会話ブースター TS-CB1
取扱説明書兼保証書

パーティションを挟んで親機と子機の発光部と受光部の位置
が合うように背面を合わせてください。

Ver.1.00

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとう
ございます。 ご使用の前に必ず本書をご一読いただき、
大切にお手元に保管してください。

④電源を切る
使用後は親機の電源をオフにしてください。

②会話を始めます。

設置方法

子機側オートパワーオフ
親機の電源をオフにすると子機側は自動的にオフに
なります。

電池ボックス

特 長
パーティション（光を通す素材）越しの自然な会話を可能に
するマイク / スピーカーセット

各部の名称

受光部

パーティション

発光部

電源の準備
①電池使用の場合
単 3 形乾電池 ( 別売り ) を電池ボックスに入れる。
⊕と⊖の向きを正しく入れてください。

マイク

③音量を調整する
親機の音量が小さい時はスピーカー音量ノブを右に回し
ます。
ボリューム

パーティションが赤外線カットなどの材質、 加工がされ
ている場合、 使用できないことがあります。

マイク

スピーカー

使用方法
スピーカー

電源スイッチ

USB 電源端子

マイク音量ノブ

②外部電源使用の場合
市販の AC アダプターから親機、 子機両方の USB 電源
端子に接続してください。

症状

原因と対策

電源が入らない

電池が正しく入っていない。

オン

電池が消耗している。

子機の音量が小さい時はマイク音量ノブを右に回します。

→新しい電池を入れる。
ボリューム

オン

USB プラグが正しく挿入されていない。
→プラグを正しく挿入する。

マイク

スピーカー

音が出ない

親機と子機の位置がずれている。
→位置を調整する。

スピーカー音量ノブ

音量が最小になっている。

マイク

正しく設置されていれば子機の電源 LED が点灯します。
オン

スピーカー

音量の大きさ、 設置環境によってはハウリングが発生
することがあります。 その時は音量を調整するか、
親機と子機の間隔を離すなどの調整をしてください。
離し過ぎると子機の電源がオフになります。

電源 LED
USB 電源端子

故障かなと思ったら

→⊕と⊖を正しく入れる。

①電源を入れる
親機の電源スイッチをオンにする。
親機の電源 LED が点灯します。

電源 LED

未使用時に子機側受光部に光 ( 日光など ) が当たる
と電源がオンしてしまうことがあります。 保管などの時は
電池を抜くか、 子機側受光部に光があたらないように
してください。

AC アダプターは市販の USB AC アダプター (micro USB)
をお使いください。
出力電圧︓5 V 出力電流︓500 mA 以上

子機の電源 LED が点灯しない時はもう一度子機の
位置を調整してください。

→音量ノブを回して音量を上げる。

安全のための注意事項を守る
注意事項をよくお読みください。 製品全般の注意事項が記
載されています。
故障したら使わない
動作がおかしくなったり、 キャビネットなどが破損しているのに気
づいたら、 すぐにお買い上げ店またはタケノコストアの相談窓
口に修理をご依頼ください。
警告表示の意味
取扱説明書では、 次のような表示をしています。 表示の内
容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、 火災 ・
感電 ・ 破裂などにより死亡や大けがなどの
人身事故が生じます。

警告
注意

この表示の注意事項を守らないと、 火災 ・
感電などにより死亡や大けがなどの人身事
故の原因となります。
この表示の注意事項を守らないと、 感電
やその他の事故によりけがをしたり周辺の家
財に損害を与えたりすることがあります。
行為を禁止する記号

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
清掃用や潤滑油などの可燃性ガスを本機に使用する
と、 静電気などの火花、 高温部品が原因で引火し、
爆発や火災が発生する恐れがあります。

警告
内部に水や異物を落とさない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。
万一、 水や異物が入ったときは、 すぐに本体の電源
を切り、 お買い上げ店またはタケノコストアの相談窓
口にご相談ください。
湿気やほこり、 油煙、 湯気の多い場所や直射日
光のあたる場所には置かない
火災や感電の原因となることがあります。

