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このたびは、パーソナルメモリーマネージャーをお買い上げ
保証書付き
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」（6〜8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。

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

販売店名

（

パナソニック株式会社
〒571-8504

BN-SDPAP3

番
）

−

AVCネットワークス社

大阪府門真市松生町1番15号

RQT0A96-3S
F1115TN4056

© Panasonic Corporation 2016

持込修理

パーソナルメモリーマネージャー保証書
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書裏面に記載してお
ります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げ
の販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品

BN-SDPAP3

番

●新たに撮影した写真や動画だけをかしこく取り込み一元管理
●スマホの写真や動画を個別フォルダー管理でプライバシー管理※1
●クラウド型ストレージサービスにかんたんアップロードも可能 ※2
●内蔵メモリー（３２ ＧＢ）に約７０００枚（１２００万画素）の写真を保存可能 ※３
●拡張用ＳＤカード（別売、３２ ＧＢ以上）を装着することで、内蔵メモリー容
量の拡張が可能 ※４
※1 本機の設定・操作には、スマートフォンとインターネットに接続された無線 LAN
ルーターが必要です。
※2 インターネットへの接続環境が必要です。
※３ 保存可能な枚数については、おおよその目安です。
写真と動画が混在している場合は、枚数が変わります。
※４ 装着した拡張用ＳＤカードは取り出さないでください。
拡張用ＳＤカード（別売）を交換する場合は、ＵＳＢ−ＨＤＤ（別売）が必要になります。

ご使用前の注意
■この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の規準に
基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用すること
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し
て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従
って正しい取り扱いをしてください。

ご愛用者登録について

重 要

ご愛用者登録は、下記ホームページにアクセスして行ってください。
登録ページに必要事項を記入の上、ご愛用者登録を完了してください。
その際に製品底面についているシリアル番号を使用しますのでご確認ください。
登録がない場合は、無登録となり、サポート／バージョンアップなどサービスの
提供ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
ご愛用者登録

ホームページアドレス

http://club.panasonic.jp/reg/p/p3.html

梱包品の確認

パーソナルメモリーマネージャー
（1台）

取扱説明書
（1枚）

LANケーブル
（1本、試供品）

お買い上げ日から

本体 1 年間
間

保証期
証期間
間
保証期間

見
見本
（ただし、LANケーブルは試供品のため含みません）
（
ただし、LANケーブル
ただ
し、LANケーブルは
は試供品
試供品のため
のため含みません）
含みません）

※

年

お買い上げ日
お買い上げ
い上げ日
日
お客様

※

※

月

日

ご住所

話（

）

販 売 店

−

大切なデータを保護するために

−

●データの読み出し中や書き込み中は、カードを抜いたり、本機の電源を
切らないでください。データが破壊されることがあります。
●内蔵メモリーは廃棄するとき以外は取り出さないでください。
●バックアップに使用中のUSB-HDD、USBメモリーと、本機で使用中の
拡張用SDカードは独自フォーマットされますので、本機以外の機器で使
用しないでください。
●大切なデータはバックアップをとっておくことをお勧めします。

住所・氏名

電話（
パナソニック株式会社

●本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してください。
●万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご
連絡ください。
●ACアダプター（同梱）は本機専用です。他の機器に使用しないでくださ
い。故障の原因になります。

様

お名
お名前
電

）

AVCネットワークス社

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作
権法上、権利者に無断で使用できません。

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
TEL (06)-6908-1551

ご販売店さまへ

ACアダプター（1個）

※印欄は必ず記入してお渡しください。
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著作権/商標

各部の名前と働き

本製品は以下の種類のソフトウェアから構成されています。
(1) パナソニック株式会社（パナソニック）が独自に開発したソフトウェア
(2) 第三者が保有しており、別途規定される条件に基づきパナソニックに利
用許諾されるソフトウェア
(3) GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0 (GPL v2.0) に
基づき利用許諾されるソフトウェア
(4) GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1(LGPL
v2.1) に基づき利用許諾されるソフトウェア
(5) GPL V2.0、LGPL V2.1 以外の条件に基づきライセンスされたオープ
ンソースソフトウェア
上記 (3) 〜 (5) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であること
を期待して頒布されますが、
「商品性」または「特定の目的についての適合性」
についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。
詳細は、本製品のソフト情報表示画面から所定の操作により表示されるライ
センス条件をご参照ください。
パナソニックは、本製品の発売から少なくとも３年間、以下の問い合わせ窓
口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0、LGPL V2.1、ま
たはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきライセンスされた
ソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞ
れの著作権者の情報と併せて提供します。

