
取扱説明書
HomeX Display

品番：HMX02A

保証書別添付

このたびは、当社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」（2 ～ 3 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。
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安全上のご注意  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。

 ■ 誤った使いかた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。

警告

分解禁止

本機の分解・改造は絶対にしない
火災・感電・けがの原因となります。

AC アダプタ・AC コードのコー
ド部や電源プラグ部を破損するよ
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、重い物を載せるなど）
傷んだまま使用すると、火災・感電の
原因となります。

付属品または純正交換部品の AC
アダプタ・AC コードは本機専用で
すので、他の機器には使用しない 
また、他の機器の AC アダプタ・
AC コードを本機に使用しない
火災・感電・故障の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超
える使いかたや、AC100 V 以外
での使用はしない
火災・感電の原因となります。

内部に金属物を入れたり、水や 
洗剤をかけたりしない
ショートや発熱により、火災・感電の
原因となります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で本機に触れない
感電の原因となります。

落雷のおそれがあるときは、本機
に触れない
感電の原因となることがあります。

異常・故障時には直ちに使用を中止
し、電源（分電盤、ブレーカ等）を 
切り、AC コードの電源プラグを抜く
ㅡㅡ 煙が出る、または異常なにおいや
音がする
ㅡㅡ 映像や音声が出ないことがある
ㅡㅡ 内部に水や異物が入った
ㅡㅡ 電源プラグが異常に熱い
ㅡㅡ 本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因とな
ります。

本体固定金物を含む金物類を取り
外さない
感電のおそれがあり、また焼損・故障
の原因となります。

AC コードの電源プラグは定期的に
抜き、乾いた布でほこりを拭き取る
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となります。
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警告
AC コードの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、発熱による
火災、感電の原因になります。

お手入れの際、ケーブルを挟まない 
また、金具でケーブルの被覆を傷つ
けない
火災・感電・漏電の原因となります。

心臓ペースメーカーを装着してい
る方は本体から 15 cm 以上離れ
て使用する
本体からの電波がペースメーカーに影
響を与える場合があります。

AC コードの電源プラグを抜くと
きは、プラグ本体（金属でない部
分）を持って抜く
コードを持って抜くと、コードの断線
による火災・感電・やけどの原因とな
ります。

注意
取り付けやお手入れの際は、本書
をよく読み、正しく取り付け・取
り外しをする
誤った方法はけがの原因となります。

お手入れの際、重い物を上に載せ
たり、乗ったりしない
けが・故障の原因となります。

本体を強く押したり、強い衝撃を
与えたりしない
ガラスが割れてけがの原因となります。

本体の画面が割れた場合、内部の
液体には絶対に触らない
皮膚の炎症などの原因となります。
万一、口に入った場合はすぐにうがい
をして医師と相談してください。
目に入った場合、または皮膚に付着し
た場合は、清浄な水で最低15分以上
洗浄した後、医師と相談してください。

本体の画面が割れた場合は、破片
の飛散に注意する
誤って割れた破損部に触るとけがの原
因となります。

本体の取り付け・取り外しをする
際、本体を壁に強く押し付けない
壁を傷つける場合があります。

本体を本体固定金物に取り付ける
際、必ずロックの確認を行う
ロックされてないと使用時に外れて落
下し、けがの原因となります。

本体に磁気の影響を受けやすい物
を近づけない
本体の磁気の影響で、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。

本体にシール等を貼らない
熱がこもり、故障の原因となります。

スピーカに耳を近づけて使用しない
急に大きな音が出るので、聴覚障害を
起こすおそれがあります。

本機を設置場所以外で使用しない
倒れる、または落下してけがの原因と
なります。
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各部の名称
正面

底面

右側面

1
2
3

10

4

1010

5 56 7

98

＊●●底面に記載の「LOCK」の矢印は、HomeX●Display を
壁に取り付ける際のスライド方向を示します。

付属品
□取扱説明書（本紙）（1）
□保証書（1）

1 スタンバイボタン
●ㅡ 画面オン /オフの切り替えができます。
●ㅡ 再起動ができます。（8秒長押し）

2 音量アップボタン

3 音量ダウンボタン

4 ディスプレイ

5 マイク

6 人感センサ

7 照度センサ

8 温度・湿度・気圧センサ

9 赤外線温度センサ

10 ステレオスピーカ

※●本機は温度・湿度・気圧センサおよび赤外線温度センサを搭載しておりますが、2019年 11月 29日●
現在アプリケーションからは使用できません。今後、使用できるようになりましたらホームページ●
（https://holdings.panasonic/jp/business/homex/customer/）等でお知らせいたします。
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HomeX Display の使いかた
画面を表示する

