
スロー・高速・A-B再生、回して携帯電話充電、LED×3個ライト
速度可変式MP3プレーヤー(1G)

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
詳しくは弊社サポートQ&Aのページをご覧下さい。  http://www.thanko.jp/question/

取扱説明書

このたびは、弊社製品「速度可変式MP3プレーヤー(1G)」をお買い上げいた
だき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読
みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書は、お読みになった後も
大切に保管してください。

本体仕様

●対応microSDカード： 〜32GB

●内蔵メモリ：1GB

●パワーソース： クランク＆USB

●ライト： 3LED

●対応音楽ファイル： MP1MP2MP3WMAWMVASFWAV

●バッテリ： 3.7V lithium battery
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●バッテリーを充電する

※充電時間や稼働時間は、使用環境により変動します。
※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。

本体各部

付属品

イヤフォン
（約93cm）

ファイル名
プログラムモード
ビットレート/ファイル形式
リピートモード
曲番号
イコライザーモード
再生時間

バッテリー

メニュー、選択

上.　音量+、戻る、左

M.　Mode、決定
下.　Play、再生、一時停止

右.　音量－、次、右

USBケーブル
（約62cm）

アダプタ
（3種・充電用-サポート外です）

本体

microSDカードスロット

miniUSB端子
LCD

OUT(サポート外)

MP3
MP3 OFF

操作ボタン

microSDカードスロット

3.5mmジャック

ライト
ライトオフ
スピーカ

LEDランプ

本体側面のmicroSDカードスロットにmicroSDカード（別売）をセットします。
●microSDカード（別売）をセットする

※microSDカードは付属しておりません。別途ご用意ください。

※microSDカードは
奥まで爪などで差し込んでください。

本体側面のminiUSB端子にUSBケーブル（付属品）を接続してパソコンにつ
なぎます。充電が開始します。（充電中は接続表示になります。）
約3時間で充電完了です。OSの指示に従って安全に取り外します。

●電源ON/OFF

電源オン
左スイッチをOFFからMP3にして下さい。左スイッチがMP3にある時、
右（

▲

｜）を長押しすると電源オンになります。

電源オフ
左スイッチをMP3からOFFにして下さい。
左スイッチがMP3にある時は、右（

▲

｜）長押しすると電源オフになります。

●音楽再生

左スイッチをMP3にして、電源投入後メインメニューから音楽モードを選択し
て下さい。（項目移動は下（

▲

｜/V－）ボタンです）メインメニューが表示され
ていない場合には、M（左）ボタン長押しでメインメニューに入れます。

選択後、M（左）ボタンで再生モードになります。右（

▲

｜）ボタンで再生を開始
します。

再生中に右（

▲

｜）ボタンで一時停止。

※一時停止中にM（左）ボタンを押すとファイル操作モードとなります。
右（

▲

｜）ボタン長押しで再生モードに戻ります。

上（｜ ▲/V+）ボタンで前の曲へ、下（

▲

｜/V－）ボタンで次の曲へ移動

上（｜ ▲/V+）ボタンまたは下（

▲

｜/V－）ボタン長押しでボリューム調整。
右（

▲

｜）ボタンで再生モードに戻ります。

●可変式音楽再生（再生スピードの変更）

音楽再生中にM（左）ボタンを押してください。下ボタンで、サイクルモード⇒
EQセッティング⇒SRS WOW⇒再生速度⇒リピードモード⇒切り替えモード
⇒終了となります。

再生速度選択し、M（左）ボタンを押すと、再生速度可変バーが表示されます。
上、下ボタンで＜-遅くなる＞＜+早くなる＞を調整します。再生速度は調整後
直ちに反映されます。

右（

▲

｜）ボタンで再生モードに戻ります。

※ファイル形式により再生スピードが変更出来ない場合がございます。

●録音

メインメニューから下（

▲

｜/V－）ボタンで録音モードを選択して下さい。M
（左）ボタンで録音モードに入ります。録音モード中に右（

▲

｜）ボタンで録音が
開始します。もう一度右（

▲

｜）ボタンで録音一時停止。一時停止中に右（

▲

｜）
ボタン長押しで録音ファイルの保存となります。録音中はLED右上のカウン
ターが進みます。

※録音の日時は変更出来ません

■録音したファイルの再生

音声モードより録音したファイルを選択出来ます。ファイル名はRECXXXと
なります。
上下ボタンでファイルを選択、右（

▲

｜）ボタンで再生して下さい。

●表示言語変更
メインメニューからプレイヤー設置を選択して下さい。M（左）ボタンでメニュ
ー項目選択になったら、上（｜ ▲/V+）ボタン、下（

▲

｜/V－）ボタンで言語を選
択。M（左）ボタンで言語選択画面（語言送拌）、上（｜ ▲/V+）ボタン、下（

▲

｜/V
－）ボタンで日本語（日文）を選択、再度M（左）ボタンで決定と同時に言語選択
画面に戻ります。
メインメニューを表示させる場合には、M（左）ボタン長押しでメインメニュー
に戻ります。

