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3 本機を取り付ける

各部の名前と働き

1 プラスドライバーで、中央のふたに取り付けられている 2 か所のねじを矢印の方向に回して外す
≥ねじ頭をつぶさないようにサイズの合ったドライバーをお使いください。
（推奨プラスドライバーのサイズ：No.2）

本体

取扱説明書

1

1

ワイヤレススピーカーシステム
品番

SC-LT200

表示ランプ
赤色に点灯： スタンバイ
Bluetooth® 接続待機中
緑色に点滅： Bluetooth® 登録待機中
緑色に点灯： Bluetooth® 接続完了

※本機天面に 4 か所付いているスポンジは取らない
でください。
（本機回転防止のため必要です。）

スポンジ

リモコン
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中央ふた

≥リモコンは無線方式です。ご使用の際は本機と約
7 m 以内の距離で操作してください。
（本機に向け
なくても操作できます。）
ただし、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
範囲が狭くなります。

1 Google Play

ねじ

取付金具用
本体止めねじ
この範囲内で
本機を動かして
ください
ダルマ穴
プラグ

4 取付金具用本体止めねじ（２本）を締め付ける
プラスドライバーを使い、ねじを締め付けてください。

≥取付金具を設置する際は、販売店または工事専門業者にご依頼ください。
≥取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。
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」
（裏面に記載）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。

保証書別添付
VQT5B54-4
F0713QK4044

付属品をご確認ください。
付属品の品番は2013年7 月現在のものです。
変更されることがあります。
□ リモコン : 1 個
□ リモコン用乾電池（単 4 形乾電池）: 2 本
□ 取付金具 : 1 個（品番 REQ0399）

プラグは右に回し、確実に取り付けてください。
≥ プラグのコードは中央のふたが閉まるように本機の中に収めてくだ
さい。

取付金具を設置する際は、販売店または工事専門業者にご依頼ください。

天井に下図のような配線器具が付いている
場合は、付属の取付金具の取り付けが
必要です
WG5005
WG5015

角型引掛
シーリング

丸型フル引掛
シーリング

補強材のある場所に木ねじで取付金具を
取り付け、取付金具用本体止めねじ(2本)を
3回転ほどねじ込む
取付金具(付属）
取付金具用
本体止めねじ
(付属）

角型引掛シーリングが取付金具のほぼ中央にくるよう
に取り付けてください。取付金具の端にくるように取
り付けると、プラグ(右記手順5「プラグを接続する」
で取り付け)が取り付けられない場合があります。

丸型引掛
シーリング

6 本機中央のふたを閉める

WG6000
WG6130
WG6420

WG6005

□ 取付金具用本体止めねじ : 2 本（品番 RHD35002）
□ NFC タグ : 1 枚
NFC タグはリモコンの袋に貼り付けてあります。袋からはがしてお使いください。
≥NFC タグの紛失、
故障時は
紛失や故障した際は、
NFC タグには機器の情報が含まれているため、修理サービスによる
機器情報の更新が必要です。
機器情報の更新については、出張サ−ビスや、本機をご持参い
ただいて実施させていただきますので、販売店、もしくは修理ご相談窓口（裏面「保証とアフ
ターサービス」
をご参照ください。）
にご依頼ください。
≥リモコンの紛失、故障時は
紛失や故障等で、新たにリモコンをお買い求めになる際には、無線方式リモコンによる、本機への登録が必要
です。リモコンの登録については、出張サ−ビスや、本機をご持参いただいて実施させていただきますので、販
売店、もしくは修理ご相談窓口（裏面「保証とアフターサービス」をご参照ください。）にご依頼ください。
≥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。
≥小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

付属品や別売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/

リモコンの準備

フル引掛
ローゼット

≥ 上記以外の配線器具の場合、
または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

2 本機に別売の拡張アダプター（SH-KLT200-W）を取り付ける（大型照明器具の場合）
拡張アダプターは、以下の際に本機に取り付けるようにして
ください。
≥ 照明器具本体裏面のスポンジ部分の外側寸法（右図 A）が直
径 44 cm を超える場合
j 外側寸法が直径 44 cm 以下の場合は、取り付ける必要は
ありません。
j 拡張アダプターが使用可能なスポンジの最大外側寸法は
直径 52 cm までとなります。
≥ 本機に照明器具を取り付けた際に、
照明器具のスポンジが本
機と接触しない場合