本体正面に近づくと画面が表示※1 されます。
●ㅡ ディスプレイをタッチすることでも表示されます。

スリープ状態 起動状態

スタンバイボタンを
押すことでも、●
切り替えることが●
できます。

画面から離れて一定時間※2 経過後にスリープ状態となります。
※1：本体正面に近づいても画面が表示されないように変更ができます。●
※ 2：スリープ状態になるまでの時間は変更ができます。

画面を操作する

左右のスワイプ 上下のスワイプ

コンテンツを閲覧します。 画面の切り替えができます。

タップ 長押し

決定 /選択できます。 詳細設定など呼び出せます。
（一部のみ）
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HomeX Display でできること
本体のチュートリアル動画で確認する

チュートリアル動画で使いかたを確認できます。

スリープ状態

アプリレイヤー（さまざまなアプリを利用）

いつでも動画で
確認できます。

上下スワイプ

プッシュレイヤー（お知らせを確認）

初めて起動したときに
動画で確認できます。

上下スワイプ

コントロールレイヤー（機器を設定・制御）

ホームページで確認する

ホームページ（https://holdings.panasonic/jp/business/homex/customer/）で
使いかたや、その詳細を確認できます。

●ㅡ 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●
（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
●ㅡ 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。
●ㅡ 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
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お手入れのしかた
本体のお手入れ

●● 本体上部にほこりがたまった場合は掃除してください。
●● 汚れは柔らかい乾いた布で拭き取ってください。噴霧式の洗剤は使用しないでください。●
ベンジン等は引火性があるため使用しないでください。

電源プラグ（AC コード）のお手入れ

電源プラグ（ACコード）は定期的にほこりを取り除いてください。

1 本体を取り外す
落下防止バンドが付いていることを確認してください。

底面に記載の● ●とは逆方向に
右へスライド

落下防止バンド

本図は、ACアダプタを右側に
配置した場合のものです

注意
本体の取り付け・取り外しをする際、本体を壁に強く押し付けない
壁を傷つける場合があります。
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2 電源プラグ（AC コード）を抜き、ほこりなどを柔らかい乾いた布で取り除く
お手入れが終わったら、電源プラグ（ACコード）を埋込コンセントにしっかりと差し込んで
ください。また、ACアダプタに差し込んでいるプラグ（ACコード）や、本体に取り付けて
いるDCプラグ、LANケーブルが抜けていないかを確認してください。

5 mm

電源プラグ
（ACコード）

DCプラグ

LANケーブル

ACアダプタに●
差し込んでいるプラグ
（ACコード）

ACアダプタ

埋込コンセント

プラグの根元のくぼみが
5●mm程度見える状態
が、最後までしっかり●
差し込まれた状態です。

AC アダプタ、AC コード、DC プラグコードは以下のように接続されています。
電源プラグ●
（ACコード）

DCプラグ

DCプラグコード

ACアダプタに差し込んでいるプラグ
（ACコード）

ACコード

ACアダプタ

3 本体固定金物に本体を取り付ける
本体固定金物のツメ（4か所）に本体裏面にある穴（4か所）を合わせ、確実に引っ掛けます。
●ㅡ ケーブル類や落下防止バンドは、挟まないように処理してください。

本体固定●
金物 警告

お手入れの際、ケーブルを挟まない 
また、金具でケーブルの被覆を傷つ
けない
火災・感電・漏電の原因となります。
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4 本体をロックがかかるまで縦横 2 段階にスライドさせる
  本体を約 6 mm 押し下げてツメを掛ける。

本体裏面視

  本体をロックがかかるまで約 6 mm 左にスライドさせる。
約6●mm左に動かすと、ロックがかかる手ごたえがあり、それ以上は動かせなくなります。
ロックがかかっていることの確認のため、軽く右に押しても簡単には動かないことを確認
してください。

本体と本体固定金物のロック部

本体裏面視

底面に記載の● ●に従って
左へスライド

注意
本体の取り付け・取り外しをする際、本体を壁に強く押し付けない
壁を傷つける場合があります。

本体を本体固定金物に取り付ける際、必ずロックの確認を行う
ロックされてないと使用時に外れて落下し、けがの原因となります。
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取り扱いについて
使用上のご注意

●● 本機の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。
●● データ通信等の影響により、操作に時間がかかることがあります。しばらくしても画面に反応
がない場合、再度操作してください。
●● 本機は留守中でも常に電源を入れて、LANケーブルを差し込んだ状態でお使いください。●
電源プラグを抜いたり、電源（分電盤、ブレーカ等）を切ったりしないでください。●
ただし、本機はスリープ状態でも電力を消費するので、長期間使用しないときは節電のため電
源（分電盤、ブレーカ等）を切っておくことをお薦めします。

