安全上のご注意

〜本製品をご利用になる前に必ずお読みください〜

本製品の故障また使用によって生じたあらゆる損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負い
かねます。予めご了承ください。
この「安全上のご注意」では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくため
に、守っていただきたい事項を示しています。
ご使用になる前に、
この「安全上のご注意」をよくお読みになり、内容をご理解の上、正しく安全にご使用いただきますようお願
いいたします。

お風呂まるごとスピーカー
JF-SPBR1

図記号について

ユーザーズガイド

図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。
この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。
行為を禁止する記号（

の中や近くに禁止内容が描かれています。）

行為を指示する記号（

の中に指示内容が描かれています。）

この度は、弊社製品をご購入いただき、
誠にありがとうございます。
・ご利用の前に、
本書に記載されている内容をよくお読みいただき、
正しくご利用ください。
・本書とは別に書類が同梱されている場合は、
同梱書類も必ずお読みください。
・『製品保証書』
に必要事項をご記入の上、
大切に保管してください。

乳児やお子様の手の届くところに放置しないでください。口に入れるなどした場合、大変危険で
す。十分ご注意ください。
本製品を浴室内にむやみに放置しないでください。誤って踏みつけるなどすると、転倒や怪我
の原因になります。十分ご注意ください。

サポートについて

本製品の分解や改造、
およびお客様ご自身で修理をしないでください。
感電、故障、火災の原因になります。

メール：jforce̲support@forcemedia.co.jp（24 時間 365 日受付）

発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常を確認したら、
ただちに本体の電源スイッチを切り、
ケーブル類を本製品から
抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。

※弊社からのご連絡は、受付日の翌営業日以降となります。あらかじめご了承下さい。
※ご連絡の際には、必ず「製品・購入店舗・購入日」を明記してください。

電 話：03-5798-5609（受付時間：平日午前 10 時〜12 時まで／午後 13 時〜16 時まで）

リモコンを除く本製品は、
浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。
感電、故障、火災の原因になります。

※お電話での対応は、祝祭日および弊社指定休業日を除く、受付時間内での対応とさせていただきます。
※ご連絡の際には、スムーズな対応のため「製品・購入店舗・購入日」がわかるものをお手元にご用意ください。

内部に水などの液体や異物が入った場合は、
ただちに本体の電源スイッチを切り、
ケーブル類を本製品から抜いて、
販売店にご連絡ください。
そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。

製品の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。
本書の著作権は株式会社 フォースメディアにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、
および登録商標です。
本書では
は明記しておりません。
製品を使用したことにより発生した損害については、
いかなる責任も負いかねます。
あらかじめご了承ください。

本製品を落としたり、強い衝撃が加わった場合、本体に破損箇所がある場合は、本体の電源スイッチを切り、
ケーブ
ル類を本製品から抜いて、販売店にご連絡ください。
そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
本製品を熱器具の近くや直射日光のあたるところで使用したり、設置しないでください。
感電、故障、火災の原因になります。

株式会社フォースメディア

東京都品川区東五反田 1-13-12 COI 五反田ビル 9F

接続するケーブル類の取扱には十分ご注意ください。ケーブルに損傷（芯線の露出、硬化してひび割れている、断線
など）
がある場合は、
ただちに本体の電源スイッチを切り、
ケーブル類を本製品から抜いて、販売店にご連絡くださ
い。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。

Copyright c 2010 株式会社 フォースメディア

接続されているケーブルの上に重いモノを載せたり、接続されているケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げ
る、
ねじる、引っ張る等の行為はお止めください。
コードが破損すると感電、故障、火災の原因になります。

製品保証規定

接続されているケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。
躓いて転倒したり、本製品に強い衝撃が加わるなど、怪我や事故、故障の原因になります。

本製品の故障また使用によって生じたあらゆる損害は、直接的、間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかね
ます。予めご了承ください。

濡れた手で本製品を操作したり、接続されているケーブル類を抜き差ししないでください。
感電、故障の原因になります。

●取扱説明書等に従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定に従い保証期間は無償修理または交換い
たします。

本製品に接続されているケーブル類を抜くときは、
ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部を持って抜いてください。
ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。

●修理および交換をご依頼の際は、必ず製品と必要事項をすべて明記した製品保証書をご提示または添付ください。
●保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
1）
ご使用の誤り、
または不当な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
2）
お買い上げ後、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
3）本保証書の提示がない場合、
または未記入、改ざん等が認められた場合。

