WEB
●故障かな？と思ったら●

型番 :CMUVRMB3
Version1.0. ｙ

●セット内容

● 仕様

修理・メールのお問い合わせは、下記ページにア
クセスしてください。

サイズ

幅 58× 高さ 14× 奥行 106（mm）

重量

102g

https://www.thanko.jp/smartphone/page59.html

バッテリー

3200mAh

充電時間

約 6 時間

録音時間

1 回で 5 時間

録音可能時間

約 96 時間

録音データ

WAV 形式

ビットレート

192KBPS

サンプリングレート

48KHZ

内蔵メモリ

8GB

再生ファイル形式

WAV,MP3,WMA

ポート数

出力：USB Type-A（1 ポート）

または QR コードを読み込んでアクセスしてください。

リチウムイオン

①モバイルバッテリー
②イヤフォン(110cm)
③USBケーブル(18cm)

入力：microUSB

入出力

DC5V 1A/DC5V 1A（最大）

付属品

本体、USB ケーブル (18cm)、イヤフォン
(110cm)、日本語取扱説明書

※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。

不具合品のご送付先

公開用
〒341-0043 埼玉県三郷市栄 4−72−1
EL 倉庫内 サンコーサポート宛
TEL 03-3526-4328 FAX 03-3526-4329

（月〜金 10:00 〜 12:00 13:00 〜 18:00 土日祝日を除く）
お問い合わせメールアドレス support@thanko.jp

保証期間：購入日から 6 か月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

●各部名称
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●バッテリーの充電方法

●モバイルバッテリーとして使用する

●マグネットについて

付属のUSBケーブルのmicroUSB側をバッテリーの
microUSBポートに差し込み、反対側をパソコンや
USB-ACアダプタ（別途ご用意ください）に差し込むと、
LEDランプ（録音）が赤点灯後、すぐに赤点滅になり、充
電を開始します。LEDランプ（バッテリー）は充電作業中
常に赤点滅になります。満充電になってもLEDランプ（バ
ッテリー）は赤点滅しつづけます。

付属のUSBケーブルのUSB側をバッテリーのＵＳＢポー
トに差し込み、反対側をスマートフォンなどの充電した
い機器に差し込んでください。ケーブルを差し込むと自
動的に充電が始まります。
モバイルバッテリーとして使用している時はLEDライト
（バッテリー）が青に点灯します。

本製品の両面にはマグネットが搭載されています。金属
面に磁力でくっつけることができます。

パソコン、USB-AC
アダプタに差し込む

※時計・磁気テープ・磁気カードなど磁気の影響
の恐れがあるものは近づけないでください。

スマートフォンなどの
microUSBポートにつなぐ

LEDランプが青に点灯

ON

ON

OFF

充電中はLEDランプ（録音）が赤点滅します。
満充電になるとLEDランプ（録音）が青点灯に変わりま
す。ケーブルを抜いてください。

OFF

⑧ ⑨

①+ボタン

⑥microUSBポート

②ーボタン

⑦イヤフォンジャック

③Mボタン

⑧電源スイッチ

④USBポート

⑨LEDランプ（録音）

⑤LEDランプ（バッテリー）

バッテリー残量が0％になると、LEDライトは消灯します。
※本製品はバッテリー残量の確認はできません。

裏表両面の斜線部が
マグネットになります。

LEDランプ（バッテリー）は充電作業中常に赤点滅します。
満充電になっても赤点滅し続けます。

必ず1A以下で充電してください。

裏面に続きます

WEB

●録音

●再生・音楽を聴く

①電源スイッチを【ON】にします。
②LEDランプ（バッテリー）が一瞬青赤点灯→赤点灯→素
早く赤点滅→消灯となり録音が開始します。
③1回の録音で5時間連続で録音します。録音を保存後に
再度録音を開始します。容量がいっぱいになった場合、古
いデータから上書き保存していきます。
途中で録音を止める場合は、電源スイッチを【OFF】にし
てください。
録音を停止すると、LEDランプ（バッテリー）が赤点灯後
消灯します。この際に録音データを保存していますので、
ボタン操作を行わないでください。
本製品には音声検知機能が付いています。周囲の音量が
50db以下の場合、録音は止まります。50db以上になっ
たら録音を再開します。
LEDランプ（バッテリー）

ON

OFF

本製品はMP3,WAV,WMAの音楽データを保存した場合、
音楽プレーヤーとして使用することができます。
また録音したデータを再生することが可能です。
①付属のイヤフォンをイヤフォンジャックに差し込みます。
②電源スイッチを【ON】にします。