●● 本体に使用している液晶パネルは、精密度の高い技術でつくられておりますが、一部に画素欠
けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありません。
●● ディプレイ操作時は、先端が固い物（爪の先など）は使わず、必ず指で触れて操作してください。
●● ディスプレイに市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。●
タッチパネルが正常に動作しないことがあります。
●● 本機は予備電源（バッテリー）を内蔵していませんので停電の場合は動作しません。●
電気復旧後は自動的に再起動します。（停電回路に接続されている場合は、停電回路への電源
供給状態によります）
●● 本機の電源をオフにするには、本体を取り外して電源プラグを抜くか、電源（分電盤、ブレー
カ等）を切ってください。

アップデートについて

●● 機能拡充や信頼性向上のため、HomeX●Display のファームウェア更新は、自動的に実行され
ます。
●ㅡ ソフトウェアの更新中は絶対に電源を切らないでください。
●ㅡ ソフトウェアの更新中はHomeX●Display の操作はできません。
●ㅡ ソフトウェアの更新タイミングは、各HomeX●Display によって異なります。

●● 機能拡充や信頼性向上のため、AiSEG2のファームウェア更新は、自動的に実行されます。
●ㅡ ソフトウェアの更新中でもHomeX●Display の操作はできますが、一部機器の制御はできません。

インターネット接続について

●● 本機を有線 LAN接続する際は、電気通信事業法の認定を受けた端末設備（有線 LANルータ、
回線端末装置）に接続してください。
●● ルータのセキュリティ設定により発生した障害に関して、当社では責任を負いません。また、
ルータの設定・使用方法などに関するお問い合わせは、購入元へお願いいたします。
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無線 LAN/Bluetooth® 使用上のお願い

 ■ 使用周波数帯
内蔵無線機器は、2.4●GHz 帯の周波数を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使用してい
る可能性があります。
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。

 ■ 使用上の注意事項
本機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.●●本機を使用する前に、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ことを確認してください。

2.●●万一、本機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中止したうえ、別紙に記載のご相談窓口に
ご連絡いただき、混信回避のための処理など（例えば、パーティションの設置など）について
ご相談ください。

3.●●その他、本機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ときは、別紙に記載のご相談窓
口にご相談ください。

 ■ 周波数表示の見かた
以下の操作で画面に表示することができます。
［設定］アプリケーション　→　［認証情報］
（［設定］アプリケーションは、画面の上下スワイプ操作による切り替えで一番上の画面にあります）

2.4●GHz 帯を使用
変調方式がDS-SSとOFDM
電波与干渉距離40●m以下
2.4●GHz の全帯域を使用し、かつ移動体
識別装置の帯域を回避可能であることを意
味する

2.4●GHz 帯を使用
変調方式が FH-SS
電波与干渉距離80●m以下
2.4●GHz の全帯域を使用し、かつ移動体
識別装置の帯域を回避不可であることを意
味する

 ■ 機器認定
本機は、電波法に基づく工事設計認証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。
●ㅡ 分解／改造する
●ㅡ 本体の定格銘板をはがす
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 ■ 使用制限
●ㅡ 日本国内でのみ使用できます。
●ㅡ W52、W53は電波法により一部許可された場合を除いて屋外利用禁止です。
●ㅡ すべてのBluetooth® 対応機器とのBluetooth® 無線通信を保証するものではありません。
●ㅡ すべての使用環境で無線 LAN接続、性能を保証するものではありません。
●ㅡ 無線通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねます
のでご了承ください。

※●本機は無線設備（無線 LAN/Bluetooth®）を搭載しておりますが、2019年 11月 29日現在使用
できません。今後、使用できるようになりましたらホームページ（https://holdings.panasonic/jp/
business/homex/customer/）等でお知らせいたします。

 ■ 認証番号表示について
以下の操作で画面に表示することができます。●
［設定］アプリケーション　→　［認証情報］
（［設定］アプリケーションは、画面の上下スワイプ操作による切り替えで一番上の画面にあります）

商標などについて
●● Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth●SIG,●Inc. が所有権を有
します。パナソニック●ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロ
ゴを使用しています。●
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
●● Android™は Google●LLCの商標です。
●● 本製品は、AVC●Patent●Portfolio●License に基づきライセンスされており、以下に記載す
る行為にかかわるお客様の個人的または非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりま
せん。
(i)●●画像情報をAVC規格に準拠して（以下、AVCビデオ）記録すること。
(ii)●●個人的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオ、または、ライセンスを受け
た提供者から入手したAVCビデオを再生すること。

