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安全上のご注意 必ずお守りください

〒570-0021　大阪府守口市八雲東町1丁目10番 12号

EAH-TZ700
ステレオインサイドホン

取扱説明書

このたびは、テクニクス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」（l 右記）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。

付属品
付属品をご確認ください。

※ お買い上げ時、インサイドホン本体には着脱コード（直径 3.5 mm ステレオ
ミニプラグ、L型）が取り付けられています。

≥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。

仕様
■ 総合

■ 付属品

≥この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

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。

乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所で本機を使わない
事故の原因になります。
≥踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。

本機を使用時は、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大き
く損なわれる原因になります。

本機は、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。
≥万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

本機を接続前に音量を下げる
音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める
原因になることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

本機が直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する
そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

イヤーピースはしっかり取り付ける
はずれて耳に残ると、けがや病気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。
≥夏の閉めきった自動車内や、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。

本機やキャリングケースに磁気の影響を受けやすいものを近づけない
磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能し
なくなることがあります。

使用上のお願い
≥プラグの先端の汚れにより、音途切れや雑音が入る場合があります。その場合
は、プラグの先端を柔らかい乾いた布でふいてください。
≥汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあ
と、乾いた布でふいてください。
≥ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装ケー
スが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
≥必ず付属のイヤーピースをインサイドホン本体にしっかりと取り付けてご使用ください。
≥イヤーピースは清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてくださ
い。お手入れをする場合は、よく水気を絞った布でふいてください。
≥イヤーピースは誤飲防止のため、乳幼児の手の届くところに置かないでください。
≥イヤーピースは長期の使用または保存により、劣化することがあります。イヤーピースの
買い替えは、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご相談ください。（l 裏面）

本書内の表現について
≥製品のイラストは、実際と異なる場合があります。

∏ イヤーピース
（ノーマルタイプ：S、M、L、XL 各 2個）（Lはインサイドホンに装着）
（オーバルタイプ：S、M、L、XL 各 2個）

∏ 着脱コード（直径3.5 mm、ステレオミニプラグ、L型）（１本）
∏ 着脱バランスコード（直径2.5 mm 4 極、L 型）（１本）
∏ キャリングケース（１個）

付属品の一部および別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソ
ニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
https://ec-plus.panasonic.jp/

保証書付き

型式 密閉型ダイナミックステレオインサイドホン
ドライバーユニット 直径 10 mm
インピーダンス 19 Ω
音圧感度 108 dB/mW
最大入力 100 mW（IEC）
再生周波数帯域 3 Hz ～ 100 kHz
接続端子 MMCX コネクタ
質量 約 7 g（コード除く）

約 22 g（コード含む）
使用温度範囲 0 ℃～ 40 ℃
使用湿度範囲 35 ％RH～ 80 ％RH（結露なきこと）

イヤーピース ノーマルタイプ S、M、L、XLサイズ（各2個）
オーバルタイプ S、M、L、XLサイズ（各2個）

着脱コード（直径 3.5 mm、ステレオミニプラグ、L型） 約 1.2 m
着脱バランスコード（直径 2.5 mm 4 極、L型） 約 1.2 m
キャリングケース

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「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。
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各部のなまえ

オーディオ入力プラグの形状と極性について

使い方
準備：接続する機器の音量を小さくする

1 接続する機器のイヤホンジャックに入力プラグを差し込む

2 本機の L（左側）、R（右側）の表示を確認して、正しく装着する
≥イヤーピースが耳の孔に合わない場合は、サイズの合うイヤーピースに
交換してください。（l 下記）

3 本機で音を聴きながら、接続した機器の音量を調整する

着脱コードを交換する場合は (l 右記 )

より良い音で聴いていただくために、左右それぞれ耳の孔に合うサイズの専用
イヤーピースを選んで装着してください。
≥S、M、L、XLの 4種類のサイズの専用イヤーピースを付属しています。
≥イヤーピースはノーマルタイプ（丸型）とオーバルタイプ（だ円型）がありま
す。耳の孔に合う方をお使いください。

