
サイズ
重量
内容品
電源

USBケーブル長
スピーカー最大出力
再生方式
材質
タイマー機能
LEDライト

● 仕様

● 給水方法● 使用方法 ー電池を入れて使うー

● 内容物・各部名称

保証期間：　6ヶ月
 

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

Version1.0. shi

本体：直径130×高さ75(mm)
約200g
本体、microUSBケーブル（Type-B）、日本語説明書
USBより給電（5V 400mA）
または単3電池×4本（別売）
約1160mm
2W
モノラル
ABS樹脂
30分、60分、90分
白色、電球色の2種類

取扱説明書
型番：C-WNS21W 

●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。

本体

①タイマーボタン　②ライトボタン　③ライト　
④音声ボタン（左）　⑤録音ボタン　⑥マイク　
⑦電源ボタン　⑧音量調整ボタン（+/－）　
⑨音声ボタン（右）　⑩スピーカー　⑪イヤホン差込口
⑫USBケーブル差込口

①本体底面の電池カバーを
外します。
電池カバーのつまみを右図
矢印の方向に押しながら外
します。

②底に記載されている図の
通りの向きで単三電池を4
本、入れます。
※バネのついている側が
ー（マイナス）になります。

③電池カバーを閉じ、電源ボ
タンを押すと、ボタンの電源
マークが青く点灯し、電源が
つきます。

※電池が入っている間は、
USBケーブルでの給電で使
用することはできません。

①本体のUSBケーブル差込
口に、micro USBケーブル
（Type-B）を差し込みます。
※上下の差込向きにお気を
つけください。

②USB端子をUSB-ACアダ
プタ（別売）やモバイルバッテ
リー（別売）に挿し込みます。

③電源ボタンを押すと、ボタ
ンの電源マークが青く点灯
し、電源がつきます。

※モバイルバッテリー（別売）
を使用して給電することもで
きますが、モバイルバッテリ
ーの種類によっては給電で
きない場合もあります。

①左右の音声ボタンで、10種類の音声を流すことがで
きます。それぞれの音声ボタンを押すごとに音声の種類
を1～5、1…と順番に変えられます。

★ライトのオン/オフ…電源が入っている状態でライト
ボタンを押すと、本体中心のライトが点灯します。
ボタンを押すごとに、白色→電球色→オフ→白色…とな
ります。

● 使用方法 ーUSBケーブルの給電で使うー ● 操作方法 ー音声を流すー

※記載されている物以外は付属いたしません。
※この取扱説明書は大切に保管してください。お読みになった後は、お使
いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。
他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱い説明書もお渡しください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となりま
す。
※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。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書
記載の内容と異なる場合があります。
※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載す
ることを禁じます。
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microUSBケーブル
（type-B）

5. Calm 
　… 鐘の音が響く
　　 穏やかな音

4. Rain
　… 雷雨の音

3. Whitenoise 
　… ホワイトノイズ

2. Campfire 
　… 焚き火の音

1. Ocean 
　… 海の波の音

5. Meditate
　… 瞑想

4. Pinknoise
　… ピンクノイズ

3. Cricket
　… 鈴虫の鳴き声

2. Brook
　… 川の流れる音

1. Bird
　… 鳥の鳴き声

音声ボタン（左） 音声ボタン（右）

★音量調整…音声が流れている状態で音量調整ボタン
を押すことで6段階の音量調整ができます。

＋で音量をあげる －で音量を下げる

②音声をオフにしたい場合は、電源ボタンを押すと電源
が切れ、音声が止まります。

★オフタイマー設定…音声が流れている状態でタイマ
ーボタンを押すと電源のオフタイマー設定ができます。
押すごとに30分、60分、90分の設定が可能です。
設定されている時間の ◯ 部分が青く点灯します。

30 60 90
この部分が
青く点灯します。
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● 給水方法● 操作方法ー音声の録音・再生ー

