
実寸サイズ

テレビの音声が手元ではっきり聴こえる
コンパクトスピーカー

ワイヤレススピーカーシステム
カタログ

-K（ブラック）-W（ホワイト） -R（レッド）

SC-MC20
ポータブルワイヤレススピーカーシステム



※1 音声出力5mW＋5mWにより測定（Bluetooth®接続して、周囲の温度が25℃で使用した場合）。 ※2 ［IPX5（噴流に対する保護等級）について］常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mm
のノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しています。 ［IPX7（浸水に対する保護等級）について］常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに
沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しています。 ●SC-MC20は、テレビにシアターシステムを接続していると、テレビからの音声がワイヤレス送信機に出力されないこと

ポータブルワイヤレススピーカーシステム

SC-MC20

コンパクト設計なので、お好きな場所に気軽に置け、持ち運びもかんたん。
また、操作しやすいよう、電源ボタンの幅を当社従来品（SC-MC10）の約2倍
の約12mmとしました。

直径104mm

高さ
45mm

テレビにワイヤレス送信機をつないで、音声信号を
Bluetooth®でワイヤレススピーカーに送信。
テレビの音声が手元ではっきり聴こえます。
人の声を強調する「快聴音」機能を搭載して
いるので、ドラマやニュースの音声が聴き取り
やすくなります。＊　
＊聴き取りやすさには個人差があります。

テレビなどの音声が聴き取りやすい「快聴音」機能搭載

置き場所を選ばないコンパクトサイズ ■2WAY電源対応（充電式電池／AC電源）
　充電式電池で、約10時間※1の長時間再生可能

■テレビやスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで
　再生できる「Bluetooth®対応」

オープン価格※ 色：-W（ホワイト）、-K（ブラック）、-R（レッド） 付属品：DCケーブル（1m、ワイヤレス送信機用）、DCケーブル（2m、ワイヤレススピーカー用）、ACアダプター×2、音声接続コード、変換コード

ドラマやニュースの音声が手元ではっきり聴こえる

●防水、防滴仕様ではありません。　●電子レンジ使用時は音が途切れることがあります。

みんなと一緒に楽しめる 少し離れても楽しめる

テレビの音声をより楽しめる

ワイヤレス
送信機-K（ブラック）-W（ホワイト） -R（レッド）

ワイヤレススピーカー

ワイヤレス
送信機

音声接続コード

ACアダプター

DCケーブル

テレビ

ヘッドホン端子も搭載

MC20の
商品ページ



があります。そのときはシアターシステムの電源を切ってみてください。●テレビからも同時に音声出力を出す場合は、「テレビ側の機能」に依存される場合があります。●ディスプレイ表示は、ハメコミ合成（イ
メージ）、表示内容は使用例です。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。

待機時消費電力 約0.25W

■音楽を高音質で再生するステレオスピーカー搭載
■IPX7※2に対応するフルレンジ6.5cmのスピーカーユニット
■インターネットラジオが楽しめるアプリ
　「Qualcomm®  AllPlay™ Radio powered by TuneIn」対応
■ワンタッチでお気に入りのネットラジオ局が聴ける「プリセット機能」
■ダイナミックな重低音を響かせる「Wパッシブラジエーター」

ワイヤレススピーカーシステム

SC-ALL05★

オープン価格※ 色：-W（ホワイト） 付属品：電源コード、ACアダプター

■ワンタッチでお気に入りのネットラジオ局が
　聴ける「プリセット機能」
■毎日の生活に役立つ時計表示
■2台組み合わせればLRステレオ音声が楽しめる

ワイヤレススピーカーシステム

SC-ALL2★

オープン価格※ 色：-K（ブラック） 付属品：電源コード
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ダイナミックな重低音を響かせる
「Wパッシブラジエーター」

2台組み合わせればLRステレオ音声が楽しめる

防 水
タイプ

JIS IPX5/IPX7相当
※2

当社「AllPlay™」対応機器との組み合わせで快適な音楽空間を実現
当社「AllPlay™」対応機器を組み合わせて
使えば、さまざまな音源を複数のスピーカーから
同時に鳴らすことができます。また、スマート
フォンからアクセスするだけで電源が入り、
すぐに使えます。 AllPlay™

Wi-Fi®を利用して
音質の劣化なく送信

Bluetooth®

圧縮して伝送するので
音質が劣化する

スマートフォン・タブレットに保存した音源／
NASに保存した音源

アプリ「Panasonic Music Streaming」を用いて再生

インターネットラジオ
アプリ「Qualcomm® AllPlay™ Radio powered by TuneIn」を用いて再生

［AllPlay™対応により本製品で楽しめる高音質の音源］

信

Bluetooth®

圧縮して伝送するので
音質が劣化する

非圧縮の音楽伝送方式で高音質が楽しめる
AllPlay™では、Bluetooth®のように音楽を圧縮することなく
送信するので、音源そのままの高音質を楽しめます。

キッチン 寝室

「Al l P l a y™」について詳しくは
各商品のウェブページをご覧ください。

暮らしに寄り添う高音質ネットワークスピーカー

お風呂などで音楽を楽しめる防水仕様のネットワークスピーカー
ALL05の
商品ページ

ALL2の
商品ページ
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東京都品川区東品川1-39-9

R-JJCTMC201

このカタログの記載内容は
2018年5月1日現在のものです。

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニック オーディオご相談窓口におたずねください。

●Qualcomm® AllPlay™は、Qualcomm Connected Experiences, Inc.の製品です。Qualcomm は、米国およびその他の国で登録されているQualcomm Incorporatedの商標であり、許可を得て使用しています。
Qualcomm® AllPlay™ Radio powered by TuneIn は、Qualcomm Technologies, Inc.の製品です。AllPlay は、米国およびその他の国で登録されているQualcomm Connected Experiences, Inc.の商標であり、
許可を得て使用しています。TuneIn は、米国およびその他の国で登録されているTuneIn Inc.の商標であり、許可を得て使用しています。●DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, 
service marks, or cert ificat ion marks of the Digita l  L iv ing Network Al l iance.●“Wi-Fi CERTIFIED™”ロゴは、“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。Wi-Fi Protected Setup™ロゴは、
“Wi-Fi Alliance®”の認証マークです。“Wi-Fi®”は“Wi-Fi Alliance®”の登録商標です。“Wi-Fi Protected Setup™”、“WPA2™”は“Wi-Fi Alliance®”の商標です。●Bluetooth®の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、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
●“Spot ify”および“Spot ify”ロゴはSpotifyグループの商標です。