前面

背面

USBランプ

取込用SDカード
スロット

USB端子
取込用SDカード
ランプ

LAN端子

内蔵メモリー
ランプ

有線LANランプ

無線LANランプ

ACアダプター
端子

電源ランプ
※1 電源ボタン

本機の電源を入れる／切る（→9 ページ）

ランプ表示
ランプ名

ランプの状態
消灯

電源ランプ（赤）

問い合わせ窓口：oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

点灯
一定間隔で点滅
（１秒点灯、1秒消灯）

また、これらソースコードおよび著作権者の情報は、以下のウェブサイトか
らも自由に無料で入手することができます。
http://panasonic.net/avc/oss/

一定間隔で点滅
（0.１秒点灯、0.1秒消灯）
取込用SDカードランプ（緑）

■Microsoft、Windows、Windows Media Playerは米国Microsoft Corporation
の米国およびその他の国における登録商標です。
■App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
■Ａｎｄ
ｒ
ｏ
ｉ
ｄおよびGoogle PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
■SDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
■Ubiquitous DLNA ©2015 Ubiquitous Corp.
■その他、この説明書に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社
の商標または登録商標です。
■ご使用の製品の名称と文中の名称が異なる場合があります。また本書内で、
使用している画面の内容・スマートフォン上のメッセージなどは、ご使用
の環境(OSのバージョンなど)により必ずしも一致しない場合があります。ス
マートフォンの使い方などについては、ご使用のスマートフォンの説明書を
よくお読みください。

消灯
点灯
不定間隔で点滅
一定間隔で点滅
（１秒点灯、1秒消灯）

前
面

一定間隔で点滅
（0.１秒点灯、0.1秒消灯）
消灯

内蔵メモリーランプ（緑）

点灯
不定間隔で点滅
一定間隔で点滅
（１秒点灯、1秒消灯）
消灯

無線LANランプ（緑）

点灯
不定間隔で点滅
一定間隔で点滅（１秒間に3回）
消灯

USBランプ（緑）

点灯
不定間隔で点滅

背
面

一定間隔で点滅
（１秒点灯、1秒消灯）
消灯

有線LANランプ（緑）

点灯
不定間隔で点滅
※4 １分以上電源ランプが一定間隔で点滅状態で、内蔵メモリーランプが消灯している
場合、本機の電源ボタンを２秒以上長押しして電源を切り ( 電源ランプ消灯 )、
再度電源を入れてください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの
販売店またはサポートセンターにご相談ください。
※5 一定間隔で点滅開始してから約１０秒後に消灯する場合は、ファームウェアの更新
で異常が生じた可能性があリます。
お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。
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安全上のご注意
Fnボタン※2

電源ボタン※1

拡張用SDカード
リセットボタン※3
スロット

必ずお守りください

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。

はがさないでください。

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。

※2 Fn ボタン
・WPS 接続機能： 本機と WPS 対応無線 LAN ルーターを無線 LAN 接続できます。
（→10 ページ）

■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）

・外部メディアからの取り込み機能：SD カードなどの外部メディアからファイルを

してはいけない内容です。

取り込めます。（→10 ページ）
※3

リセットボタン
本機を廃棄または修理依頼するときに使用します。電源を入れた状態でクリップの
ようなものを使って５秒以上長押ししたあと、離してください。
本機のネットワーク設定 ( ルーターの SSID、パスワード）が工場出荷状態に戻ります。
なお、内蔵メモリーの内容は消去されません。

実行しなければならない内容です。

警告
分解や改造をしない

意

味

本機に電源が入っていない状態

火災・感電のおそれや使用機器を損傷することがあります。

正常時

●内部の点検や修理などは、販売店へご依頼ください。

IPアドレスの取得中

※4

分解禁止

ファームウェア更新中。電源を切らないでください。※5 ※6
取込用SDカードスロットにSDカードが未装着状態、
または取り込み完了状態
取込用SDカードスロットにSDカードが装着状態
SDカードにアクセス中
SDカードのアクセスエラー※7
内蔵メモリーの完全消去中、または、USB-HDD から復元中※6
内蔵メモリーが未検出、またはアクセスエラー※4
内蔵メモリーが正常動作中
内蔵メモリーにアクセス中
内蔵メモリーの空き容量不足
容量を増やすには、「本機のメモリー容量を拡張する」（→11ページ）を
ご参照ください。