●A-Bリピート
音楽再生中にM（左）ボタンを押してください。リピードモードを選択しM（左）
ボタンを押して決定してください。さらにM（左）ボタンを押すとAが点滅し、B
ボタン（A点-始点）となり、もう一度Bボタンで（B点-終点）を設定し、A-Bリピ
ートを繰り返し再生します。解除はM（左）ボタンを押してください。通常再生
に戻ります。

（必ず充電してからご使用ください）

●スピーカー出力： 0.25W

●サポートOS： Windows、Mac

●録音ファイル形式： WAV、MP3

●充電時間： 約3時間

●最大再生可能時間： 最大約5時間

●サイズ：幅111×奥行き46×高さ26（mm）

●重量：77g

左スイッチ F.ボタン

上

下

M
右

上

下

M

上

下

M 右

上

下

M 右メニュー、選択 再生

前へ

次へ

メニュー 再生、保存（長押し）

※手回し（クランク）充電に関しましてはサポート外とさせていただきます。

※裏面へ続きます



●PCと接続する
本体側面のminiUSB端子にUSBケーブル（付属品）を接続してパソコンにつ
なぎます。リムーバブルディスクとして認識されます。ファイルの移動・削除等
行って下さい。

6カ月間
※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

※お買い上げ日
年 月 日

お買い上げ日より保 証 期 間

ふ り が な

※販 売 店

ご 氏 名

ご 住 所

電話番号　　　　（　　　　　）

〒

E - Mail

シリアル番号 なし

製 品 名 速度可変式MP3プレーヤー(1G)

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたします
ので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを
得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。
※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。
※本保証書は日本国内においてのみ有効です。
保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。
・本保証書をご提示されない場合
・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

［製品サービス保証書］

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページ
をご確認ください。　http://www.thanko.jp/download/

サンコー株式会社 サポート部 
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB ３F
TEL 03-5297-7143 FAX 03-5297-7144　E-mail support@thanko.jp　URL http://www.thanko.jp/　

ご連絡不要で、修理・初期不良対応させて頂きます。
詳しくは下記ページをご覧下さい。

http://www.thanko.jp/repair

注意
下記の注意事項を守らないと、火災・感電・けがなどのトラブルの原
因となります。
●コードを傷つけない
コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。コードに傷がつ
いた場合は、ただちに使用を中止してください。
●改造をしない
火災や感電、けがの原因となる場合があります。また、改造行為は、
保証期間内であっても、サポートの対象外とさせていただきます。
●ぬれた手でプラグにさわらない
感電の原因となる事があります。
●幼児の手の届かない場所に置く
手を挟まれたり、ケースの鋭利な箇所などが、けがの原因になるこ
とがあります。
●水や異物を入れない
水や異物が入った場合、火災や感電、故障の原因になる場合があり
ます。異音・異臭・煙が出たら、即、ご使用をお止めください。
万が一異常が起きたら
即急にパソコンを終了させ、コンセントから、またはUSBから抜い
てください。
○定期的な点検をお願いします
本製品は精密機器となります。ほこりやよごれなど、誤作動の原因
となる場合がございますので、定期的に清掃、まだ動作の異常がな
いか、点検・確認をお願い致します。

サポートのご案内
本マニュアルの記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、新しいマニ
ュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

http://www.thanko.jp/download/

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した
場合は、下記のＱ＆Ａページをご確認ください。
サンコー サポートページ http://www.thanko.jp/support/

上記ページに該当する項目がない、記載されている回避方法を確認しても改
善されない場合は・・・
メールでのお問い合わせ
お客様のお名前、お買い上げいただたいた商品名、ご利用のＯＳ（XP、Vista、7）、
お問い合わせ内容を記載していただき、下記URLをご確認の上ご連絡ください。
サンコー サポートメール http://www.thanko.jp/mail/

修理のご案内
お客様のお名前、お買い上げいただたいた商品名、ご利用のＯＳ（XP、Vista、
7）、内容を記載していただき、弊社サポートまでご連絡不要でご送付ください。


