
- � -

はじめに
このたびは合体スピーカーASP-CR550シリーズをお買い
上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ず
この取扱説明書をお読みください。また、この取扱説明書は
大切に保管してください。

安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守
りください。これらの事項が守られないと、けがや故障、火災な
どの原因になります。

警　告
この表示の注意事項を守らないと、火災･
感電などによる死亡や大けがなど人身事
故の原因になります。

注　意
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、他の機
器に損害を与えたりすることがあります。

■絵表示の意味
記号は「してはいけ

ない」ことを示します。
記号は「しなければな

らない」ことを示します。

警　告

本製品の分解や改造、修理を自分でしないでください。
火災や感電の恐れがあります。

本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。
万一、本製品が破損した場合は、すぐにACアダプタを
はずし、ご購入店などにご連絡ください。破損したま
ま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしない
でください。液体や異物が内部に入ったまま使用を続け
ると、ショートして火災になったり、本製品の故障の原
因になります。

本製品を火中に投入しないでください。破裂により火
災やけがの原因になります。

注　意

直射日光があたる場所や、暖房器具のそばなど温度の
高い場所、水がかかる恐れれのある場所、湿気やほこ
りの多い場所に本製品を設置しないでください。故障
や感電、火災の原因になります。

本製品は防水構造ではありませんので、水などの液体が
かからないところで使用または保存してください。雨、
水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障
の原因になります。

電源をオフにする前に、ボリューム（音量）は最小にして
ください。次回電源のオン時に突然大きな音が出て、聴
力障害の原因になる場合があります。

旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため
に必ずACアダプタを電源コンセントから抜いてください。

ACアダプタを電源コンセントから抜くときは、コード
引っ張らずにACアダプタのコネクタを持って抜いてく
ださい。

■ご使用にあたって
●	本製品に強い衝撃を与えないでください。
●	お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてくだ
さい。ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しな
いでください。

●	本製品のスピーカーは防磁型になっています。ブラウン
管テレビやモニタのそばに置いて使用できますが、テレ
ビやモニタの設置の方法によっては、画面に色ムラが発
生する場合があります。その場合はテレビやモニタの電
源を切って、15～30分後に電源を入れ直してください。
その後も画面に影響があるときは、スピーカーをテレビ
やモニタから離して使用してください。

パッケージ内容の確認
本製品には次のものが含まれます。梱包には十分に注意
しておりますが、万が一足りない場合がありましたら、
お買い上げの販売店にご連絡ください。

スピーカー本体 ACアダプタ
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使いかた
■スピーカーをセットする