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
内部に水や異物が入った
電源プラグが異常に熱い
本体やACアダプターが破損した



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。

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。

本機の無線LANが停止状態

外部接続端子に、導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を
接触させたり、内部に入れない

本機の無線LANが使用可能な状態
データ送受信状態
WPSで無線LAN設定中
USBメモリー、USB-HDDが未接続状態、または取り込み完了状態

火災・やけど・感電の原因になります。

USBメモリー、USB-HDDが接続状態
USBメモリー、USB-HDDにアクセス中
USBメモリー、USB-HDDのアクセスエラー※7
リンク信号未検出状態

布や毛布などをかぶせた状態で使用しない
発熱・発火の原因になります。

リンク信号検出状態
データ送受信状態
※6

内蔵メモリーの完全消去中と USB-HDD から復元中（内蔵メモリーのフォー
マット中）は、取込用 SD カードランプと電源ランプが同時に一定間隔で点滅
（0.1 秒点灯、0.1 秒消灯）します。電源を切らないでください。

※7

ご使用の SD カード、USB メモリーが本機に対応しているかを 15 ページの
「対応フォーマット」と「対応メディア」でご確認ください。
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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。

6

警告
雷が鳴ったら、本機の金属部や電源プラグに触れない
感電の原因になります。

接触禁止
電源コードのコード部や電源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）

注意
異常に温度が高くなるところに置かない
温度が高くなりすぎると、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。
●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。

不安定な場所に置かない
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
倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

傷んだまま使用すると、感電や、ショートによる火災の原
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。

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
電源プラグは根元まで確実に差し込む

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。

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。

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。

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・
感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの
原因になることがあります。

ぬれ手禁止
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。

ACアダプターのDCプラグをなめない
感電のおそれがあります。
●特にお子様にはご注意ください。

指定のACアダプターを使う
自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を切る

指定外のACアダプターで使用すると、火災や感電の原因に
なることがあります。

本機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。

本機専用のACアダプターです
この機器以外に使用しない
病院内や医療用電気機器のある場所では電源を切る

故障の原因になります。

本機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。

SDカードは乳幼児の手の届くところに置かない
誤ってSDカードを飲み込むおそれがあります。

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない
本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温
やけど※の原因になることがあります。
※ 血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、
強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人などは、
低温やけどになりやすい傾向があります。

SDカードの取り出し時に指ではじかない
SDカードが押し戻される時に指ではじくとSDカードが
飛び出し、破損やケガの可能性があります。

次の場所で本機を使用したり保管したりしない
使用温度範囲外の場所（暖房器具の周辺、日の当たる自動車
内、直射日光の当たる場所）
水分や湿気、ほこりの多い場所
結露を起こす場所
磁場が発生する場所


変形・変色・劣化・損傷・故障の原因になります。

注意
SDカードの挿入口に異物などを入れない
使用機器の損傷の原因になります。
●SDカード以外は挿入しないでください。
損傷の原因になります。
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●万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求め
の販売店またはサポートセンターにお申し付けください。
●万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、
恐れ入りますが、
お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。
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準備 1 スマートフォンに専用アプリをインストールする

① 電源ボタンを押して、電源を入れる

■アプリをインストールする
【iOSの場合】
① App StoreSMを選択する
② 検索フィールドに「Panasonic メモリーマネージャー」と入力する
③「メモリーマネージャー」を選び、インストールする

電源ボタン

電源ランプが点灯したあと、しばらくすると

本機の設定・操作はスマートフォンの専用アプリ「メモリーマネージャー」
（以下、アプリと略す）を使って行います。
以下の手順でアプリをスマートフォンにインストールしてください。
インストールはスマートフォンをインターネットに接続した状態で実行してく
ださい。接続方法については、スマートフォンの説明書をお読みください。

