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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」（ 7～8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。

保証書付き

会員サイト｢CLUB Panasonic｣で｢ご愛用者登録｣をしてください

http://club.panasonic.jp/
※ このサービスはWEB限定のサービスです。

別売のワイヤレスマイクロホンおよびワイヤレス受信機の専用充電式電池を一度に複数充電することができます。

準備
 •本機を水平に設置し、電源コードを接続してください。
 •ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機に専用充
電式電池が装着されていることをご確認ください。
 •ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機の電源を
切ってから充電してください。

１電源を入れる
電源ランプが点灯します。

2 ワイヤレスマイクロホン、
ワイヤレス受信機を入れる
充電状態表示ランプが“緑”に点灯し、充電が始まります。
 •ワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス受信機の方向、収納部の位置には制限なく入れることができます。

充電できる機器と充電時間
充電できる機器 充電できる電池 充電時間

ワイヤレスマイクロホン RD-M650AZ
RD-M650Z 専用充電式

ニッケル水素電池
(HHR-3AM/2B)
(HHR-3AH/2B)

タイマーに
よる
約6時間

ワイヤレス受信機

RD-660AZ
RD-650AZ/12
RD-660Z
RD-650Z/12
RD-650Z/34

ワイヤレスマイクロホン RD-M550Z 専用充電式
ニカド電池※

(P-3GAV/2B)
ワイヤレス受信機

RD-560Z
RD-550Z/12
RD-550Z/34

• ワイヤレス受信機RD-544は、本機で
は充電できません。
※ 買い替え用電池として、専用充電式
ニッケル水素電池がご使用できます。

お知らせ
タイマー充電方式を採用していますので、充電すると電池
残量が残っている場合でも充電動作が約6時間続きます。

■充電が終わると
充電状態表示ランプ“緑”が消灯します。
 •全ての充電が終わったら電源を切ってください。
電源を切らずにワイヤレスマイクロホン、ワイヤレス
受信機を抜き差しすると、再び充電が始まります。

■充電状態表示ランプ

“緑” 消灯 “オレンジ” “赤”

充電中 充電完了 放電中 (リフレッシュ ) 電池または
本体の故障

 •“赤”が長時間にわたって点灯しつづけているときは電池
の不良が考えられます。新しい専用充電式電池に交換し
てください。それでも点灯しつづけるときは本体の故障
が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談くだ
さい。

数回使用後の充電は
RD-M550Z, RD-560Z, RD-550Z/12, RD-550Z/34 のみ
充電式ニカド電池を使用したワイヤレスマイクロホン、
ワイヤレス受信機は、電池残量が残った状態で充電をくり
返すと使用時間が短くなることがあります。
一度放電してから充電することにより使用時間が回復しま
すので、約10回に1回は、下記の方法で充電することを
おすすめします ( リフレッシュ充電 )。

充電手順2の後に

3 リフレッシュボタンを約2秒押す
充電状態表示ランプが“オレンジ”に変わり放電が始ま
ります。後に“緑”に戻り充電が始まります。

対象機器 最大放電時間
RD-M550Z, RD-560Z, RD-550Z/12,RD-550Z/34 約4時間
•放電中に電源を入れ直したりワイヤレスマイクロホン、ワ
イヤレス受信機を抜き差しすると、充電モードになります。
•充電が終わった後リフレッシュ充電を行った場合、放電が
1時間程度で完了するときは電池の寿命です。新しい専用
充電式電池に交換してください。交換されるときは、専用
充電式ニッケル水素電池のご使用をおすすめします。

充電時のお願い
 •専用充電式電池といっしょにマンガン電池が入った状態
で充電すると、充電状態表示ランプが点灯することがあ
りますが、充電はされません。
 •充電中、本体が少し熱を持ちますが、異常ではありません。
 •音響機器や他の機器に電気雑音が入ることがあります。
そのときは、できるだけ離してご使用ください。

使用上のお願い
以下のことは故障の原因となりますので、避けてください。
 •強い衝撃や落下
 •倉庫などのほこりの多いところでの使用
 •暖房器具の近くなど温度が高いところでの使用

お手入れ
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。

主な仕様

RD-9622Z

電　　　源
AC100 V  50/60 Hz

55 VA

出　　　力
DC 2.4 V

DC 0.2 A × 22

充電収納数 22 個

最大外形寸法
(幅×高さ×奥行 )

472 mm×105 mm×215 mm

質　　　量 約4.4 kg

• この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

長年ご使用の充電器の点検を！

こんな症状はありませんか

・煙が出たり、異常なにおいや音がする
・正常に動作しないことがある
・商品に破損した部分がある
・その他の異常や故障がある

故障や事故防止のため、本体の電源を
切り、充電時は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。

充電をする
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取扱説明書
パナガイド用充電器

品番 RD-9622Z

パナガイド用充電器 保証書

RD-9622Z

RQT7564-2MT
M1103KZ6035

見本
株式会社エクセリ

(代理店届出番号C1909977)
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/

https://www.exseli.com/details/524/RD-9622Z.html


 警告
機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない
• ショートや発熱により火災や感電の原因になります。
• 機器の上に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。

分解禁止

分解、改造したりしない
• 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
• 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

接触禁止

雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない
• 感電の恐れがあります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

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。
• 抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてください。
• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。
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。
• 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。
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用しないでください。

ぬれ手禁止

濡れた手で、電源プラグの抜き差しはしない
• 感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V
以外での使用はしない
• たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原
因になります。

電源プラグ
を抜く

異常があったときは電源プラグを抜く
• 機器内部に金属や水、異物が入ったとき
• 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき
• そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
• 販売店にご相談ください。

 注意
油煙や湯気の当たるところや、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、火災や感電の原因にな
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
• 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。
• 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。

不安定な場所に置かない
• 上に大きなもの、重いものを載せない
• 高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に
置かない
• 機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることが
あります。

コードを接続した状態で移動しない
• 接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき
火災や感電の原因になることがあります。
• また、引っかかったりして、けがの原因になることがあり
ます。

電源プラグ
を抜く

お手入れの前には、電源プラグを抜く
• 入れたままにしておくと、感電の原因になることがあります。

保証とアフターサービス 安全上のご注意
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。

 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。

 ■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。

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
▼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

修理を依頼されるときは
もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないと
きは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●製品名 パナガイド用充電器
●品　番 RD-9622Z
●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お買い上げの販売店が修理させ
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、このパナガイド用充電器の補修用性能部品（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。

 ■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。

【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。
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よくお読みください 必ずお守りください

RQT7564-2MT
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