
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」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。
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保証書付き

■ 適応機種（2011年 2月現在）

本書では、当社製デジタルメディアプレーヤーSV-MV100
（別売）との接続を例に説明しています。

 
1 ACアダプターをコンセントに差し込む

2 ACアダプターのケーブルの向きを確かめ、奥
まで差し込む

≥ デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビの
取扱説明書もお読みください。

国、地域、滞在先によって電源コンセ
ントの形状は異なります。海外旅行を
される場合は、その国、地域、滞在先
に合ったプラグを準備してください。
変換プラグは、お買い上げの販売店に
ご相談のうえ、お求めください。充電
のしかたは、国内と同じです。

ACアダプターは日本国内で使用することを前提として設計
されておりますが、海外旅行等での一時的な使用は問題あり
ません。
≥ ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントか
ら外してください。

品名：ACアダプター
品番：RP-AC500（RFEA503J）

商品名 対応機種の品番
デジタルメディアプレーヤー SV-MV100

ポータブルテレビ

SV-ME750、SV-ME700、
SV-ME650、SV-ME550、
SV-ME75、SV-ME70、
SV-MC75、SV-MC55

充電する /電源として使用する

海外旅行先で使う

ACアダプターは、電源電圧（100 V～240 V）、電源
周波数（50 Hz、60 Hz）でご使用いただけます。市販
の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

デジタルメディア
プレーヤー(別売)
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変換プラグの一例

差し込む

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）

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、電源プラグを抜く
≥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
≥電源プラグが異常に熱い
≥本体に変形や破損した部分がある
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
≥電源を切り、コンセントから電源プラグを
抜いて、販売店にご相談ください。

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。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは
しない
感電の原因になります。

雷が鳴ったら、電源プラグなどの金属部
に触れない
感電の原因になります。

ACアダプターのコードやプラグを破損
するようなことはしない（傷つける、加
工する、熱器具に近づける、無理に曲げ
る、ねじる、引っ張る、重い物を載せ
る、束ねるなど）
傷んだまま使用すると、火災・感電・ショー
トの原因になります。
≥コードやプラグの修理は、販売店にご相談
ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

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。

警告

分解禁止

コンセントや配線器具の定格を超える
使いかたや、交流100 V～ 240 V以
外での使用はしない
たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ
る火災の原因になります。

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・故障の
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。

電源プラグのほこり等は定期的にとる
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。
≥電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
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
わないでください。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったり
しない
落下すると、けがや製品の故障の原因になる
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。外装ケー
スや内部部品が劣化するほか、火災の原因に
なることがあります。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこ
りの多いところに置かない
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。

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。

≥ デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビの取
扱説明書「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

警告

注意

取扱説明書
ACアダプター

品番 RP-AC500

RP-AC500

ACアダプター保証書
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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。
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・・・

≥ 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。

130

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・・・
この取扱説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まずACアダプター
をコンセントから抜いて、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ACアダプタ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。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

●製品名 ACアダプター
●品　番 RP-AC500
●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

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置（電源プラグ）へ容
易に手が届くようにしてください。
≥ 使用後は、必ずACアダプターを電源コンセントから抜いてください。
（接続したままにしていると、ACアダプター単体で約0.1 Wの電力
を消費しています）

≥ ACアダプターの端子部を汚さないでください。

≥ この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

使用上のお願い

仕様

入力 AC 100 V―240 V　50/60 Hz　13 VA（AC 100 V時）
出力 DC 5.0 V　720 mA
外形寸法 約 幅55 mm×高さ59 mm×奥行22 mm　（突起部除く）
質量 約67 g
推奨動作温度 5 ℃～35 ℃
充電温度範囲 5 ℃～35 ℃

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。

¤

愛情点検 長年ご使用のＡＣアダプターの点検を !

こんな症状は
ありませんか ご使用中止

故障や事故防止のた
め、電源を切り、コン
セントから電源プラ
グを抜いて、必ず販
売店に点検をご相談
ください。

・ 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
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