お手入れの際は、安全のため接続されているケーブル類を抜いてから行ってください。

4）故障や損傷の原因が、本製品以外に起因して生じた故障及び損傷。
5）消耗品部品。

ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所に設置しないでください。

6）火災、水害、地震、その他の天変地異、公害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。

高いところに設置する場合は、落下しないよう十分ご注意ください。

●本保証書は、
日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan）
●ユーザーズガイドに記載の注意事項、その他同梱書類の記載も併せてご覧ください。

万が一の事故防止のため、本製品に接続されているケーブル類を直ぐに抜けるようにしてください。
長期間本製品を使用しない場合は、安全のために本製品に接続されているケーブル類を抜いてください。
お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

製品保証書
保証期間： お買い上げ日から

本製品を火の中に入れないでください。破裂して怪我の原因になります。

1年間

本書に記載されている以外の用途で使用しないでください。

製品型番：
お買い上げ日：

年

月

日

製品仕様

フリガナ

お客様名：

様

住所：

電話番号：

ー

ー

スピーカーユニット

口径33.8mm アクチュエータ型

実用最大出力

5W（モノラル)

連続動作時間

約4時間（アルカリ乾電池使用時)

入力端子

3.5mm ステレオミニジャック

電源

単三乾電池×3（別売り）

動作温度範囲

5℃〜50℃

動作湿度範囲

10%〜85%

E-mail ：

外形寸法

アンプ部:W60×D19.2×H100.5mm
スピーカー部:W65×D65×H17.5mm

販売店名・住所・電話番号（販売店印）

質量

アンプ部:39g（電池を除く）
スピーカー部:48g

メールアドレスをお持ちの場合のみご記入ください。

印

送信方式

315MHz RF方式

リモコン操作範囲

2m

防水仕様

JIS保護等級4級相当

外形寸法

W75×D40×H9mm（突起部を除く）

質量

14g（電池を除く）

本製品および接続するオーディオプレーヤーのお取扱について
スピーカーとアンプは防水仕様ではありません。絶対に水に濡らさないでください。
スピーカー、
アンプは防水仕様ではありません。絶対に水に濡らさないでください。故障の原因になります。
お風呂の湯気や湿気等には十分ご注意ください。湯気や湿気に長時間あたると故障の原因になります。
濡れた手で、
スピーカーやアンプ、
接続されているオーディオ機器には触れないでください。感電や故障の原
因になります。

本製品について

リモコンのお取扱には十分ご注意ください。特に下記の事項をよくお読みいただき、
正しくご利用ください。
・小さいお子様がむやみに手に触れられるような場所に放置しないでください。口に入れるなどすると大変危険です。
・床に放置しないでください。誤って踏みつけると、転倒するなど大変危険です。
・排水溝に入れないようご注意ください。
・リモコンは防水仕様ですが、水没させたり、長時間水がかからないようご注意ください。

使用する際は、
必ずオーディオ機器の音量を確認してからご利用ください。

付属品

ご購入いただいた商品に欠品がございましたら、誠にお手数ですが販売店までご連絡ください。

スピーカーユニット
アンプユニット
防水リモコン

・浴室ドアを振動板として利用するアクチュエータスピーカー。
・大切なオーディオプレーヤーを浴室に持ち込む必要がありません。
・防水リモコン (JIS4 級相当 ) で音量調整が可能。
・iPod や Walkman など、ほとんどのオーディオプレーヤーに対応。
・乾電池式なので電源不要。（※）
・スピーカーユニットを貼りつけたまま、ケーブルのみ取り外し可能。

オーディオケーブル 17cm （オーディオプレーヤー接続用）
オーディオケーブル 180cm（アンプ接続用）
収納ポーチ（本製品を収納する際にご利用ください）
結束バンド（アンプとオーディオプレーヤーを一緒に固定する際にご利用ください）
凹凸面用下地シール（設置面に凹凸がある場合にご利用ください）
予備両面テープ
（大／小）
ユーザーズガイド／保証書（本書）