１秒ごとに点滅します。また、内蔵メモリー
ランプと無線LANランプが点灯します。
なお、本機の電源を切るには、電源ボタンを
２秒以上長押ししたあと、離してください。
電源ランプが一定間隔で点滅状態になったあと、消灯します。
② 無線LANルーターのWPSボタンを押す
③ 本機のFnボタンを5秒以上押したあと、離す
WPSで無線LAN設定中になり、無線LANランプは一定間隔で点滅状態になります。
無線LAN設定が完了すると、無線LANランプは点灯状態になります。
また、電源ランプは、点滅状態から点灯に変われば、設定完了です。
もし、電源ランプが点滅を続けるときは、下記の「ご注意」を参照してください。

【AndroidTMの場合】
① Google PlayTMストアを選択する
② 検索フィールドに「Panasonic メモリーマネージャー」と入力する
③「メモリーマネージャー」を選び、インストールする

専用アプリを使った操作について

インターネット

アプリを使った本機の設定・操作の詳細については、アプリ内の
「マニュアル」をご覧ください。
本機

ご注意

※

●本機のファームウェア更新がある場合、メッセージが表示されることがあります。
●ファームウェア更新中は、電源を切らないでください。故障の原因になります。
●AndroidスマートフォンでのMOVファイルの再生には対応していません。

準備 2 本機を電源に接続する

無線LANルーター

次回本機の電源を入れたときは、前回接続した無線LANルーターに自動で接続します。

ご注意
●電源ランプが点滅を続けるときは、ルーターのDHCPサーバー設定をご確認ください。

写真や動画を本機に取り込む

■電源に接続する
●本機のACアダプター端子と電源コンセントをACアダプター(同梱）で
接続する

ACアダプター（同梱）
本機

ご注意
●電源ランプが点滅中は、取り込みできません。
●取り込み元がSDカード、USBメモリー、LUMIXの場合は、共有フォルダー
に取り込みます。また、取り込み元がスマートフォンの場合は、個別フォル
ダーに取り込みます。
●本機に一度取り込んだ写真や動画は、再度取り込みを行いません。
●写真や動画を取り込んだあと、スマートフォンなどで取り込み結果を確認し
てください。確認できるまで時間がかかる場合があります。

■SDカードから取り込む
① 取込用SDカードスロットにSDカード（別売）を入れる
SDカードの向きに気をつけて、「カチッ」と音
がするまで押し込んでください。

準備 3 ネットワークに接続する
本機は、有線または無線LANルーターに接続して使用します。ここでは、その
接続環境をホームネットワークと呼びます。
ルーターとの接続は、LANケーブルで接続する場合と、無線LANで接続する場
合の2通りの方法があり、どちらかで接続してください。
ルーターの設定・使用方法については、ご使用のルーターの取扱説明書をご覧い
ただくか、お買い上げのメーカーにお問い合わせください。

取込用SDカードランプが点灯します。
② Fnボタンを押してすぐ離す

■LANケーブルでルーターに接続する場合 （推奨）

③ SDカードを取り出す

① 本機のLAN端子とルーターのLAN端子を、LANケーブル（同梱）で接続する
LANケーブル（ストレート）
（同梱）

SDカードから写真・動画の取り込みが開始されます。
取り込み中は、取込用SDカードランプが点滅するので、SDカードを取
り出さないでください。
取込用SDカードランプの点滅が終了し、消灯状態になれば、取り込みが完
了しているのでSDカードを「カチッ」と音がするまで押し、まっすぐ引き
出してください。

インターネット

■USBメモリーから取り込む
① USBメモリー(別売）を本機背面のUSB端子に接続する

本機

② Fnボタンを押してすぐに離す
電源ボタン

② 電源ボタンを押して、電源を入れる
電源ランプが点灯したあと、しばらくする
と1秒ごとに点滅します。リンク信号を検
出すると、有線LANランプは消灯状態から
点灯状態に変わります。
また、内蔵メモリーランプと無線LANランプが点灯したあと、電源ランプが
点滅状態から点灯に変われば、設定完了です。もし、電源ランプが点滅を続け
るときは、右記の「ご注意」を参照してください。
なお、本機の電源を切るには、電源ボタンを2秒以上長押ししたあと、離して
ください。電源ランプが一定間隔で点滅状態になったあと、消灯します。

■WPSで無線LANルーターに接続する場合
（LANケーブルで接続している場合は不要）
WPSは、無線LAN機器との接続やセキュリティーに関する設定を簡単に行うこ
とができる機能です。お持ちの無線LANルーターがWPSに対応しているかどう
かは、ルーターの取扱説明書をご覧ください。※
※