詳細についてはMPEG●LA,●LLC ホームページ (http://www.mpegla.com) をご参照くださ
い。
●●“HomeX”は、パナソニック●ホールディングス株式会社の登録商標です。
●● この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、以下の操作で画面に表示することが
できます。
［設定］アプリケーション　→　［法的情報］
一部アプリケーションのソフトウェアに関する情報は、対象アプリケーションの画面で確認す
ることができます。
（各アプリケーションは、画面の上下スワイプ操作による切り替えで一番上の画面にあります）



13

Q&A
画面に何も表示されない ●● スリープ状態になっていませんか？

●⾳ 起動状態にしてください。（p.5）
●● 人感センサが汚れていませんか？
●⾳ 人感センサに付着した汚れを柔らかい布で拭き
取ってください。

ディスプレイをタッチしても反応しない ●⾳ スタンバイボタンを8秒長押しして、再起動して
ください。●
（途中で画面にメッセージが表示されますが、何も
せず、長押ししたままお待ちください。8秒経過
すると、自動で再起動されます）

本体の音量が大きい、または音が出ない ●⾳ 音量を調節してください。
（音量ダウンボタンを押すと小さく、音量アップボ
タンを押すと大きくなります）
音量が変わらないときは、スタンバイボタンを●
8秒長押しして、再起動してください。

●● 当社は、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。●
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仕様
電源 入力：DC19.5●V

消費電力
専用ACアダプタ使用時（100●V）
動作時：約21.0●W（本体のみ　約19.0●W）
スリープ時：約14.0●W（本体のみ　約12.0●W）

AC アダプタ
入力：AC100–240●V　50/60●Hz
消費電力：126●VA（100●V）
出力：DC19.5●V　3.34●A

液晶パネル 画面サイズ：12.3 型（アスペクト比8:3）
画素数：横1920×縦720ピクセル

通信仕様

有線 LAN 100BASE-TX
端子形状：RJ-45型

無線 LAN

対応規格：IEEE802.11●a/b/g/n　準拠
暗号方式：●WPA2/WPA-TKIP、WPA2/WPA-AES、●

WEP（64ビット、128ビット）
無線設定：ステルス対応　※ただし、W53はステルス非対応
対応チャンネル：W52（5.2●GHz 帯 /36、40、44、48●ch）

W53（5.3●GHz 帯 /52、56、60、64●ch）
W56（5.6●GHz 帯 /100、104、108、112、
116、120、124、128、132、136、140●ch）●
※ J52のチャンネルは非対応
※ ●W52、W53は電波法により一部許可された場合
を除いて屋外利用禁止

※MIMO（Multiple●Input●Multiple●Output）非対応

Bluetooth®

準拠規格：Bluetooth●5.0
送信出力：Class●1
使用周波数範囲：2.402●GHz ～ 2.480●GHz
対応プロファイル：●A2DP-SRC、AVRCP-TG、HSP-AG、●

HID-HOST
対応コーデック：SBC、AAC
通信方式：2.4●GHz●band●FH-SS
見通し通信距離：約10●m

使用温度範囲 0●℃～ 40●℃
使用湿度範囲 20%～90%（結露なきこと）
本体寸法 幅318.8●mm×高さ152.0●mm×奥行き26.2●mm（突起部除く）
質量 本体：約1.4●kg、　ACアダプタ：約270●g（ACコードを除く）
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●● ACアダプタの定格は、ACアダプタの銘板に表示があります。

AC アダプタ

銘板

●● 本機ACアダプタ・ACコードの表示記号は以下を示しています。

●ㅡ ACアダプタ

AC（交流）

DC（直流）

クラス II 機器（二重絶縁構造）

●ㅡ ACコード

AC（交流）



保証とアフターサービス  よくお読みください

修理・お手入れ・使いかたなどのご相談は・・・
 ■ まず、販売元の引渡しご確認書に記載されているアフターサービス窓口へ 
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。

引渡日 年　　　●月　　　日

修理を依頼されるときは
異常が発見された場合、引渡日と右の
内容をご連絡ください。

●製品名 H
ホームエックス

omeX D
デ ィ ス プ レ イ

isplay

●異常の状況 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出張修理いたします。
保証期間：引渡日から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● 5年
当社は、このHomeX●Display 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5年保有してい
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】
当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。

HMX02AZ1-03
P0919-3040

パナソニック ホールディングス株式会社　プラットフォーム本部
〒571－8508●大阪府門真市大字門真1006番地
© Panasonic Holdings Corporation 2022
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