※ 単三乾電池×3 本は、別途ご用意ください。

各部の名前と主な機能
アンプ

スピーカー（防水ではありません）

スピーカー接続用 3.5mmミニジャック

（防水ではありません）

電源ボタン

電源オン → 点灯（通常時：グリーン）
電源オフ → 消灯

■電源ランプについて
（使用可能時間）
電池残量に応じて、点灯するランプの色が変わります。

電池残量

電源ランプ

使用可能時間※

約100〜5％

グリーン点灯

約240分〜5分程度

5％以下

レッド点灯

最大約5分程度

※アルカリ乾電池の場合です。時間は参考値で、使用状況により異なります。

電池ボックス
（単三型×3本）

アンプ接続用
3.5mmミニジャック

設置時には、内側と
外側の両面テープ
の 剥 離 紙を剥がし
てご利用ください。

接着面に凹凸がある場合に、
ご利用ください。

リモコンの電池について

予備両面テープ 大

本製品のリモコンは電池内蔵となってお
ります。正しく利用されているにも関わら
ず、音量が調整できない場合は、リモコン
の電池消耗が考えられます。電池を交換
する際は、弊社サポートセンターまでお
問い合わせください。

予備両面テープ 小

アンプ接続用
オーディオケーブル

リモコンの防水仕様について

本製品のリモコンは、JIS 防水保護等級
4 級相当の防水仕様となっております。
リ
モコンを水没させたり、長時間水に浸す
などはしないでください。

凹凸面用下地シール

スピーカーを再設置する際や、粘着力が弱く
なってきた時にご利用ください。

180cm

音量（小）
ボタン

両面テープ大
（剥離紙付き）

電源ランプ

オーディオ機器接続用
オーディオケーブル

音量（大）
ボタン

両面テープ小
（剥離紙付き）

本体の電源を
オン／オフします。

17cm

防水リモコン

ドライバ
ユニット

オーディオ機器接続用 3.5mmステレオミニジャック

スピーカーを再設置する際や、粘着力が弱く
なってきた時にご利用ください。

オーディオケーブルはコネクタ部が異なりますので、接続
する機器をお間違えないよう、十分ご注意ください。

使い方（スピーカーとアンプの設置）

スピーカーとアンプは防水仕様ではありません。絶対に水に濡らさないでください。
本製品の設置、オーディオプレーヤーの操作は濡れた手や湿気の多い所では行わないでください。

アンプに電池を取り付けます。

スピーカー

17cmケーブル

浴室

浴室ドア

アンプ用単三乾電池×3 本は別途ご用意ください。

スピーカーの両面テープの剥離紙を剥がして、浴室の
ドアの平らな部分にスピーカーを取り付けます。
Phone

スピーカーの取り付けについて

接着面の水分や油分をよくふき取ってから取り付け
てください。
窓などの薄い部分に設置すると、音質も良く音量も
大きくなります。

Line
OUT

リモコン

アンプ

オーディオ
プレーヤー

設置後は、使用する前に毎回しっかり接着されてい
るか確認してからご利用ください。
ドアへの接着が弱
いと、設置後に剥がれる場合があります。

180cmケーブル

スピーカーを設置すると、粘着材がドアに残る場合
があります。
また、無理に剥がすと、
ドアの塗装がはが
れたり、損傷する場合がございますのでご注意くだ
さい。

2m 以内

リモコンはアンプから2m範囲内でご利用ください。
アンプとスピーカーを、付属のオーディオケーブル
（180cm）
で接続します。
アンプとオーディオプレーヤーを、付属のオーディオ
ケーブル
（17cm）
で接続します。
オーディオケーブルはコネクタ部が異なりますので、
接続する機器をお間違えないよう、十分ご注意くだ
さい。

アンプの電源をオンにします。
オーディオプレーヤーで音楽を再生します。
音量操作は、浴室からリモコンで行うことが可能です。

こんな時は？
ドアに凹凸があり、
うまくスピーカーを貼れない。
本製品に付属している、
「凹凸面用下地シール」をご利用ください。
設置する面に凹凸面用下地シールを貼って、その上にスピーカーを貼
り付けてください。

スピーカーを再設置したい。
本製品に付属している、
「予備両面テープ」をご利用ください。
スピーカーについている古くなった両面テープを丁寧に剥がして、予
備両面テープと交換してください。

リモコンのボタンを押しても、音量が変わらない。
以下の内容を確認してください。
・リモコンとアンプの距離を確認してください。
・アンプの電池残量を確認してください。
上記を確認しても改善されない場合は、
リモコンの電池が消耗してい
る可能性があります。弊社ユーザーサポートにご連絡ください。
（電池
交換は有償になります。）