照明器具本体裏面 例）

スピーカー本体を取り外す
照明器具の電源を切り、壁スイッチを切ってから行ってください。

1 照明器具を取り外す
2 本機中央のふたを開ける

4 プラグを外す

プラグを左に回して外してください。

5 本機を支えながら、左に回して本機を外す
≥ 本機を取り付けていた場所に照明器具を取り付ける場合は、取付金具用本体止めねじも外してください。

拡張アダプターの取り付け方は、拡張アダプターの取扱説明書をご覧ください。

準備
1 壁スイッチを入れ、
本機の表示ランプが点灯、もしくは点滅していることを確認する
2 接続したい機器の Bluetooth® 機能を有効にして、本機に近づける
≥ Bluetooth® 機器は本機から約 10 m 以内でお使いください。
「ワンタッチ（NFC）
接続する」( 右記 )
NFC( 近距離無線通信 ) 対応の Bluetooth® 機器をご使用の場合は、
をご覧ください。

手動で登録・接続をする

スポンジ

∫ Bluetooth® 機器を登録する
1 リモコンの [ ーペアリング ] を 2 秒以上押す


表示ランプが緑色に点滅し、登録待機状態になります。
≥ はじめて本機を使用する場合 ( 工場出荷状態 )：
表示ランプが緑色に点滅し、登録待機状態になっています。
®
®

2 Bluetooth 機器のBluetooth メニューなどを開き、機器名（SC-LT200/205）を
選ぶ
機器が登録され、
接続が完了すると、表示ランプが緑色に点灯します。
≥ パスキーの入力を要求された場合は、
本機のパスキー「0000」
（ゼロ４つ）
を入力してください。
≥ 機器によっては、
機器名の登録と接続をそれぞれ個別に設定する必要があります。
®

∫ 登録済みの Bluetooth 機器を接続して音声を出す
1 Bluetooth®機器のBluetooth®メニューなどを開き、機器名（SC-LT200/205）を
選ぶ
接続が完了すると、表示ランプが緑色に点灯します。

1 リモコン裏面のふたを軽く押し、下方向にスライ
ドさせながら開ける
2 ふたを閉めるときは、ふたを上方向にスライドさ
せ、
「カチッ」
と音がするまでまっすぐ差し込む

①

②

≥+ - を確認してください。
≥電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお
使いください。

が表示されるまで）

接続を解除する
≥照明器具の壁スイッチを切る。
≥お使いの Bluetooth® 機器の電源を切る。
≥お使いの機器側で Bluetooth® での送信を中止、または無効にする。

お知らせ
≥同時に接続できる Bluetooth® 機器の台数は 1 台です。
≥本機に登録できる Bluetooth® 機器は最大 8 台です。
最大登録数を超えて登録すると、
Bluetooth® 接続した順番が古いものから上書きされるため、機器の登録が解除
されることがあります。再度お使いいただくには、登録をやり直してください。
≥再生中の映像と音声がずれるときは、
壁スイッチを入れ直したり、
Bluetooth®機器でお使いのアプリを再起動して
ください。
≥ワンタッチ (NFC) 接続は機器によって作動しない場合があります。
≥NFC タグは折り曲げたり、
傷つけたりしないようにしてください。
≥NFC タグは金属物の上で読み取らないようにしてください。正しく動作しません。
≥Bluetooth® 機器に付属されている説明書などもお読みください。
≥本機はスタンバイ時に 10 分以上音声出力がないか、
操作がないとき、自動的に省電力待機状態になり、
電力の消費
を抑えます。

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、ここに記載のない症状のと
きはお買い上げの販売店にご相談ください。

音が途切れる / 音が飛ぶ / 雑音が多い / 音が出ない

Bluetooth® 機器を接続して再生する

引掛埋込
ローゼット

3 NFC タグに Bluetooth 機器をタッチする（機器の画面に接続完了のポップアップ

照明器具の取り付け方については、照明器具の説明書をご覧ください。
≥ 本機には重さ 5 kg、
最大 500 W までの照明器具を取り付けることができます。
≥ 照明器具以外は取り付けないでください。

