
故障かな？と思ったら

別売品のご案内

安全上のご注意

取扱説明書

お買いあげ日
品名
型番
保証期間

年　　　月　　　日
スマホスピーカー loudbasstard Hybrid

LB101
お買いあげ日から1年間

販
売
店

住所・店名

電 話：（　　　）

保 証 書

1．保証期間内でも下記の場合は保証対象外となります。
   1) ご使用上での誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷
   2) 落下、破損などお買い上げ後の不適切な取り扱い
   3) 火災・地震・落雷等による自然災害並びに公害や異常電圧、その他        
       外部要因による故障および損傷
   4) 一般利用以外に使用された場合の故障および損傷
   5) 本書の提示がない場合
   6) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字
       句を書きかえられた場合
       ※ お買い上げ日、販売店名がない場合には、レシートまたは領収書
          を添付してください。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。
    Effective only in Japan.
3. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に
    保管してください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や周り
の方々に危害や損害が及ぶことを未然に防止するためのものです。注意事項
は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するため、誤った取り扱いをする
と生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。い
ずれも安全上重要な内容でございますので、必ず守ってください。

人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が
想定される内容。

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が
想定される内容。

警告・注意を促す内容を告げるものです。図中に具体的な注意
内容が描かれています。（例：　　感電注意）

禁止の行為を告げるものです。図中や近傍に具体的な禁止内容
が描かれています。（例：　　分解禁止）

行為を強制・指示する内容を告げるものです。図中に具体的な指
示内容が描かれています。（例：　　プラグをコンセントから抜く）

※ 必ずお守りください

安全表示について

絵表示について

火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない
発熱・発火・破裂の原因になります。

分解・改造をしない
発火、発熱、破裂させる原因となります。

水に浸さない、沈めない
水に浸したり、沈めたりしないでください。また、その場合には使用
をしないでください。感電、発熱、発火の原因になります。

入力信号が大きすぎる。 接続した機器の音量
を下げる。

接続した機器のバスブ
ースト機能を使用して
いる。

バスブースト機能を解
除する。

スマホを載せる位置が
不適切。

載せる位置をずらして
音を調整する。

入力コードがしっかり
接続されていない。

入力コードを確実に接
続する。

音が割れる、または
ノイズが出る

音が小さい、また
は音がでない

POWERスイッチが
OFFになっている。

POWERスイッチを
ONにする。

テレビから離して設置
する。

端末の音量を大きくす
る。

入力コードがしっかり
接続されていない。

入力コードを確実に接
続する。

載せる位置がずれてい
る。

音量を確認しながら位
置をずらし、適切な音量
となるように調整する。

テレビに近すぎる所に
設置されている。

本体バッテリーが少な
い、又はなくなっている。 本体を充電する。

スマホ等の接続した端
末の音量が小さい。

本体バッテリーが少な
くなっている。 本体を充電する。

症状 原因 対処法

下記の表に従ってお調べいただき、解決しない場合は弊社カスタマーサポー
トまたは販売店までお問い合わせください。

【免責事項について】
・ 

・ 
・ 

・ 

・ 

・

この度は、スマホスピーカー loudbasstard Hybridを
お買い上げいただき、ありがとうございます。

● 本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
● ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
● 本書には保証書もついておりますので、大切に保管し
　 てください。

【本製品の特長】
フィリピンマホガニーを使用したスマホスピーカーです。
端末を本体の上に載せるだけで、Bluetoothのペアリン
グをしなくても再生することができます。
本体上部の穴に端末を入れれば、共鳴を利用したむ電
源スピーカーとしても利用することができます。　

地震や雷、水害などの天災、戦争、騒乱、当社の責任以外の火災、第三者に
よる行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条
件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
部品の経年劣化による故障には、保証は適用されません。
製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事
業の中断・記録内容の変化、消失など）に関して、弊社は一切の責任を負い
ません。
取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は
一切の責任を負いません。
弊社が関与していない接続機器、ソフトウェアなどの組み合わせによる誤作
動などから生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
本製品の使用、価格およびデザインは予告なく変更する場合があります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでくださ
い。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままで
と異なるときは、直ちに使用を中止してください。火災、やけど、け
が、感電の原因となります。

専用充電器を使用する
パソコン等のUSBポートを電源として使用してください。USB以外
の電源を使用すると、発火、発熱、破裂、故障の原因となります。

入出力を逆に接続しない
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。

水などの液体をかけたりしないでください。
発火、発熱の原因となります。

電子レンジや高圧容器に入れないでください。
発火、発熱の原因となります。

ケーブル類は根元までしっかりと差し込んでください。
差しこみが不完全だと、感電や発火の原因となります。

指定の定格を超える使用はしないでください。
発熱、発火、故障の原因となります。

湿気の多い場所では使用しないでください。
発熱、感電、故障の原因となります。

高温になる場所、低温になる場所に保管しないでください。

本体へ充電する際は、0～40℃の場所で充電してください。

本体を保管する場合は、湿気や埃の少ない場所に保管してください。

使用上の注意

本機は、傾いた場所や不安定な場所に置きますと落下し、故障やけがの原因
になる場合があります。安定した水平な場所においてください。
コードを抜くときは、コードを引っ張らないで必ずプラグ部を持って抜いてく
ださい。
直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、湿気の多いところでのご使用、放
置は、故障の原因となりますのでさけてください。
本機は、防磁タイプではありません。テレビ・時計・クレジットカード・カセット
テープ・ビデオテープなどのそばに近づけないでください。テレビ画面の色む
らを起こしたり、磁気情報に悪影響を及ぼすことがあります。
端子には異物を入れないでください。
万一、異常や不具合が起きたときや異物が中に入ったときは、お買い上げ店
または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

