
この度は、「X-mini Speaker」をお買い求め頂きまして誠に有り難う
ございます。
本製品は、USB充電式リチウムイオン電池内蔵ミニスピーカーです。
付属のケーブルでパソコンやHUBのUSBポートで充電し、音楽プレ
ーヤ等をジャックに繋いでスイッチを入れるだけ。コンパクトなの
に、パワフルMusicが、お気軽にお楽しみ頂けます。

1. スイッチが OFF になっているか確認し、本体右側のUSB充電
ポートにケーブルを繋ぎ、PCやUSBハブなどに接続し、充電し
ます。約4時間でフル充電になりますので、接続を解除して下
さい。約4時間ご利用いただけます。

3. 本体を付属3.5mmオーディオケーブルなどで、音楽プレーヤ
ー等に接続します。スイッチを VOL にしLEDが青に点灯して
いるか確認し、音量は音楽プレーヤーで調節して下さい。

2. 両手で本体上下を持ち、右手で上部スピーカー部分を2mm反
時計周りに回します。共鳴装置のジャバラを引き出します。
戻すには、ジャバラを押し込んで、時計周りに2mm押し回し共
鳴装置を収納します。

［USB充電式スピーカーユニット］
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■ご注意
※直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所に置かない
で下さい。飲み物をこぼしたり、濡れた手で触れないで
下さい。
※USBポートから5V供給できない場合、充電が行えない
場合があります。その際は、パソコンに直接繋ぐか、Ａ
Ｃアダプタ付きのUSBハブをご利用ください。
※充電する場合は、スイッチをOFFにして、音楽プレー
ヤーなどを接続したまま行って下さい。約4時間でフル充
電になりますので、必ず接続を解除して下さい。LEDがa
青く光るか、電源を入れても点灯しない場合は、再充電
を行って下さい。また、長時間ご使用にならない場合で
も、6ヶ月に一度は充電を行って下さい。
※音量の調節は音楽プレーヤー等で行って下さい。

USBポートに
差し込みます

ジャックに
差し込みます

電源OFFに

iPhoneは付属しません

電源スイッチをVOLに

共鳴装置

スピーカー

VOLに

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。

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://thanko.jp/　

6ケ月間
※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。サポートについて

不具合と思われる症状が発生した場合などは、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://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

サポートセンターメールアドレス ： support@thanko.jp
◇電話でのお問い合わせ
基本的にメールでのお問い合わせ対応となります。電話でのお問い合わせは迅速にご対応できない場合があります、
ご了承ください。

［製品サービス保証書］

※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

御 氏 名

御 住 所

電話番号　　　　（　　　　　）

〒
E - Mail

シリアル番号 なし

製 品 名

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://thanko.jp/repair

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://thanko.jp/download/
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