お知らせお知らせ
≥必ず付属のイヤーピースをインサイドホン本体にしっかりと取り付けてご使
用ください。
≥イヤーピースが耳の孔にフィットせず、隙間があったり、緩いと、気密性が低
下し、本来の音質特性とならない場合があります。

付属のキャリングケースに収納して持ち運ぶことができます。
≥本機を使用しないときは、ケースに収納して保管してください。

1 ケースのくぼみにインサイドホン本体を収納する（1）
≥Technics ロゴが見えるように収納してください。

2 着脱コードを溝に通し（2）、側面の溝に沿って巻いていく
≥着脱コードがたるまないようにしながら巻いてください。

3 オーディオ入力プラグを端子収納部に入れて収納する（3）
≥着脱コードの巻き具合で、最適な端子収納部の位置を選んでください。

4 ケースのカバーを閉める

お買い上げ時、インサイドホン本体には着脱コード（直径3.5 mm、ステレオミ
ニプラグ、L型）が取り付けられています。

■ 着脱コードを取り外す

インサイドホン本体と着脱コードの接続端子を持って、まっすぐ引き抜いてください。
≥着脱コードのケーブル部分を持って引っ張らないでください。

■ 着脱コードを取り付ける

インサイドホン側表示（L、R）と接続端子側表示（黒、赤）を合わせて、「カチッ」と
音がするまでまっすぐに差し込んで取り付けてください。

お知らせお知らせ
≥着脱コードを交換するときは、付属の着脱コードをお使いください。
≥着脱バランスコードをお使いになるときは、対応した機器に接続してお使いく
ださい。詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。

故障かな !?
修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をし
ても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）
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
｢故障かな!?｣(l上記)でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と下記
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。

当社は、本製品の補修用性能部品（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、右記の DIGA（ディーガ）・オーディ
オご相談窓口、修理ご相談窓口にご連絡ください。

1 着脱コード 6 イヤーピース

2 オーディオ入力プラグ（l 下記） 7 インサイドホン本体

3 接続端子側表示（黒：左、赤：右） 8 接続端子（着脱コード側）

4 インサイドホン側表示（L：左、R：右） 9 絡み防止スライダー

5 左インサイドホン認識凸

イヤーピースを交換する











イラストは着脱コード（直径3.5 mm、 
ステレオミニプラグ、L型）です。

 

着脱バランスコード
（直径2.5 mm 4極、
  L型）

着脱コード
（直径3.5 mm、 
 ステレオミニプラグ、
  L型）

R－ R+ L+ L－

S M L XL

オーバル
タイプ

ノーマル
タイプ

キャリングケースに収納する

着脱コードを交換する

着脱コードを交換する時の注意点
≥接続端子は頻繁な着脱を想定したものではありません。着脱コードの交換以
外での取り外し・取り付けは控えてください。
≥嵌合は固めになっています。取り外しの際にはケーブル部分を引っ張らない
でください。必ず接続端子を持って取り外してください。
≥接続端子は斜めに引き抜いたり差し込んだりしないでください。接続端子が
破損するおそれがあります。
≥着脱時には工具を使用しないでください。





端子収納部



接続端子側表示
（黒 ： 左、 赤 ： 右）

インサイドホン側表示
（L ： 左、 R ： 右） カチッ

症状 原因と対応のしかた

音が出ない

音が小さい

音が途切れる

雑音が多い

音質が悪い

片側の音が
聴こえない

≥プラグが汚れていませんか。プラグを柔らかい乾いた布で
ふいてください。
≥接続している機器でミュートまたは小さい音量になってい
ませんか。接続している機器で音量を調整してください。
≥インサイドホン本体に着脱コードは確実に接続されてい
ますか。確認してください。
≥着脱コードに適合した、ステレオ機器を接続していますか。
確認してください。

●製品名 ステレオインサイドホン

●品　番 EAH-TZ700

●故障の状況 できるだけ具体的に

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

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

【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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