◆操作方法

再生スタート

操作

ランプ

電源スイッチを【ON】

音楽:青点灯

早送り/巻き戻しモードについて

【+】【−】で早送り/巻き戻しを行うには、電源スイッチ
【ON】後すぐに【+】か【−】を音楽が鳴り始めるまで押

録音:赤点滅

し続けます。音楽開始後ボタンから手を離します。

再生ストップ

電源スイッチを【OFF】

消灯

この後電源スイッチを【OFF】にするまで、【+】で早送り

再生切替

【M】を短く押す

ー

【−】で巻き戻し、それぞれ長押しで早送り・巻き戻しのス

音量上げる

再生中に【+】を長押し

ー

音量下げる

再生中に【−】を長押し

ー

次へ進む

再生中に【+】を短く押す

ー

前へ戻る

再生中に【−】を短く押す

ー

◆音楽データが保存されている場合
③LEDランプ（バッテリー）が赤点灯→青点灯に変わり、
保存した音楽が再生されます。

一時停止

再生中に【+】【ー】同時押し 赤青点滅

データ削除

一時停止中に【+】か【−】を 青点滅

◆録音データのみ保存されている場合
③LEDランプ（バッテリー）が赤点灯→赤点滅に変わり、
保存した録音データが再生されます。

全データ削除

LEDランプ（バッテリー）
ON

OFF

イヤフォンジャック

音楽データと録音データ両方が保存されている場合、【M】
ボタンを押すと、音楽と録音データの再生を切り替えること
ができます。

ピードが上がります。このモードは電源を【OFF】にするま
で継続します。

早送り/巻き戻しモードの場合、次へ進む、前に戻る、音量
操作はできません。

早送り/巻き戻しモードを使用する場合、電源を【ON】にす
るたびに上記手順を行う必要があります。

長押し（再生中データ削除）

一時停止中に【+】【−】同時 赤高速点滅
に長押し

データが無い

赤青交互点滅

ー

公開用
ON

OFF

※スマートフォンを充電するなど、バッテリーを使用しな
がら録音を行うことができます。
※本製品を充電しながら、録音することはできません。
※イヤフォンを差した状態で録音することはできません。

●メモリディスクとして使用する

①付属のUSBケーブルのmicroUSB側を、本体の
microUSBポートに繋ぎ、反対側をパソコンのUSBポート
に繋ぎます。
②本体が外部メモリとして認識されます。

リムーバブルディスク内「RECORD」→「VOICE」フォルダ
に録音データが保存されています。

③通常のメモリディスクとしてデータの保存が可能です。

音楽データ（MP3,WAV,WMA）を保存した場合は、本製
品で再生することができます。

■フォーマットについて (microSD カードの初期化）

「マイコンピューター」から、本製品の「リムーバルディ
スク」を右クリックしていただき、表示されたメニューか
らフォーマットを選びフォーマット、またはクイックフォ
ーマットを行ってください。
※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フ
ォーマットを行ってください。
※パソコンに接続中は録音・再生はできません。

※スマートフォンを充電するなど、バッテリーを使用しなが
ら録音を行うことができます。
※本製品を充電しながら、再生することはできません。

● 本体をパソコンから取り外す

本製品をパソコンから取り外す際は、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、「USB Mass
storage 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、パソコンから本
製品を取り外してください。

ファイルの書き込み中等に、本製品をいきなりパソコン

データ削除について

録音データを再生中に全データ削除の操作を行うと、録音デー
タのみの全データを削除します。音楽データは削除しません。
音楽データ再生中に全データ削除操作を行うと、音楽データの
み全データを削除します。録音データは削除しません。

●時刻の合わせ方

本製品をメモリとして使用する際、データを保存した時刻が
ずれている場合は、本体の時刻を合わせてください。
①付属のUSBケーブルのmicroUSB側を、本体の
microUSBポートに繋ぎ、反対側をパソコンのUSBポート
に繋ぎます。
②本体が外部メモリとして認識されます。
③【Time Synchronization Tool】フォルダを開きます。
④【SET DISK TIME.exe】をダブルクリックします。
⑤下の画面が立ち上がります。表示された日時を確認して、
日時がずれている場合は【SetTime】をクリックします。

※記載されている物以外は付属いたしません。

※本製品で録音した音声は出力される音声の大きさに依存

される為、出力される音声が小さい場合録音時の音声も小
さくなります。

※本製品で記録した音楽を、私的目的以外で権利者の承諾

を得ずに複製、配布、配信することは 著作権等の規定により
禁止されています。

※時計・磁気テープ・磁気カードなど磁気の影響のおそれがあ

るものは近づけないでください。

※イヤフォンを強く引っ張らないでください。

SetUDiskTime

※本製品にスピーカーは内蔵されておりません。



から取り外すと、本商品の破損や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

SetTime

※防水機能はありません。

※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対
象外となります。

※小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでくだ

さい。

⑥時刻合わせが完了しました。右上の×をクリックして画
面を閉じて下さい。
※時刻合わせはパソコンの時刻を参照にしています。パソ
コンの時刻が間違っている場合は、パソコンの時刻をパソ
コンの説明書などを参考に合わせてから、時刻合わせの手
順をおこなってください。

※分解しないでください。

※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

