
●故障かな？と思ったら●

不具合品のご送付先
ご送付いただくだけでは対応ができない為、必ず空メール
をお送りいただき、内容をご確認の上ご送付ください。

〒275-0024　千葉県習志野市茜浜2-3-1  
EL 内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328
（月～金 10:00～ 12:00 13:00～ 18:00  土日祝日を除く）

お問合せメールアドレス :support@thanko.jp

チバケン      ナラシノシ      アカネハマ

お問い合わせ・修理をご希望をされる場合
support@thanko.jpに空メールをお送りくださ
い。自動返信でご案内いたします。

※自動返信が来ない場合
送信前に「@thanko.jp」のメールが受信できるよ
う設定の上ご送付ください。

　　QRコードを読み取り、 空メールを送信できます。

● 仕様

サイズ
重量
素材

インターフェイス
対応音楽ファイル
電源
最低反応荷重
最大耐荷重
内容品

保証期間

幅410x奥行375x高さ25(mm)
約350g
表面：ベロア生地(ポリエステル100%)、
中：低反発スポンジ、裏面：ポリ塩化ビニール
microUSB
容量：7MB未満、ファイル形式：mp3
単4電池×3
約15kg
約200kg
本体、音源通信用microUSBケーブル(約
925mm)、日本語取扱説明書
購入日より6ヶ月

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

ご注意
※本製品は洗濯できません。汚れた場合は【お手入れ
方法】の項目を参照に汚れを落としてください。
※お手入れの際は、劣化や色落ちの原因となりますの
でシンナーや漂白剤は使用しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償
の対象外となります。
※小さなお子様の手が届くところで保管、使用しない
でください。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポート
までご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、
改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊
社での責任は負いかねます。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

保証期間：　購入日より6ケ月
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

取扱説明書

Version1.0. i

型番：ALMCARSNA

●  使用方法

1：本体に電池を入れる
電池カバーの爪を指で押し
開け、単四電池を３本入れ
てください。
※電池の向きにご注意ください。
※電池は付属しておりませんの
であらかじめご用意ください。

● 内容品/各部名称

※本製品は電池駆動です。電池は付属しておりません
のであらかじめ単四電池を３本ご用意ください。

12:04

12:04

【付属品】

microUSBケーブル
(音源通信用)

LEDパネル
(マットを踏むと点灯)

アラームマット
(踏む部分)

USBポート(音源用)

電池カバー

本体(内蔵)

アラーム設定パネル

①モード切替スイッチ
②アップボタン
③ダウンボタン
④決定/進むボタン

UPALARM
OFF ON

DOWN SET

②① ③ ④

【表面】

【裏面】

電池カバー

【LEDパネルの点灯方法】 12:04

普段は消灯状態となります。
マットの部分(右図の足跡部
分)を強く押すと10秒間点
灯します。
※点線部分は本体となりますので踏まないでください。

2：現在時刻を設定する
電池を入れるとLEDパネル
に「00:00」と表示されま
す。LEDパネルが点灯して
いる状態で現在時刻の設定
を行います。

00:00

※マットが折れていると正常に設定ができませんので
マットを伸ばした状態で設定してください。

※点滅状態で無操作が30秒間続くと初めに戻ります
のでご注意ください。(設定中の時間は記録されます)

【現在時刻の設定方法】
本体裏の[SET]ボタンを一
度押すと、時刻の「時間」部
分が点滅します。アップ・ダウ
ンボタンで現在時刻に合わ
せてください。[SET]ボタン
をもう一度押すと「時間」が
確定し次は「分」部分が点滅
するので同様に設定してく
ださい。

※パネルは10秒ほど点灯した後に消灯しますので、
【LEDパネルの点灯方法】を参照に点灯させてください。

アラーム設定パネル

①モード切替スイッチ
②アップボタン
③ダウンボタン
④決定/進むボタン

UPALARM
OFF ON

DOWN SET

②① ③ ④

例えば、月曜から金曜日まで
アラームをかけたい場合は
1～5のアラームを設定する
必要がございます。
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月曜
火曜
水曜
木曜
金曜
土曜
日曜

→続く

※アラームはまとめて設定することはできませ
ん。各曜日ごとに設定してください。

数字で月～日曜日までの曜日を差しており、各曜
日ごとにアラームを設定する必要があります。
１日あたり最大２回までアラームを設定できます。

「分」が点滅している状態で
[SET]ボタンを押すとLED
パネルに1～7のいずれか
の数字が表示されます。

3：アラームを設定する
2 火曜

1

♪♪
♪



● モード切替スイッチについて

【OFF…1-5(平日モード)】
1～5(平日)の曜日のみアラームが稼働します。
6～７(土日)がセットされていても鳴りません。

【ON…1-7(フルモード)】
1～７の全ての曜日で設定されているアラームが
稼働します。

モード切替スイッチで、
【平日モード】と【７日モード】
の切り替えができます。

マットを押して、LEDパネルが表示されている状態でス
イッチを切り替えるとモードが表示されますのでご自身
の用途に合わせて切り替えてください。

アラーム設定パネル
UPALARM

OFF ON
DOWN SET

モード切替スイッチ

→続く

●  好きな音源を入れる

【他の曜日のアラーム設定】
各曜日(1～7の数字)ごとにアラーム時刻を変えたり、
ON/OFFを切り替えることが可能です。

LEDパネルに1～7のいずれかの数字が出ている状態
にしたら、アップ・ダウンボタンで任意の数字(曜日)にし
て設定ください。

※前回設定した内容が記憶されますので、前の曜日と
同じ時刻に設定する場合は1・２回目のON/OFFの切り
替えのみで設定できます。

①LEDパネルに1～7のいずれかの数字が出ている状
態にしたら、アップ・ダウンボタンで任意の数字(曜日)に
してください。

②任意の数字(曜日)が表示
されている状態で、再度
[SET]ボタンを押すと１回目
のアラームのON/OFFが表
示されます。(初期はOFF)
アラームをONにする場合は
アップ・ダウンボタンのいず
れかを押すと【1-ON】と表
示されます。

