっては、機器検索でWi-Fi SDカード
リーダーのSSIDが一覧表示されないことがあります。
●公衆無線LANサービスに接続して使用する場合は、「無線LAN使用
上のお願い」（→12ページ）の使用制限をご参照ください。

準備 4 本機のパスワードを変更する
本機のSSIDは通信範囲内の他の対応機器にも表示されます。セキュリティ保
護のため、本機の操作をする前に本機のパスワードを変更してください。
① スマートフォン/タブレット上から「Wi-Fiカードリーダー」を起動する
② 「Wi-Fiカードリーダー」の「メニュー」→「Wi-Fiカードリーダー設定」
→「パスワード」の順に選び、変更してください

専用アプリケーションの操作について
以上で、お使いの機器から本機を使用する準備が整いました。
専用Appの使い方は、専用App内の「マニュアル」をご覧ください。

新しいパスワードは、8〜63文字の半角英数字を入力してください。
（英数字混在を推奨）
新しいパスワードを忘れてしまったときは、リセットボタンを5秒以上

既存WebDAV対応アプリケーションの操作について

長押しして、お買い上げ時の状態に戻してください。

本機を既存のWebDAV対応アプリケーションからお使いの場合は、

（初期パスワードに戻ります）

下記サポートサイトをご確認ください。
http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdwbp3.html
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故障かな！？

無線LAN使用上のお願い

こんなとき

電源が入らない

操作を受け付けない

ここを確認してください

●パソコンと本機を充電用USB接続ケーブルで正
しく接続できていますか。
●バッテリー残量は残っていますか。
●クリップのようなものを使ってリセットボタンを
押してください。（→４ページ）
(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。）

無線LANが接続でき
ない

●本機の電源が入っていること、および、無線LAN
ランプ（青）が点滅していることを確認してくだ
さい。

書き込みができない

●SDカードの書き込み禁止スイッチがLOCKになっ
ていませんか。

通信が安定しない

●電子レンジや他の通信機器などを同時にご使用の場
合、通信が途切れたりします。

充電しても使用時間
が極端に短い

●電池寿命です。「サポートセンター」（→14ページ）
にお問い合わせください。

■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。

■周波数表示の見方

本機が 2.4 GHz 周波数帯を使用するDSSSとOFDM変調
方式を採用した無線設備で、与干渉距離が約 40 ｍである
ことを意味します。

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および特定
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。
P3カスタマーサポートセンター

電話 0570-550-633
FAX 03-3595-7653

10：00〜12：00、12：45〜17：00
（※土・日・祝日は除く）

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、外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
●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。
●本機の使用後、他のネットワークに自動的に接続しない場合があります。そ
の場合は使用したいネットワークを選んでもう一度接続してください。
●パスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。
パスワードはお客様ご自身の責任で管理してください。当社では不正利用さ
れた場合の責任は負いません。
●本機は日本国内でのみ使用できます。電波法の規制があるため、海外には持
ち出さないでください。

■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ことは、電波法で禁止され
ています。
●分解/改造する
●本機記載の定格銘板を消す

■使用制限
本機の使用に当たり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。
制限をお守りいただけなかった場合、および本機の使用または使用不能から生
ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。
●本機は無線LAN機器としてお使いください。

■本機を廃棄 / 譲渡するとき

●日本国内でのみ使用できます。

●本機にはお客様の操作に関する情報が記録されています。廃棄や譲渡など

●利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。

で本機を手放される場合は、「工場出荷時（お買い上げ時）の状態」に戻

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク

し、記録された情報を必ず消去してください。（→4ページ）

（SSID※）が表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見な

●本機を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。また、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。（→
13ページ）

されるおそれがあります。
●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。

■個人情報について

・電子レンジ

●連絡先や個人情報を含むデータをSDカードにバックアップした場合で、

・デジタルコードレス電話機

本機を修理依頼または譲渡/廃棄されるときは、個人情報保護のため、本機

・その他 2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近く

からSDカードを必ず取り出してください。
●本体内に通信履歴や通信データは残りません。

■免責事項

（Bluetooth対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
−802.11n（2.4 GHz）の無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）
をお選びください。
また暗号化方式は「AES」にしてください。

