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部屋にいて来客とお話しするためのインターホンです
※呼出音増設用スピーカー（VL-862W）は接続できません。

ピン�
　ポン�

ピン�
　ポン�

（VL-568KA）

（VL-A457SAX）

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� 年　 月　 日�品�番�

販売店名�
　（　　　）　　　－　　　�

Panasonic System Networks Co., Ltd. 2003

〒153-8687  東京都目黒区下目黒二丁目3番8号� VL-A157SAX

SC0803-5129 3TR001832EAA

チャイミー 1-1タイプ

取扱説明書 工事説明付き

VL-A157SAX品番 （AC直結式親機 VL-A457SAX
玄関子機 VL-568KA ）

商品の特長

このたびは、お買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正
しくお使いください。そのあと保存し、必要なと
きにお読みください。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入
を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書
付き
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●販売店へご相談ください。

警告

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や
損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、
説明しています。

この表示の欄は、「死亡または
重傷などを負う可能性が想定され
る」内容です。

注意
警告

この表示の欄は、「傷害を負う可能
性または物的損害のみが発生する
可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけ
ない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していた
だく「強制」内容です。

■電源（AC100V）を入れた
まま工事配線をしない

感電や故障の原因となり
ます。

禁　止
●電源配線工事には電気工事士の資格が
必要です。販売店へご相談ください。

■電源電圧（AC100V）直結端
子のところに指定以外の電圧
（例AC200V）を接続しない

指定以外の電圧や電源で
使用すると火災や感電、
故障の原因となります。

禁　止
●電源配線工事には電気工事士の資格が
必要です。販売店へご相談ください。

■壁取付時、重量に耐える指
定の取付方法で取り付ける

ゆるみやはずれで落下し、
事故の原因となることが
あります。

■分解・改造しない
感電や故障の原因となり
ます。

分解禁止
●内部の点検や修理などは販売店へご依
頼ください。

■指定以外の端子に電源（AC
100V）を接続しない

ショートして火災や感電、
故障の原因となります。

禁　止

■雷のときは工事配線をしない
雷によっては火災や感
電、故障の原因となりま
す。

禁　止

■異物を入れない
隙間などから、水や金属
類・紙類を入れると火災
や感電の原因となりま
す。禁　止

■チャイム線など既設の配線を
利用する場合は、AC100V
が通電されていないことを
確認する

そのまま使用すると、
感電、破損の原因となり
ます。

注意
■土中埋設配線する場合は、
土中での接続はしない

絶縁劣化により、感電や
故障の原因となります。

■水や薬品のかかる場所、湿
気やホコリの多いところに
置かない

火災や感電、故障の原因
となります。

禁　止

■土中埋設配線する場合は、
保護管を使用する

絶縁劣化により、感電や
故障の原因となります。

■故障したまま受話器を耳に当てない
耳を痛めるおそれが
あります。

禁　止
●修理や点検は、販売店にご連絡ください。

■受話器のフックスイッチ部に、指や
異物等を入れて受話器を耳に当てない

耳を痛めるおそれが
あります。

禁　止

フックスイッチ� 受話器�

必ずお守りください安全上のご注意
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220

単位：mm 

接続端子�

AC100V�
電源接続端子�

1
AC100V

2
3
4

呼出音量�
スイッチ�

受話器�

●3段階に�
　切り換え�
　られます�

裏面�側面�前面�

呼
出
音
量
�

大�

中�

小�

呼出用�
スピーカー�

3

D1 D2

130

98

露出ケース�

固定孔�

接続端子�

固定孔�

コード�
引出孔�

本体�

本体止めねじ�

呼出ボタン�

水抜き孔（ふさがないでください）�

49

23.25

83.5

23.25

28
単位：mm 

使いかた

親機（VL-A457SAX）

・小ねじ：4mm×25mm……2本
（スイッチボックス固定用）
・木ねじ：4mm×16mm……2本
（壁等に固定用）
・壁掛金具………………………1個

付属品

玄関子機（VL-568KA）

・小ねじ：4mm×25mm……2本
（スイッチボックス固定用）
・木ねじ：3.8mm×20mm…2本
（壁等に固定用）

付属品

玄関子機の呼出ボタンが
押されたら

受話器を取り、通話する

終わったら、受話器をもどす
※受話器がはずれていると、室内の音が
外にもれます。

各部の名前／付属品

玄関子機から呼び出されたら お手入れの方法

仕　様

�
電 源 電 圧 �
�
消費電力・電流�
�
外 形 寸 法 �
�
質 量 �
�
通 話 方 式 �
�
呼 出 方 式 �

�
AC100 V（直結式）�

�
2 W�
�

高さ220 mm 幅76 mm 奥行き60 mm�
�

約410 g�
�

同時通話�
�

電子チャイム音（ピンポン）�

�
DC6 V（親機より供給）�

�
4.5 mA�
�

高さ130 mm 幅98 mm 奥行き28 mm�
�

約200 g�
�

拡声形同時通話�

親機（VL-A457SAX）� 玄関子機（VL-568KA）�

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、台所用洗剤（中性）を
水で薄め、柔らかい布にしみこませ、固く絞
り、軽くふいてください。その後、乾いた柔
らかい布で洗剤成分をふき取ってください。

●ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと
変質したり、塗料がはがれることがあります
ので避けてください。化学ぞうきんをご使用
の際は、その注意書きに従ってください。

1

2

3
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工事説明（2ページも合わせてご覧ください）

玄関子機�
VL-568KA

2線�
（無極性）�

※呼出音増設用スピーカー�
 （VL-862W）は接続できません。�

親機�
VL-A457SAX�
� 親機�

�

玄関子機�
�

AC100V

AC100V電源接続端子�

電源線AC100V

D2D1

1

2

≪配線材料と配線距離≫
■AC直結式親機の電源線は➡直径1.6mm、または2mmCu(銅)単線専用です。より線を使う場合はWV2500

（パナソニック電工（株）製）絶縁被ふく付棒型圧着端子をお使いください。
AC100V電源線は、600V 以上の絶縁電線をお使いください。

■玄関子機・親機間の配線は➡導体径1.2mm以下のものをお使いください。

線　種�

�
より線（素線数／素線径）��
単線（導体径）�

配線距離� 150mまで�

12本/0.18mm��
  0.65mm

250mまで�

20本/0.18mm��
  0.8mm

400mまで�

30本/0.18mm��
 1.0mm

玄関子機・親機間（ループ抵抗20Ω以内）　�

# 壁掛金具をスイッチボックスに取り付ける

$ 本体を壁掛金具へ引っかけ、下に押し込む

≪スイッチボックスを使用する場合≫ ≪パネル壁に取り付ける場合≫

本体� 壁掛金具�

小ねじ（付属品）�

壁�

JIS1個用スイッチ�
ボックス（カバー付）�

既設の配線例� 次のような配線に�

押しボタン� 乾電池�

チャイム、ブザー�

押しボタン� AC100V

チャイム、ブザー�

トランス�
玄関子機� AC100V

ショートする�

親機�

絶縁抵抗値�

線路抵抗値�

DC500Vにて1MΩ以上�

直流抵抗計にてループ抵抗20Ω以内�

●電源について：接点距離が3.0mm以上有する分電盤のブレーカーに接続してください。
ブレーカーは保護アース導体を除くすべての極が遮断できるものを使用すること。
●使用する埋込ボックス（電源線と親機・玄関子機間配線の間）に、けんろうな隔壁を設けてください。

●金属ボックスを使用する場合は、D種接地を行ってください。
●既設チャイム配線等の平行2線ケーブルを接続使用する場合は、配線材の線種(φ1.2mm以下）を確認後、接続
工事の前に必ず大地アースと既設配線との絶縁抵抗、既設配線2線間の絶縁抵抗、および既設配線の線路抵抗値
（直流ループ抵抗）を測定のうえ、下記の抵抗値と照合し、異常のないことを確認してから設置してください。
●チャイム、ブザーの電源は切ってください。
●チャイム、ブザーがAC100Vの電灯線で直接動作する場合には、配線を利用することはできません。別に配線
してください。