※1 周囲温度25℃/電池を使い切った状態で、電源「切」状態で充電時。 ※2 音声出力5mW＋5mWにより測定（Bluetooth®接続して、周囲の温度が25℃で使用した場合）。※3 アナログプレーヤーを接続する
ときは、フォノイコライザー内蔵のものか、別途フォノイコライザー（市販）が必要です。 ※4 ネットワークスタンバイを「OFF」に設定時。 ※5 表示窓が消灯している場合。 ※6 Bluetooth®スタンバイOFF時。
※7 ［IPX5（噴流に対する保護等級）について］常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応し
ています。 ［IPX7（浸水に対する保護等級）について］常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しています。　
●写真のスマートフォンは付属していません。★印の商品は、在庫切れの場合があります。販売店でご相談ください。  

総合電源

本体寸法（幅×高さ×奥行）

合計質量

ディスプレイ

防水性能

AllPlayTM 対応

Panasonic Music Streaming 対応

無線LAN

消費電力（待機時消費電力）

サウンドジャンプリンク対応

実用最大出力（JEITA）
アンプ

形式

外部入出力端子※3

マニュアルイコライザー

使用スピーカー

Bluetooth®対応（対応コーデック）

SC-ALL2★SC-ALL05★

防 水
タイプ

ワイヤレススピーカーシステム主な機能一覧

外形寸法（幅×高さ×奥行）

質量

総合電源

電池持続時間（Bluetooth®）
充電時間

プリセットイコライザー

実用最大出力（JEITA）

アンプ

形式

使用スピーカー

ヘッドホン出力端子

バージョン

送信出力

対応プロファイル

対応コーデック

通信方式

見通し通信距離

Panasonic Music Streaming対応

Bluetooth®

3.6 cm コーン型 フルレンジ×2

DC5V、800mA　内蔵電池3.7V（1400mAh）　
5.2Wh   Li-ion電池

連続再生時間  約10時間※2 出力10mW（5mW+5mW）

フルデジタルアンプ

●（快聴音）

ステレオミニ（φ3.5 mm）

Ver. 3.0

Class 2（2.5 mW）

A2DP（SCMS -T対応）

約8時間※1

●

約191g

SBC:Ultra low Delay Solution

2402～2480 MHz
（AFH-SS:適応型周波数ホッピングスペクトラム拡散方式）

約10m  高さ1mの位置にて測定

2W（1W+1W）8Ω、1 kHz、全高調波ひずみ率 1.5％

104×45×104mm

SC-MC20

1ウェイ1スピーカー（バスレフ型）

ポータブルワイヤレススピーカーシステム

外形寸法（幅×高さ×奥行）

質量

44×69×16mm

約25gSC-MC20
ワイヤレス送信機

-K（ブラック）-W（ホワイト） -R（レッド）

約1.5kg

120×180×135mm

IEEE802.11a/b/g/n

1ウェイ1スピーカー、
密閉型

8 cm コーン型フルレンジ×1

18W 電源切（スタンバイ時）※4・5・6:約0.25W、
電源切（スタンバイ）時（「BLUETOOTH
STANDBY」を「ON」に設定時）※4・5:約0.3W、
（ネットワークスタンバイを「ON」に設定時）
:約3.5W

音声入力（ステレオミニ）
LAN端子

AC100 V（50 Hz/60 Hz）

40W

●（SBC）

フルデジタルアンプ

● （BASS/TREBLE : Panasonic
 　  Music Streaming アプリから設定）

●

●（英・数）

●

－

●

6.5cmコーン型フルレンジ×2
6.5cm パッシブラジエーター×2

約1.5kg

170×179×77mm

IEEE802.11a/b/g/n

1ウェイ1スピーカー、
パッシブラジエーター型

11W 
電源切（スタンバイ）時:約1.4VA
（ネットワークスタンバイ無効時）
電源切（スタンバイ）時:約6.5VA
（ネットワークスタンバイ有効時）

LAN端子

DC12V 3A/充電式電池 7.28V（Li-ion 2950mAh）

10W＋10W（ACアダプター使用時）

●（SBC）

フルデジタルアンプ

●（BASS/TREBLE : Panasonic
 　 Music Streaming アプリから設定）

●

－

●

●（IPX5/IPX7相当）※7

●

アンプ

スピーカー

接続端子

システム

ワイヤレス
接続

アンプ

スピーカー

接続端子

システム

ワイヤレス
接続

Spotify Connect 対応で快適に楽しめる

ネットワーク接続

Spotify Connect 対応で快適に楽しめる

ネットワーク接続

「Spotify」とは4,000万曲以上の楽曲と
20億以上あるプレイリストを無料で利
用できるデジタル音楽発見サービスで
す。「Spotify Connect」対応オーディオ
機器なら「Spotify」アプリを使ってかん
たんに操作できます。＊

音楽発見サービス「Spotify」にも対応。新しい音楽と出会おう
特長

対応機種
SC-ALL05　  　SC-ALL2