①録音ボタンを長押ししながら録音します。
電源がついている状態で録音ボタンを長押しすると、
「ピッ」と音が鳴り、録音がスタートします。録音ボタン
を押している間（最大約5分間）、録音されます。

イヤホン差し込み口に有線のイヤホンやヘッドホン（別
売）を差し込むと、音声をイヤホンで聴くことができま
す。

②録音ボタンの長押しをやめると、「ピピッ」と音が鳴
り、録音が終了します。

③録音した音声を再生するには、録音ボタンを短く一
回押します。すると、録音した音声が流れ続けます。

④録音した音声は、電源を切っても残ります。別の音声
を登録したい場合は、再度①、②の手順で上書きがで
きます。上書きした場合、元々録音されていた音声は
削除されます。

★録音途中で録音できる最大時間（約5分間）に到達す
ると、「ピピッ」と録音終了の音が鳴り、自動的に録音が終
了します。

★録音した音声も、音声を止める時間をオフタイマーで
設定することができます。（30分、60分、90分）
タイマーの設定方法は説明書表面「●操作方法ー音声
を流すー」の「★オフタイマー設定」参照

※本体に保存される音声データは最大1つまでです。ま
た、録音された音声データは外部に移動はできません。

※録音時のマイク音量などの録音詳細設定はできませ
ん。

● イヤホンを使って音声を聴く

● 給水方法

本体は防水仕様ではありませんので、絶対に濡らさな
いでください。
本体の汚れが気になる場合は、固く絞った布などで拭
いてください。

● お手入れ方法

○内容品に記載している以外の物は付属しません。

◯転倒および破損の原因となりますので、平らで安定し

た場所で使用してください。

◯モバイルバッテリー（別売）を使用して給電することも

できますが、モバイルバッテリーの種類によっては給電

できない場合もあります。

◯本体に保存される音声データは最大1つまでです。ま

た、録音された音声データは外部に移動はできません。

◯録音時のマイク音量などの録音詳細設定はできませ

ん。

◯万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがあり

ますので、下に人がいるような場所（枕元など）や、下に物

品があるようなところに設置しないでください。

◯衝撃を与えると、ライト機能が誤作動することがありま

す。叩いたり、乱暴に置いたりしないでください。

○ヒーターなどの発熱機器や火気が近くにある場所で使

用しないでください。

○製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないで

ください。

○小さなお子様の手の届くところで保管したり、小さな

お子様だけでのご使用はおやめください。

○本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、

補償の対象外となります。

○分解・改造・修理をしないでください。（発熱・発火・故障

の原因）

○直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所

で使用・放置しないでください。（変形・故障・火傷の原因）

○お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでくださ

い。（発熱・感電・故障の原因）

○水分や静電気を帯びた手で触れないでください。

○異常を感じたらご使用をやめて弊社カスタマーサポー

トまでご連絡ください。

◯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。

ご注意

● USBケーブルの取扱いについて

●USBプラグやUSBコードを交換したり、傷付けたり、加
工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじった
り、引っ張ったり、重いものを乗せたり、束ねたりしない。
●傷んだUSBプラグやUSBコードは絶対に交換、分解、
修理改造をしない。
●USBプラグやUSBコードが破損した場合は直ちに使
用を中止する。
●USBプラグは根元まで確実に差し込み傷んだUSBプ
ラグやUSBコードは使わない。
●ぬれた手でUSBプラグを抜き差ししない。
●使用時以外はUSBプラグを差したままにしない。
●持ち運び時や収納時にUSBコードを引っ張らない。
●USBコードを機器にはさまない、USBコードを引っ張
ったまま使用しない。
●本体、USBプラグにほこりが溜まっていないか定期的
に点検する。
●USBプラグ、USBコードの差しこみがゆるい時は使用
しない。
●使用中USBコードの上に物をのせない。
●USBプラグの抜き差しは、先端をもって行い、USBコ
ードは引っ張らない。※使用中USBプラグやUSBコード
が異常に熱くなったり煙や異臭が出るようなときは直ちに
使用を中止してください。

録音ボタン マイクWEB
公開用