≥ ねじをすべて外さないようにお気をつけください。

天井に下図のような配線器具が付いている
場合は、付属の取付金具用本体止めねじの
取り付けが必要です

ーペアリング ] を 2 秒以上押す

表示ランプが緑色に点滅し、登録待機状態になります。
®

本機をリセットするには

3 本機を支えながら、取付金具用本体止めねじ（２本）をゆるめる

ローゼットに取付金具用本体止めねじ(2本)を
3回転ほどねじ込む

2 リモコンの [

プラスドライバーを使い、上記手順 3 で外したねじを２か所締め付けてください。
≥ ねじを締め付けすぎないようにお気をつけください。

中央のふたに取り付けられている 2 か所のねじを外してください。

≥ 取付金具を取り付けるための木ねじは付属していません。別途購入が必要です。
長さ 40 mm 以上、
呼び径 4 mm 相当の木ねじをご購入ください。

ローゼット

単 4 形乾電池（付属）

プラグ

7 本機に照明器具を取り付ける

木ねじ(市販品）

WG4000
WG4420
WG4425
WG1500

付属品

5 プラグを接続する

1 天井に付いている配線器具を確認し、取り付けの準備をする

WG1000

〒 571−8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号
C Panasonic Corporation 2013

取付金具用
本体止めねじ

スピーカー本体を取り付ける
≥安全のため、照明器具の壁スイッチを切ってから行ってください。
≥照明器具の取り外し方については、
照明器具の説明書をご覧ください。

≥ アプリ画面の指示に従って、設定してください。
≥ 専用アプリは常に最新バージョンをお使いください。

4 Bluetooth 機器側で、音楽や動画を再生する

③

②

から専用アプリ「Panasonic Music Streaming」
（無料）をダウン
ロードし、
アプリを起動する

接続が完了すると、表示ランプが緑色に点灯します。
≥ Bluetooth® 機器が NFC タグを読み込まない場合は、タッチ位置を変えてください。
®

本機内側
前

NFC 対応 AndroidTM 機器のみ
NFC( 近距離無線通信 ) 機能に対応した Bluetooth® 機器を NFC タグにタッチするだけで、Bluetooth® 機
器の登録から接続完了まで一度に行えます。
接続を解除してください。
（下記
「接続を解除する」をご
≥他のBluetooth®機器と本機を接続している場合は、
参照ください。）
準備
機器側の NFC 機能を有効にする
TM

2 取付金具用本体止めねじとダルマ穴を合わせて、本機を押し上げる
表示ランプがお部屋の中で見やすい向きに本機を調整してから、ダルマ穴に取り付けるようにしてく
ださい。
≥本機を持ち上げるときは、必ず両手で持つようにしてください。
≥本機中央のふたが開いていますので、お気をつけください。
≥プラグは中央ふた側に出すようにしてください。
3 本機を表示ランプの見やすい位置まで右に回す
≥本機内側「前」の記載の方向に表示ランプがあります。位置調整の際に参考にしてください。

照明電源を OFF/ON する
≥ 照明器具の状態により、
このボタンでの操作が
働かないことがあります。
Bluetooth® 登録、ペアリング待機をする
サウンドモードを設定する
サウンドモードが変更できます。お好みに合わせて
変更してください。
（初期設定は「フラット」です。）
音量を調節する
≥ 音量が最大または最小になると、電子音が鳴り
ます。