注意
分解 ・ 修理 ・ 改造はしない
火災や感電の原因となることがあります。
安定した場所に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、 製品が
落ちてけがの原因となることがあります。 また、 置き場
所の強度も充分に確認してください。

電池 ( 別売り ) についての安全上のご注意
液漏れ ・ 破裂 ・ 発熱 ・ 発火 ・ 誤飲による大けがや失明を
避けるため、 下記の注意事項を必ずお守りください。

保証規定

製品仕様

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

1. 保証内容
取扱説明書にしたがった正常な使用状態で故障した場合、
保証書をご提示いただくことにより記載された保証期間内にお
いては、 無料修理または弊社の判断により同等品へ交換い
たします。

液が本体内部に残ることがあるため、 タケノコストアの相談窓
口またはお買い上げ店にご相談ください。

2. 保証対象外
① 保証書の提示が無い場合

危険

液が目に入ったときは、 失明の原因になることがあるので目を
こすらず、 すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、 ただ
ちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、 やけどやけがの原因になるの
で、 すぐにきれいな水で洗い流し、 皮膚に炎症やけがの症
状があるときには医師に相談してください。

警告

② 保証書に所定事項の記入が無い場合、 または字句を
書き換えられた場合
③ 保証期間中に発生した故障について保証期間終了後に
修理依頼された場合
④ 取扱説明書に記載の使用方法または注意書きなどに反
するお取り扱いに起因する故障 ・ 損傷
⑤ お買い上げ後の輸送、 落下などによる故障 ・ 損傷

• 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、 乳幼児の手の届
くところに置かない。 万が一飲み込んだ場合は、 窒息や
胃などへの障害の原因になるので、 直ちに医師に相談
する。

⑥ 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、
塩害や異常電圧による故障 ・ 損傷

• 機器の表示に合わせて ⊕ と ⊖ を正しく入れる。

⑧ その他弊社が補償内容の対象外と判断した場合

• 充電しない。
• 火の中に入れない。 分解、 加熱しない。
• コイン、 キー、 ネックレスなどの金属類と一緒に携帯 ・
保管しない。 ショートさせない。
• 液漏れした電池は使わない。
• 使い切った電池は取りはずす。 長時間使用しないときも
取りはずす。
• 新しい電池と使用した電池、 種類の違う電池を混ぜて
使わない。

注意
• 火のそばや直射日光のあたるところ ・ 炎天下の車中など、
高温の場所で使用 ・ 保管 ・ 放置しない。
• 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
• 指定された種類以外の電池は使用しない。

⑦ 他の機器から受けた障害または不当な修理、 改造による
故障 ・ 損傷
3. 免責
本製品の故障に起因する付属的損害についての損害賠償
責任を負いません。
4. 保証有効範囲
① この保証書は日本国内においてのみ有効です。
② 無料修理 ( 製品交換を含む ) 後の製品については、
最初のご購入時の保証期間が適用されます。

103 x 99 x 57 mm
（親機子機共、 突起部分含まず）
親機 254g 子機 250g
質量
580mW
実用最大出力
40mm
スピーカーサイズ
スピーカーインピーダンス 8Ω
コンデンサー型
マイク形式
無指向性
マイク指向性
DC-IN、 micro USB
入力端子
単 3 形乾電池 ×3
電源
(4.5V 別売り )
外部電源 USB 5V
約 120 時間
連続動作時間
( アルカリ乾電池使用時 )
1.5W
消費電力
本体サイズ

お問い合わせ
ハートランド ・ データ株式会社 タケノコストア
https://shop.takenokostore.jp/contact

保証期間︓1 年
保証書
モデル︓TS-CB1

本

火災や感電などによる人身事故を防ぐため、 次のことを必ず
お守りください。

危険

お客様 / お名前 ・ ご住所 ・ TEL

見

安全のために

販売店名 / 住所 ・ TEL

お買い上げ年月日

年

月

日