配線のしかた

■パネル壁の穴あけ寸法パナソニック電工（株）製の
はさみ金具を利用し、石膏
ボード等の壁に右図の穴を
あけ、取り付けてください。

WN3990��
WN3993020

はさみ金具品番�

3～10mm厚の合板 ��
7～18mm厚の石膏ボード �

対象壁�
取り付け�
穴中心�

51+5mm0

1
1
5
+1
0
m
m

0

親機の取り付けかた

工事上のお願い 電気工事士の免許取得者が、電気設備技術基準189条施工を行ってください。

親機の取り付けは、床面からの高さが約
1400mm（セット中心位置）となるようにし
てください。
●受話器が落下した際、故障の原因になりま
す。

お願い
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保証とアフターサービス　(よくお読みください)

線材はずし穴�

# 線材被ふくを約14mmむく
$ 1本ずつ奥まで強く差し込む

■線材のはずしかた

AC100V電源�
接続端子断面図�

30mm
14mm

≪AC100V電源線の結線方法≫

# 本体止めねじをはずし、付属の小ねじまたは、木ねじで露出ケースを固定する
$ 本体上部のツメを露出ケースに差し込み、ツメを中心に回転するようにして下部をケースに密着させる
% 本体を本体止めねじで露出ケースに固定する

JIS1個用スイッチ�
ボックス（カバー付）

本体�

露出ケース�

小ねじ�
（付属品）�

配線�

本体�
止め�
ねじ�

ツメ�

壁�

配線�

8
3
.5
m
m

本体�

露出ケース�

木ねじ�
（付属品）�

本体�
止め�
ねじ�

ツメ�

≪スイッチボックスを使用する場合≫ ≪壁や柱に直接取り付ける場合≫

玄関子機の取り付けかた

≪親機・玄関子機間配線の結線方法≫

# 線材被ふくを約11mmむく
$ Ｂ部を押しながら線材を確実にＡ部に挿入する

■線材のはずしかた

ドライバーの先などでＢ部を押し込みながら
線材を引き抜く。マイナスドライバーを

差し込みながら線材を引き抜く。

※線種は、単線φ0.65～1.2mm
（より線0.3～1.25mm2）

※線種は、単線φ1.6または2.0mmです Ａ部�

Ｂ部�

工事説明

●垂直な壁（面）に取り付けてください。 ● 本体底面と露出ケース底面の水抜き孔をふさがないでください。

■奥まで確実に差し込む
注意

差し込みが不十分な場合、発熱の
原因になります。

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…
●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(裏表紙をご覧ください)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、
保管してください。

保証期間 : お買い上げ日から本体1年間

■ 補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、このチャイミー1-1タイプの補修用性能部
品を、製造打ち切り後7年保有しています。
（注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す

るために必要な部品です。

■ 修理を依頼されるとき
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、出張
修理をさせていただきます。

●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、ご要望により修理させて
いただきます。下記修理料金の仕組みをご参照の
うえ、ご相談ください。

●修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

は、診断・故障個所の修理および部品
交換・調整・修理完了時の点検な
どの作業にかかる費用です。

は、修理に使用した部品および補助材
料代です。

は、お客様のご依頼により製品のある
場所へ技術者を派遣する場合の
費用です。

出張料

部品代

技術料
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愛情点検�長年ご使用の“チャイミー1-1タイプ”の点検を！�

このような�
症状はあり�
ませんか�

本体が熱を�
持っていませんか�
�

このような症状の時は、故障や事故の�
防止のため、必ず販売店に点検をご依�
頼ください。�

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その
確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、
ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や
正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。
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品　　番�

保証期間�

お買い上げ日�

※�

お買い上げ日から�

年�　�　　月�　�　　日�

※�

※�

ご住所�

お名前�

電　話　�（�　�　　　�）�　　　－�

住所・販売店名�

　電話　�（�　�　　　�）�　　　－�

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票裏面に記載して�
おります。お客様の個人情報に関するお問合せは、お買い上げの�
販売店にご相談ください。�
詳細は裏面をご参照ください。�

出張修理�

インターホン 保証書�

販�

売�

店�

お�
客�
様�

VL-A157SAX

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。�

〒153－�8687　東京都目黒区下目黒二丁目3番8号　　 TEL（�03）�3491-9191

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。�

〒153－�8687　東京都目黒区下目黒二丁目3番8号　　 TEL（�03）�3491-9191
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