ワンタッチ（NFC）接続する

2 Bluetooth® 機器側で、音楽や動画を再生する

≥[ON，OFF/照明電源]の「ON」を5秒以上押してください。電子音が2回鳴り、表示ランプが緑色で点滅し、
本機がリ
セットされます。

≥Bluetooth® 通信使用可能距離（約 10 m）を超えていませんか。本機に Bluetooth® 機器を近づけてください。
≥本機と Bluetooth® 機器の間に障害物がありませんか。
障害物を避けてください。
≥使用していない無線 LAN 機器の電源を切ってください。
≥本機に接続した機器によっては、音割れや雑音が発生することがあります。そのときは機器側の音量を下げ
てください。
≥本機の通信モードの設定を変更してみてください。
音が途切れる場合は、
「接続性重視モード」
にしてください。音が途切れにくくなります。
ただし、映像と音声のずれ
が「音質重視モード」
よりも大きくなります。
（初期設定は
「音質重視モード」です。
）無線電話、無線 LAN ルーターな
ど、本機に妨害を与えるような無線機器が周囲にない場合は、
「音質重視モード」に設定してみてください。
より高音
質な音声を楽しむことができます。
j「接続性重視モード」にするには、リモコンの [
ーペアリング ] を押しながら、[ ヘビー ] を 5 秒以上押して
ください。モードが変更されると、電子音が 2 回鳴ります。
「音質重視モード」にするには、リモコンの [
ーペアリング ] を押しながら、[ フラット ] を 5 秒以上押し
てください。モードが変更されると、電子音が 2 回鳴ります。
その際は再度接続し
･ モードを変更したときに、Bluetooth® 機器によっては接続が解除される場合があります。
てください。
≥壁スイッチを入れた直後や設定変更時は、
本機から音が出るまでに約30秒程度かかる場合があります。
しばらくお
待ちください。
≥ワンセグ対応の携帯電話等によっては、
その機器の仕様や設定により、音声が再生されないことがあります。
その場
合、本機の通信モードを
「接続性重視モード」
に設定することで改善される場合があります。
本機と Bluetooth® 機器が無線接続されない

≥機器側の説明書をご覧になって、再度接続を行ってください。
≥本機や Bluetooth® 機器が他の Bluetooth® 機器と接続されていませんか。他の Bluetooth® 機器の電源を
切ってください。
登録をやり直してください。
≥Bluetooth® 機器から本機の登録情報が消去された可能性があります。
機器の登録をやり直
≥Bluetooth® 機器の Bluetooth® メニューなどから本機の登録情報をいったん消去し、
してください。

Bluetooth® 機器と接続されているが、本機から音が出ない

≥Bluetooth® 機器によっては、音声出力を本機に設定しないと音が出ないものがあります。Bluetooth® 機器
の説明書などをお読みください。

本機が正常に動作しない / 表示ランプが赤色で点滅する
≥本機に問題が生じています。壁スイッチを切り、しばらく待ってから、
壁スイッチを入れ、本機を使用するよ
うにしてください。

ワンタッチ (NFC）
接続ができない

≥Bluetooth® 機器側の NFC 機能を有効にしてください。

著作権など
≥Android、Google Play は Google Inc. の商標です。
パナソニック
≥Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、
株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。
他のトレードマークおよび商号は、
各所有権者が所有する財産です。
≥aptX® software is copyright CSR plc or its group companies. All rights reserved.
The aptX® mark and the aptX logo are trademarks of CSR plc or one of its group companies
and may be registered in one or more jurisdictions.

SC-LT200.fm

2 ページ

２０１４年３月２８日

金曜日

午後３時４８分

安全上のご注意

仕様
■ アンプ部

■ 総合

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。

実用最大出力

5 W + 5 W (JEITA）

電源

AC100 V、50/60 Hz

実用最大出力合計値

10 W ( 同時駆動、JEITA)

消費電力

8W
通常待機時 : 約 1.4 W
省電力待機時 : 約 0.7 W

■ Bluetooth® 部
バージョン

Ver. 3.0

送信出力

Class 2 (2.5 mW)

対応プロファイル

A2DP (SCMS-T 対応 )、SPP

スタンバイ時の
消費電力
(Bluetooth®
スタンバイ /
照明電源 OFF )

対応コーデック

aptX®、SBC

質量

スピーカー本体 : 約 2.5 kg

通信方法

2.4 GHz band FH-SS

見通し通信距離

約 10 ｍ
高さ 1 ｍ の位置にて測定

寸法
（最大外径×厚
み）

スピーカー本体 :
φ440 mm × 38 mm
φ440 mm × 72 mm ( 突起部含
む)

許容動作温度

０ ℃〜 +40 ℃ ( 室温 )

許容動作湿度

20 % 〜 80 % RH ( 結露なきこと )