USB端子

USBランプが点灯します。
ルーター

WPS非対応の無線LANルーターに手動で接続する設定方法はアプリ内のマニュアルを
ご覧ください。
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USBメモリーから写真・動画の取り込みが開始
されます。取り込み中は、USBランプが点滅するので、

USBメモリー

USBメモリーを取り外さないでください。
③ USBメモリーを取り外す
USBランプの点滅が終了し、消灯状態になれば、
取り込みが完了しているのでUSBメモリーを取り外してください。
※USBメモリー以外のUSB機器（ただし、USBマスストレージクラスデバ
イスに限る）についても、USB機器付属のUSB接続ケーブルで本機の
USB端子に接続することで、写真や動画を取り込むことができます。
※USB機器の使い方についてはそれぞれの説明書をご覧ください。
※USBハブおよびUSB延長ケーブルで接続した場合の動作は保証しておりません。

■無線LANでスマートフォンから写真や動画を送る
スマートフォンの内蔵メモリーに保存された写真や動画を本機に送ることがで
きます。写真や動画の送信はアプリを使って行います。
アプリの使い方は、アプリ内のマニュアルをご覧ください。
※スマートフォンと本機をUSB接続ケーブルで接続しても写真や動画を取り
込むことはできません。
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■無線LANでLUMIXから写真を送る

USB端子

① 本機にUSB-HDDを接続する

無線LAN機能に対応した当社製デジタルカメラLUMIXをご使用の場合は、
カメラ内の写真を本機に送ることができます。
カメラを操作して本機をお使いの場合は、「スマートフォン以外の機器を使
った操作について」（→下記）をご覧ください。

本機背面のUSB端子に
USB接続ケーブルを使って
USB-HDDを接続してくだ

USB接続ケーブル
（USB-HDDに付属） USB-HDD

さい。
USBランプが点灯します。

取り込んだ写真や動画を見る

② USB-HDDにバックアップする

■スマートフォンで見る

バックアップは、アプリを使って行います。

ホームネットワークに接続されたスマートフォンから本機の個別フォルダー、
または、共有フォルダーに保存された写真や動画を再生することができます。
写真や動画の再生は、アプリを使って行います。アプリの使い方は、アプリ内
のマニュアルをご覧ください。

アプリの使い方はアプリ内のマニュアルをご覧ください。

■パソコンで見る
ホームネットワークに接続されているWindows7以降のパソコンから、本機の
共有フォルダーに保存された写真や動画をWindows Media Player12を使用
して再生することができます。パソコンを操作して本機をお使いの場合は、下
記「スマートフォン以外の機器を使った操作について」をご覧ください。

■テレビで見る

※初めてバックアップするときは、アプリ画面の指示に従ってフォーマ
ットしてください。
※フォーマットすると中のデータはすべて消去されますので、ご注意ください。
●USB-HDDから復元する
USB-HDDにバックアップした写真や動画を本機に復元することができます。
復元は、アプリを使って行います。
アプリの使い方はアプリ内のマニュアルをご覧ください。
※復元すると内蔵メモリーがフォーマットされます。中のデータはすべて
消去されますのでご注意ください。

ホームネットワークに接続されているお部屋ジャンプリンク対応の当社製デジ
タルハイビジョンテレビから、本機の共有フォルダーに保存された写真などを
再生することができます。テレビを操作して本機をお使いの場合は、下記「ス
マートフォン以外の機器を使った操作について」をご覧ください。

スマートフォン以外の機器を使った操作について
本機をLUMIX、パソコン、テレビからお使いの場合は、パソコンまたはス
マートフォンから下記サポートサイトにアクセスし、「よくある質問」の
「パーソナルメモリーマネージャー(BN-SDPAP3)」をご覧ください。
なお、推奨USB-HDDの最新情報についても下記をご覧ください。

サポートサイト

※フォーマット中は、前面の取込用SDカードランプと電源ランプが同時
に点滅します。

ご注意
●復元時の内蔵メモリーのフォーマット中は、電源を切らないでください。
故障の原因になります。

■クラウド型ストレージサービスを利用する場合
●クラウド型ストレージサービスにアップロードする
本機に保存された写真や動画をクラウド型ストレージサービスにアップロー
ドすることができます。アップロードの設定はアプリを使って行います。

http://panasonic.jp/p3/pro/bnsdpap3.html

アプリの使い方はアプリ内のマニュアルをご覧ください。

ご注意

ご注意
●再生できるファイル形式・記録モードは再生機器により異なります。再生機
器の取扱説明書などでご確認ください。すべてのファイルの再生を保証する
ものではありません。