●個人情報を含む情報は、誤動作、静電気の影響、事故、故障、修理、その
他の取り扱いによって、変化、消失することがあります。

●電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。

個人情報を含む情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接また

セキュリティ設定をしていない公衆無線LANサービスに接続すると悪意ある

は間接の損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか

第三者にお客様の通信内容が漏れる可能性があります。

じめご了承ください。

※

無線LANで特定のネットワークを識別するための名前のことです。
このSSIDが双方の機器で一致した場合、通信可能になります。

11

12

保証とアフターサービス

仕様
対応OS

iOS 6.1 〜 7.1
Android 4.0 〜 4.4
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Mac OS X 10.7 〜 10.9
（BootCamp上での動作は対象外）

対応機種

無線LAN機能（IEEE 802.11b/g/n）と上記対応OSが
組み込まれたスマートフォン/タブレット/パソコン

対応メディア

SDXCメモリーカード
SDHCメモリーカード
SDメモリーカード
microSDXCカード
microSDHCカード
microSDカード

48GB〜128GB
4GB〜32GB
8MB〜 2GB
64GB
4GB〜32GB
64MB〜 2GB

（microSD/microSDHC/microSDXCカードは
SDカードサイズへ 変換するアダプターが必要）
上記のすべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。

インターフェース
電源電圧
内蔵電池
使用条件
外形寸法
本体質量
無線LAN

動作時間※
※

SDカードスロット
DC 5 V（バス電源）
リチウムイオン電池 3.6 V 690 mAh
使用温度範囲
充電温度範囲

■保証書（裏表紙をご覧ください）
11ページの｢故障かな!？｣に従って確認のあと直らないときは、お買い上
げの販売店へご連絡ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間
■修理を依頼されるとき
本書をご確認のあと直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。

●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。
■アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店
または、下記の「P3 カスタマーサポートセンター」までお問い合わせください。

サポートセンターのご案内

Panasonicでは、当社製パソコン周辺機器をお買い上げいただいた皆様からの
お問い合わせやご相談にお応えするため、下記のサポートセンターを開設して
おります。お気軽にご利用ください。

商品についてのお問い合わせは

0〜40 ℃（結露しないこと）
5〜30 ℃

P3カスタマーサポートセンター

約90 × 56 × 9.7 mm（突起部含まず）
約 47 g
接続方式
IEEE 802.11 b/g/n 準拠
周波数帯
2.4 GHz
暗号方式
WPATM/WPA2TM
同時接続
5台
連続使用時間
充電時間

よくお読みください

電話 0570-550-633
FAX 03-3595-7653

10：00〜12：00、12：45〜17：00
（※土・日・祝日は除く）
最新の情報をインターネットでご覧ください。
http://panasonic.jp/p3

約１時間40分
約２時間30分

ご使用環境によって異なります。

本機を廃棄するときのお願い

＜無料修理規定＞

本機に内蔵している電池を取り出してください。電池の取り出し方については
下記サポートサイトをご確認ください。
http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdwbp3.html
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。
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

充電式
リチウムイオン
電池使用

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

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、
サポー
トセンターへご連絡ください。
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サポート
センターにご相談ください。
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、サポートセンターへご連絡ください。
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) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(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 圧などによる故 障 および損 傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
(ホ) 電池や、消耗または摩耗した部品交換の場合
(へ) 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
(ト) 本書のご添付がない場合
(チ) 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
(リ) 持込修理の対象商品を直接サポートセンター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.サポートセンター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。
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※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無
料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場
合がございますのでご了承ください。
※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、保証書を発行してい
る者（保 証 責任 者）
、
及び それ 以 外 の 事 業 者に対 するお客 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 売店またはサポートセンター
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.