■ スピーカー部
フロントスピーカー (L/R)
形式

1 ウェイ 2 スピーカーシステム
( バスレフ型）

スピーカーユニット

3 cm × 10 cm コーン型

インピーダンス

6Ω

必ずお守りください

注：この仕様は、性能向上のために変更することがあります。

Bluetooth® と無線方式リモコン使用上のお願い
■ 使用周波数帯
本機および無線方式リモコンは 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
周波数表示は認定銘板に記載しています。

２.４ ＧＨｚ 帯を使用
変調方式が DSSS方式
電波与干渉距離1０ ｍ 以下
2.400 GHz〜2.4835 GHzの全帯域を使用
変調方式が FH-SS方式

■ 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。

警告
注意

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」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。

警告
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壁スイッチを切
り、
本体を取り外す
≥煙が出たり、
異常なにおいや音がする
≥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。
･ 電源から外して、販売店にご相談くだ
さい。
必ず平面部の直径が 780 mm 以上の天
井に取り付ける
落下によるけがのおそれがあります。

がたついたり、
破損している配線器具
（ローゼット・引掛シーリング）には取り
付けない
火災、感電、
落下によるけがのおそれがあ
ります。

次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、
落下によるけがのおそれがあ
ります。
●

出しろの少ないもの
フル引掛ローゼット

7mm未満

補強のない薄い天井には取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。
引掛埋込ローゼット/引掛露出ローゼット

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

■ 機器認定
本機および無線方式リモコンは、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、
本機および無線方式リモコン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
≥本機天面もしくはリモコン裏面にある認定銘板を消したり、
はがしたりする

■ 使用制限
≥日本国内でのみ使用できます。
≥すべての Bluetooth® 機能対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
≥ワイヤレス通信する Bluetooth® 機能対応機器は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、
認証を受けている必要があります。
ただし、標準規格に適合している機器であれば、一部動作する場合があ
りますが、機器の仕様や設定により、接続できないことがあり、操作方法･表示･動作を保証するものではあ
りません。
使用環境および設定内容によっ
≥Bluetooth® 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、
てはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時はご注意ください。
≥ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、
当社は一切の責任を負いかねますので
ご了承ください。

補強のない薄い天井

取付金具は補強材のある場所に確実に取
り付ける
落下によるけがのおそれがあります。
取付金具が十分な強度で取り付けられて
いることを確認する
落下してけがのおそれがあります。

長期使用を考慮して設置場所の強度を確
保する
長期使用により設置場所の強度が不足す
ると落下してけがの原因になります。

シーリングハンガーが取り付けられたもの
シーリングハンガー

●

ケースウェイに取り付けられたもの

●

電源端子露出タイプ
電源端子

取り付け、
取り外し時などは足場を確保
し、
安全に作業できるように注意する
転倒、落下してけがをするおそれがあり
ます。

配線器具の定格を超える使いかたや、本
体を交流 100 V 以外での使用はしない
定格を超えると、発熱による火災の原因
になります。

凹凸のある場所に取り付けない
落下によるけがのおそれがあります。

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。

船底天井

格子天井

竿縁天井

取付面が器具外形より
小さい天井

傾斜した場所に取り付けない
火災、落下によるけがのおそれがありま
す。
≥本機は水平天井面取り付け専用です。

■ 用途制限

本機および無線方式リモコンは一般用途を想定したものであり、
ハイセイフティ用途※での使用を想定して
設計･製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。
※
ハイセイフティ用途とは、以下のような、
きわめて高度な安全性が要求され、直接生命･身体に重大な危険性
を伴う用途のことをいいます。
例： 原子力施設における核反応制御 / 航空機自動飛行制御 / 航空交通管制 / 大量輸送システムにおける運
航制御 / 生命維持のための医療機器 / 兵器システムにおけるミサイル発射制御など

●

天井への取り付け強度は 25 kg 以上を
確保する
強度が不足すると、落下してけがの原因
になることがあります。

■ 他機器からの影響
≥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。
･ 電子レンジ
･ デジタルコードレス電話機
･ その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
･ 電波が反射しやすい金属物などの近く
≥放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

斜めに取り付けられたもの

本機に 5 kg を超える照明器具を取り付
けない
落下によるけがのおそれがあります。

■ 使用可能距離
本機は見通し距離約 10 m 以内、無線方式リモコンは約 7 m 以内で使用してください。
間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、
人が間に入った場合、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。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