本機のメモリー容量を拡張する
本体の内蔵メモリーの空き容量が不足した場合、本機底面の拡張用SDカー
ドスロットにSDカード（別売）を装着することで容量を拡張することがで
きます。SDカードの装着は本機の電源を切った状態で行ってください。
① 拡張用SDカードスロットにSDカードを入れる
SDカードの向きに気をつけて、「カチッ」と

※フォーマットすると、中のデータはすべて消去
されます。

●クラウド型ストレージサービスから復元する
クラウド型ストレージサービスにアップロードした写真や動画を本機に復
元することができます。復元はアプリを使って行います。
アプリの使い方はアプリ内のマニュアルをご覧ください。

故障かな！？

音がするまで押し込んでください。
② SDカードをフォーマットする
フォーマットは、アプリを使って行います。アプ
リの使い方はアプリ内のマニュアルをご覧ください。

●ご利用には、あらかじめ各クラウド型ストレージサービスのアカウントを
取得する必要があります。アカウントの取得など利用方法については、各
クラウド型ストレージサービス提供会社のホームページをご覧ください。
●クラウド型ストレージサービスに保存したデータが万一消失しても当社
は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

こんなとき

ここを確認してください

●ACアダプターが正しく接続できていますか。

拡張用
SDカード
スロット

電源が入らない
操作を受け付けない ●ACアダプターを取り外し、再度接続して再起動
してください。

無線LANが接続でき ●本機の電源が入っていること、および、無線LANラン
プ（緑）が点灯していることを確認してください。
ない

●無線LANルーターの設定内容を確認し、再度接続して
ください。
●無線LANランプが消灯している場合は、「サポートセ
ンター」（→16ページ）にお問い合わせください。

※フォーマットできない場合は、SDカードの書き
込み禁止スイッチがLOCKになっていないかご確認ください。

ご注意
●装着した拡張用SDカードは取り出さないでください。

フォーマットができ ●拡張用SDカードの書き込み禁止スイッチがLOCKに
なっていませんか。
ない

さらに容量を拡張したい場合
アプリ内のマニュアルに従って、より大きい容量の拡張用SDカードと交換してください。

通信が安定しない

●電子レンジや他の通信機器などを同時にご使用の場合、
通信が途切れたりします。

写真が取り込めない ●すでに取り込み済みの写真・動画は取り込めません。

取り込んだ写真や動画のバックアップと復元
■USB-HDDを使用する場合
●USB-HDDにバックアップする
本機にUSB-HDD（別売）を接続することで、本機に保存された写真や
動画をUSB-HDDにバックアップすることができます。
推奨USB-HDDの最新情報については、上記サポートサイトをご確認く
ださい。
・USB-HDDに不具合が起きた場合は、お買い上げのメーカーにお問合
せください。
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●取り込み対象ファイルか確認してください。

使用上のお願い
本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。
●強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
●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。
●筐体の保護フィルムは、はがしてご使用ください。
●本機の無線LAN機能は、日本での利用を前提としています。日本国外での使
用は、その国の電波関連規制等に違反するおそれがあり、当社は一切の責任
を負いかねます。
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無線LAN使用上のお願い

■設置について
●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。
タバコの煙や、超音波式加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますので
お気をつけください。
つゆつきについて
冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に
水滴が発生します。このような現象を｢つゆつき｣といいます。
●「つゆつき」が発生しやすい状況
・急激な温度変化が起きたとき（暖かい場所から寒い場所への移動やそ
の逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接当たるなど）
・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
・梅雨の時期
●｢つゆつき｣が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじ
むまで（約2 〜 3時間）、電源を切ったまま放置してください。

■温度上昇について

■使用周波数帯
本機は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。

■周波数表示の見方
本機が 2.4 GHz 周波数帯を使用するDSSSとOFDM変調
方式を採用した無線設備で、与干渉距離が約 40 ｍである
ことを意味します。

無線LAN機器使用上の注意事項
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

本機を使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。本機の移動や
お手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いて３分以上待ってください。
●温度が気になる場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