	 スピーカーを左右に分けます。

	 スピーカーの底面を下にして左右に開き、スピー
カーケーブルをゆっくりのばします。

スピーカー
ケーブル

（底面） （底面）

	スピーカーケーブルはストッパー付きですのでお
好みの長さに固定できます。

	 左右のスピーカーをお好みの位置に配置します。

左スピーカー
右スピーカー

電源スイッチ

	電源スイッチのある方が左スピーカーです。

	 左スピーカーの側面にあるACアダプタ接続ジャッ
クにACアダプタのコネクタを差し込みます。

ACアダプタ接続ジャック

ACアダプタのコネクタ

	 必ず本製品に付属のACアダプタをお使いくださ
い。他のACアダプタを使用すると故障や火災の
原因になります。

	 ACアダプタを電源コンセントに差し込みます。

乾電池で使用する場合
ACアダプタを使用せずに、別売の乾電池（単4型乾電池	
３本）を使用できます。

	本製品には乾電池は同梱されていません。別途、単
4型乾電池	３本をご用意ください。

	 左スピーカー底面部にある
の凹部を押しながら（①）、
電池カバーをスライドさせ
ます（②）。

	 電池カバーをはずし、乾
電池３本を挿入します。

	 と の極性の向きに
注意して乾電池を挿入
してください。

	 電池カバーを取り付けます。

①
②

電池カバー

左スピーカー

①
②

電池カバー

左スピーカー
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使いかた（つづき）

	 左スピーカーの内側にある入力ケーブル収納部から
入力ケーブルを取り出します。

入力ケーブル

入力ケーブル
収納部

	 入力ケーブルのコネクタをパソコンのスピーカーー
端子やオーディオ機器のヘッドホンジャックに差し
込みます。

入力ケーブルの
コネクタ

	入力ケーブルのコネクタは、ステレオのミニプラ
グタイプです。お使いの機器が接続できない場合
は、別途変換アダプタをご用意ください。

	 左スピーカーの側面にある電源スイッチをオンにし
ます。

電源スイッチ
LED

左スピーカーのLEDが緑色に点灯します。

	 パソコンやオーディオ機器を再生状態にします。

	 お好みにより左スピーカーの側面にあるボリューム
（音量）で音量を調節します。

片付ける
本製品を持ち運んだり、保管するときは次の手順でス
ピーカーを片付けます。

	 ACアダプタや接続しているオーディオ機器を取り
外します。

	 左スピーカーの内側にある入力ケーブル収納部に入
力ケーブルを巻きつけ、コネクタを収めます。

 コネクタ

入力ケーブル

	溝にあわせて左方向に巻いてください。

	 スピーカーケーブルを本体に収納します。
①	左右のスピーカーを両手で持ち、手ごたえがある
まで開きます。

②	ケーブルのロックが解除されるので、そのまま力
をゆるめるとケーブルがスピーカー内部に巻き取
られていきます。

	 片方のスピーカーの向きを変えて、２つのスピー
カーを合わせます。
上下のツメを本体の長穴に合わせてはめ込みます。

ツメ
ボリューム（音量）ボリューム（音量）

仕様

スピーカータイプ 密閉型フルレンジ方式

ドライバーユニット直径 40mm

スピーカー入力インピーダンス 8Ω

定格出力 2W（1W＋1W）

再生周波数帯域 250Hz ～ 15,000Hz

防磁機能 有

入力端子 AUX（φ3.5mmステレオミニプラグ）

電源 付属ACアダプター（入力AC100V、出力：DC5V）、単4型乾電池×3本

定格電圧 5V

使用可能電池 単4型マンガン乾電池、単4型アルカリ乾電池

外形寸法 幅64mm×奥行57mm×高さ112mm　※突起部含まず

重量 左スピーカー：約130g／右スピーカー：約110g　※乾電池含まず

ユーザーサポートについて

【よくあるご質問とその回答】
www.elecom.co.jp/support
こちらから「製品Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAXによるお問い合わせ（ナビダイヤル）】
エレコム総合インフォメーションセンター
TEL：0570-084-465
FAX：0570-050-012
[受付時間]
9:00～ 19:00
年中無休

 保証規定 
■保証内容
	 1.	弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切

な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または
交換いたします。

■無償保証範囲
	 2.	以下の場合には、保証対象外となります。
（1）	保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
（2）	保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購

入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）をご提示いただけ
ない場合。

（3）	保証書に偽造・改変などが認められた場合。
（4）	弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による

改造、分解、修理により故障した場合。
（5）	弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障また

は破損した場合。
（6）	通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、

振動等により故障した場合。
（7）	本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により

故障した場合。
（8）	地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧な

どの外的要因により故障した場合。
（9）	その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理
	 3.	修理のご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お買い上げの販売店にお

持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
	 4.	弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となり

ます。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡
の確認できる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は
運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

	 5.	同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上
の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

	 6.	有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は
返却いたしかねます。

	 7.	記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を
実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メ
ディア・ストレージ製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータの
バックアップを取っていただきますようお願い致します。

■免責事項
	 8.	本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、

弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金
を上限とさせていただきます。

	 9.	本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸
失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任
を負いかねます。

■有効範囲
	10.	この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
	11.	本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
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・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有し
ています。

・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転
載することを禁止させていただきます。

・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりま
すが、万一ご不明な点がございましたら、販売店まで
ご連絡願います。

・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告な
しに変更する場合があります。

・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にか
かわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標
です。
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