1回目 1-ON
2回目 2-OF

例：1回目のみONに
した場合

●  使用方法(つづき)

④アラーム時刻は【現在時刻の設定】項目を参照に同じ
要領で設定してください。設定したら再度[SET]ボタン
を押してください。すると1回目のアラーム時刻が確定
され、続いて２回目にアラームON/OFF(【2-OF】)が表
示されます。

※設定し終えたら実際のアラーム時刻に鳴るかテスト
することをおすすめします。
※モード切替スイッチのモードを必ずご確認ください。

【２回目のアラームを設定しない場合】
そのまま消灯するまで放置してください。
(30秒経つと２回目の時刻設定が点滅しますが、そ
のまま放置すると現在時刻に戻り消灯します)

【２回目のアラームを設定する場合】
1回目のアラーム設定と同じ要領で引き続き設定
してください。再度[SET]ボタンを押すと現在時刻
の表記に戻り確定されます。

【例1】月曜から金曜までは朝7時にアラームをセッ
トし、土日は朝10時にアラームをセット
→1～5を07:00に、６～７を10:00にセット
【例2】水曜日だけOFF、その他の曜日は朝8時に
セット
→３をOFFに、３以外を０８:00にセット

③次に、１回目をONにした
場合のアラーム時刻設定を
します。【1-ON】が表示され
ている状態で再度[SET]ボ
タンを押すと「時間」が点滅
します。

1回目 1-ON
2回目 2-ON

例：2回目もONに
した場合

3：アラームを設定する(つづき)

アラームの設定が終わったら、必ず現在の曜日に
数字を合わせてから終了してください。
曜日の自動認識機能はございませんので、現段階
の曜日とズレてしまいます。

ご注意
アラームが鳴ったら、マットの
上に両足でしっかり立ち続け
て止めてください。
10秒ほど踏むと止まります。
※片足で軽く踏んだだけでは止まりません！
両足でしっかり立って止めてください。
※本体部分を踏むと故障の原因となりますのでマット
部分を踏んでください。

5：アラームを止める

♪♪
♪

本体部分

１～16までの16段階の音
量調整が可能です。
マットを押し、現在時刻が表
示されている状態でアップ・
ダウンボタンのいずれかを押
すと【U XX(数字)】と現在の
音量が表示されますのでそ
のままアップ・ダウンボタンで
設定してください。

設定し、そのまま放置すると消灯して音量が確定します。

※確実に起きたい場合は
16をおすすめします。

4：音量調整をする
U 16

※設定し終えたらアラームを鳴らして音量確認するこ
とをおすすめします。

2

本製品はパソコンに接続して好きな音源を入れること
ができます。

パソコンはWindowsを推奨しております。Macは
サポート対象外となりますのでご了承ください。

ご注意

パソコンに接続し、LEDパ
ネルに【PC】と表示された
ら接続完了です。

1：パソコンに接続する
本体に付属のUSBケーブルを差込み、マットを押して
LEDパネルが表示されている状態でパソコンに接続
してください。

2：音源を入れる
①パソコンに表示された「USB2.0 Device」というデ
バイスを開くと、[ROBIN.mp3]という初期の音源ファ
イルが入っています。音源は1曲のみ入れることが可
能ですのでお好みの音源を入れる場合はこの音源を削
除(復元不可)・またはパソコンに移動させてください。

②あらかじめ用意したお好みの音源(mp3のみ)をフォ
ルダに入れます。ファイル名が日本語の場合は必ず英
語に書き換えてください。

※ファイルの読み込みに数分かかる場合がございます。
※ファイルは最大7MBまでとなります。7MBを超えた
場合、パソコン画面にポップアップでお知らせされます
ので、音源を圧縮するなどの工夫をして再度入れてくだ
さい。

※LEDパネルが表示された状態で接続しないとパソ
コンが認識しないのでご注意ください。

※microUSBの差込み
向きにご注意ください。

USBポート パソコン

・ファイルはmp3音源のみ
・最大７MBまで
・曲数は1曲のみ
・ファイル名は半角英数字のみ

【入れられる音源の条件】

PC

ファイルの書き込み中等にいきなりパソコンから
取り外すとファイルの破損に繋がりますのでご注
意ください。

ご注意



● お手入れ方法

本製品は洗濯できませんので、汚れた場合は水また
はぬるま湯に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき
取ってください。落ちにくい汚れは、薄めた台所用中
性洗剤に浸した柔らかいふきんをよく絞ってふき取
り、さらに乾いた柔らかいふきんで洗剤が残らないよ
うに綺麗にふき取ってください。

※本製品は防水ではございません。
絶対に濡らさないでください。

●  好きな音源を入れる(つづき)
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③USBケーブルをパソコンから抜く際は、必ずタスクバ
ーに表示されている（画面右下の時間表示の左側に表
示されます）「ハードウェアの安全な取り外し」のアイコ
ンをクリックしてください。
メニューの指示に従い、ドライブを選択して取り出しの
文字をクリックするか、「USB2.0 Device」の取り出し
の文字をクリックしてください。
しばらくすると、安全に取り外しができるメッセージが表
示されます。その後に、パソコンからUSBケーブルを引
き抜き、本体からケーブルを抜いてください。

④アラームを設定し、入れた音源が正常に流れるかご確
認ください。