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および特定
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事を確認し

■本機を譲渡/ 廃棄するときのお願い
●譲渡するときは、下記に従って内蔵メモリーを完全に消去してください。
①本機底面の拡張用SDカードスロットにSDカードが入っている場合は、
取り出す
②アプリを使って「内蔵メモリーの完全消去」を実行し、記録された情報

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

※

（写真・動画・個人情報 ）を消去する
・「内蔵メモリーの完全消去」は約30分かかります。
・「内蔵メモリーの完全消去」の処理中は、前面の取込用SDカード
ランプと電源ランプが同時に点滅します。
・処理が完了するまで、電源を切らないでください。故障の原因になります。
・処理が完了すると自動的に再起動します。

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
りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。
P3カスタマーサポートセンター

・「内蔵メモリーの完全消去」を実行すると、工場出荷状態に戻ります。
●廃棄するときは、下記に従って内蔵メモリーを取り出して、物理的に破壊し
てください。
①本機底面の拡張用SDカードスロットにSDカードが入っていれば、取り出す

電話 0570-550-633
FAX 03-5781-4972
10：00〜12：00、12：45〜17：00
（※土・日・祝日は除く）

②リセットボタンを5秒以上長押ししたあと、離す（→4ページ）
・電源ランプが消灯し、自動的に再起動します。
・ネットワーク設定が工場出荷状態に戻ります。
③本機底面の「はがさないでください」と書かれたシールをはがす
④メモリーカードスロットがあるので、中に入っている内蔵メモリーカード
をマイナスドライバーなどで押して取り出す
⑤取り出した内蔵メモリーカードを物理的に破壊する
●SDカードや内蔵メモリー内のデータは、お客様の責任で管理してください。
万一、データが漏えいした場合、当社は一切の責任を負いかねます。
●本機を廃棄する場合は、各自治体の指示に従ってください。

■機器認定
本機は、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、本機に以下の行為を行うことは、電波法で禁止され
ています。
●分解/改造する
●本機記載の定格銘板を消す

■使用制限
本機の使用に当たり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。

ご注意

制限をお守りいただけなかった場合、および本機の使用または使用不能から生

●内蔵メモリーを取り出してパソコンで「フォーマット」しても、ファイ
ル管理情報が変更されるだけで、内蔵メモリーのデータは完全には消去
されません。市販のデータ復元（修復）ソフトなどで、データを復元さ
れる場合があります。内蔵メモリーを完全に消去するには、アプリを使
って「内蔵メモリーの完全消去」を実行してください。

ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

※個人情報とは、本機でお客様が登録または設定したルーターのSSID・パス
ワード、クラウド型ストレージサービスのアカウントのことです。

●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。

●日本国内でのみ使用できます。
●利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。
アプリを使って本機を設定し、利用する権限のない無線ネットワーク
（SSID※）に接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。
−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

■本機を修理依頼するときのお願い
●修理依頼の前に、必要に応じてネットワーク設定のメモを取ったあと、リ
セットボタン（→4ページ）を使ってネットワーク設定を工場出荷状態に戻
してください。
●必要に応じて、拡張用SDカードスロットのSDカードは、本機から取り出
してください。
●修理をすると、お買い上げ時の状態に戻る場合があります。可能な場合は、
修理依頼の前にUSB-HDDにバックアップしてください。
●故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店にご
相談ください。

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
（Bluetooth対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
●802.11n（2.4 GHz）の無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）
をお勧めします。
−暗号化方式は「AES」にしてください。
●電波によるデータの送受信は傍受される可能性があります。
セキュリティ設定をしていない公衆無線LANサービスに接続すると悪意ある

■免責事項
●保存したデータを含め、本製品の使用、または故障により生じた直接、間接
の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
●ルーターのセキュリティー設定をする場合には、お客様の判断で行ってくだ
さい。ルーターのセキュリティー設定により発生する不正アクセスなどに関
して、当社では責任を負いません。また、ルーターの設定・使用方法などに
関する問い合わせには、当社ではお答えできません。
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第三者にお客様の通信内容が漏れる可能性があります。
※

無線LANで特定のネットワークを識別するための名前のことです。
このSSIDが双方の機器で一致した場合、通信可能になります。
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仕様