●

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。
≥販売店、工事店に交換を依頼してくだ
さい。
( 取り外しには資格が必要です。)

雷が鳴ったら、
本機に触れない
感電の原因になります。

単 4 形電池やねじ類は、
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。

■ 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。

注意

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。

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。

取り付けの際は、専門の構成部品を使用
する
機器本体が落下したり、破損して、けがの
原因になることがあります。

自動ドア、
火災報知機などの自動制御機
器の近くに本機を取り付けない
本機やリモコン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。

取り付けたねじが壁内部の金属部や配線
部材と接触しないように設置する
壁内部の金属部や配線部材と接触して、
感電の原因になることがあります。

病院内や医療用電気機器のある場所に本
機を取り付けない
本機やリモコン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。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいも
のを近づけない
スピーカーの磁気の影響で、
キャッシュ
カードや定期券、時計などが正しく機能
しなくなることがあります。
≥スピーカーは防磁設計ではありませ
ん。

「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。

7mm未満
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ときは、次の連絡先へお問い合わせください。

警告

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 以内で本機やリモコ
ンを使用しない
本機やリモコン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。

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。

電池は誤った使いかたをしない
≥指定以外の電池を使わない
≥乾電池は充電しない
≥加熱・分解したり、水などの液体や火の
中に入れたりしない
≥+ と - を針金などで接続しない
≥金属製のネックレスやヘアピンなどと
いっしょに保管しない
≥+ と - を逆に入れない
≥新・旧電池や違う種類の電池をいっ
しょに使わない
≥被覆のはがれた電池は使わない
取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破
裂などを起こし、
火災や周囲汚損の原因
になります。
≥電池には安全のため被覆をかぶせてい
ます。
これをはがすとショートによる
火災の原因になりますので、絶対には
がさないでください。

油煙や湯気の当たるところ、
湿気やほこ
りの多いところに設置しない
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。

¥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・・・
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【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。

長期間使わないときは、リモコンから電
池を取り出す
液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、
火
災や周囲汚損の原因になることがありま
す。
点灯中や消灯直後は本機にさわらない
やけどの原因となることがあります。

異常に温度が高くなるところに設置しな
い
火災の原因となることがあります。
≥直射日光の当たるところや、暖房器具
の近くに設置しないでください。
≥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。

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。
使い切った電池は、すぐにリモコンから
取り出す
そのまま機器の中に放置すると、電池の
液もれや、
発熱・破裂の原因になります。

保証とアフターサービス（よくお読みください）
▼お買い上げの際に記入されると便利です

使いかた・お手入れ・修理 などは

■ まず､お買い求め先へご相談ください

販売店名
電話

（

お買い上げ日

）
年

ー
月

お手入れ
日

修理を依頼されるときは
「故障かな？」でご確認のあと、直らないときは、壁スイッチを切り、お買い上げ日と下記の内容をご連絡くだ
さい。
本機、
リモコン及び NFC タグを一緒に修理にご依頼ください。
●製品名

ワイヤレススピーカーシステム

●品

SC-LT200

番

●故障の状況

できるだけ具体的に

¥保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
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。

本体をお手入れするときは、乾いた柔らかい布でふいてください。
≥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、
乾いた柔らかい布で軽
くふいてください。
≥ベンジン、
シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、
塗装がはげるおそれが
ありますので使用しないでください。
≥化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

愛情点検

長年ご使用のワイヤレススピーカーシステムの点検を !
・ 煙が出たり、異常なにおいや音がする
・ 音声が出ないことがある
こんな症状は
・ 内部に水や異物が入った
ありませんか
・ 本体に変形や破損した部分がある
・ その他の異常や故障がある

ご使 用 中 止

故障や事故防止のため、本体を
外して、必ず販売店に点検をご
相談ください。

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、
このワイヤレススピーカーシステムの補修用性能部品（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。

音のエチケット
楽しい音楽も時と場所によっては気になるも
のです。適度の音量にして隣り近所へ配慮し
ましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも 音のエチケット
一つの方法です。
シンボルマーク