● 

● 

● 

● 

● 
● 

開口部に無理にものを入れたり、鋭利なものを入れないでください。破
損する場合があります。

～正しくお使いいただくために～

はじめからボリュームを上げすぎないようにしてください。突然大きな音
が出て耳を傷めることがあります。ボリュームは徐々に上げてください。
とくに、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。

手が濡れた状態で本機への接続、操作をしないでください。感電、
発熱、発火の原因になります。

大きな力を加えたり、落下しやすい場所、磁気の強いところ、埃の多
い場所に置かないでください。怪我や発熱、発火、破裂などの原因と
なります。

【日本輸入販売元】
グリーンエージェント株式会社
http://www.greenagent.co.jp

製品に関するお問い合わせ
mail：support@greenagent.co.jp
TEL：0570-085-550（ナビダイヤル：PHS、一部のIP電話は利用不可）
受付時間：平日の9：00～17：00

mobile solar
PANEL 8

型番

LB201

msP-8

製品概要

スマホ用バンブースピーカー

ソーラーパネル 8W

4,500円

4,500円

※1 mobile solar PANELシリーズには、充電用コネクタを付属しておりません。
※2 掲載製品の型番、仕様、価格は、2015年10月現在のものです。予告なく変更されること
がございますので、ご了承ください。

別売品の高出力ソーラーパネルをご利用いただくと、快晴の日に、屋外で直射
日光に当てれば、数時間で満タンになります。アウトドアシーンでは、太陽で電
源を取り、蓄電し、電源がないところでも音楽を楽しむことができます。
また、インテリアとして、loudbasstardシリーズのバンブースピーカー「アンプ
リファイア」もおすすめです。

スマートフォンやスピーカーを太陽光で充電する。

製品名

loudbasstard
アンプリファイア

価格
（税抜）

mobile solar
PANEL 12 msP-12 ソーラーパネル 12W 6,500円

mobile solar
PANEL 16.5 msP-165 ソーラーパネル 16.5W 8,000円

http://www.greenagentstore.com/

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。
グリーンエージェントの直販サイト「GreenAgent Store」でもお買い求めいただけます。

携帯電話やスマートフォンからも
お買い求めいただけます。



本体名称

製品仕様

使用方法

本機を充電する
USB端子を搭載している機器から本機へ充電ができます。
付属のUSBケーブルを miniUSB端子に接続すると充電が開始されます。充電中はLEDランプがピンク色に点
灯し、満充電になると青く点灯します。

音声出力ジャック
パソコンやタブレットなどのイヤホンジャックに、付属のUSBケーブルに付いているイヤホン端子を接続し、本機
のminiUSB端子へ接続すると追加スピーカーとして使用することができます。

スマートフォンを本体上面に載せる
青いLEDランプ付近にセンサーが搭載されておりますので、スマートフォンのスピーカー部分をLEDランプに重
ねるように、本体上面に載せます。（iPhoneの場合、ホームボタンとランプが重なるように置いてください。）
スピーカーからでる音を確認しながら、最もクリアで大きな音が聞こえるように、スマートフォンの位置を少しず
つずらして調整してください。

本機の電源を入れる
背面のminiUSB端子横にあるスイッチを入れます。電源が入ると、本体上面の青いランプが点灯します。

連続再生時間

充電時間

約9時間
※ご使用環境によって変動します。
約3時間

使用時間

入力

音声入力端子

USB入力端子

3.5mm イヤホンジャック端子（USBケーブル付属）

miniUSB端子（充電用）

オーディオ

スピーカー出力 2W×2 （ステレオ）

電源

バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 850mAh （３.1Wh）

サイズ
重量

大きさ

180g　　　　　　　　　※実測値

150 × 100 × 43 mm　　※実測値

その他

素材

使用温度範囲

フィリピンマホガニー

0 ～ 40℃

無電源スピーカーとして使用する
本機上面にある横長の穴にスマートフォンを差し込むと、
本機の共鳴を利用した無電源スピーカーとして使用する
ことができます。木製ならではの柔らかい音色をお楽しみ
ください。

5

LEDランプ

スピーカー

スマートフォン差込口

【背面部】
スイッチ
miniUSB端子

付属品

USB-miniUSBケーブル（イヤホンジャック付）
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