●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
（但し、LANケーブルは試供品のため含みません）

専用アプリ
対応スマート
フォン/
タブレット

iOS 8.0以降
Android 4.1以降

対応メディア

取込用SDカードスロットに装着可能なメディア
SDXCメモリーカード
48 GB〜128 GB
SDHCメモリーカード
4 GB〜32 GB
SDメモリーカード
8 MB〜 2 GB
拡張用SDカードスロットに装着可能なメディア
SDXCメモリーカード
48 GB〜128 GB
SDHCメモリーカード
32 GB
USB端子に接続可能なメディア※
4 GB〜128 GB
USBメモリー
サポートサイトを参照
USB-HDD
※ USB機器を記憶装置として認識するUSBマスストレージ
クラスデバイスを含む。

●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、
このパーソナルメモリーマネージャ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。

■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。

・SDカードスロットでmicroSD/microSDHC/
microSDXCカードを使用する場合は、SDカードサ
イズへ変換するアダプターが必要です。
・上記のすべてのメディアでの動作を保証するものでは
ありません。
対 応 フ ォ ー マ ッ ト 取込用SDカード
拡張用SDカード
取込用USBメモリー
バックアップ用USB-HDD

取り込み対象
ファイル

写真
動画

SDカードスロット 2系統（取込用、拡張用）
USB端子
USB３.０/USB２.０
（DC５ V 最大 900 mA）
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
LAN端子

内蔵メモリー

容量
32 GB
最大保存写真枚数 約7000枚（1200万画素）
・システムが容量の一部を使用するため、使用可能な容量
は32 GBより少なくなります。
・保存可能な枚数については、おおよその目安です。
・写真と動画が混在している場合は、枚数が変わります。

無線LAN

接続方式
周波数帯
データ転送速度
同時接続

電源

DC12 V（DC IN端子）

ACアダプター

入力
出力

IEEE 802.11 b/g/n 準拠
2.4 GHz
最大300 Mbps
5台

AC100 V、50/60 Hz
DC12 V、3.0 A
約 4 W（付属ACアダプター使用時）

消費電力

動作時

外形寸法

幅41 mm × 高さ82 mm × 奥行129 mm（突起部含まず）

本体質量

約 160 g

使用条件

使用温度範囲

0〜40 ℃（結露しないこと）

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・ お手入れなどは

■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
お買い上げ日

）

【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。

＜無料修理規定＞
1.取扱説明書、
本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内
に故障した場合には、
無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、
商品に取扱説明書から切り離し
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、
サポー
トセンターへご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはサポート
センターにご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場
合には、サポートセンターへご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、
地震、
水害、
落雷、
そ の 他 天 災 地 変 及び公 害 、
塩害、
ガス害
（ 硫 化ガスなど）
、
異 常 電 圧などによる故 障 および損 傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び
損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接サポートセンターへ送付した場合の送料
等はお客様の負担となります。
また、
出張修理等を行った場合には、
出張料はお客様の負担となります。
(リ) 本機底面の「はがさないでください」と書かれたシールをはがし
た場合
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.サポートセンターは取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照
ください。

ー

年

月

日

●製品名

パーソナルメモリーマネージャー

●品

BN-SDPAP3

●故障の状況

最新の情報をインターネットでご覧ください。
http://panasonic.jp/p3

修理メモ

（

修理を依頼されるときは
「故障かな！
？」
（12ページ）
でご確認のあと、直らないときは、
まず接続している
電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。
番

10：00〜12：00、12：45〜17：00
（※土・日・祝日は除く）

JPEG、PNG（スマートフォンからのみ）
MP４、MOV

インターフェース

話

電話 0570-550-633
FAX 03-5781-4972

FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
独自（※本機でフォーマット）
FAT32/exFAT
独自（※本機でフォーマット）

※ AndroidスマートフォンでのMOVファイルの再生には対応
していません。

電

商品についてのお問い合わせは

P3カスタマーサポートセンター

できるだけ具体的に
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※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無
料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場
合がございますのでご了承ください。
※この 保証書は、本 書に明示した 期間、条 件 のもとにおいて無 料修 理を
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行してい
る者（保 証 責任者）
、
及び それ 以 外 の 事 業 者に対 するお客 様 の 法 律上
の権利を制限するものではありませんので、保証 期間経 過後の修理に
ついてご不明の場合は、お買い上げの販 売店またはサポートセンター
にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説
明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

