
警告および注意表示 

安全にお使いいただくために必ずお読みください ご使用にあたって
お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

本商品は、一般財団法人 VCCI協会（旧名称：情報処理装置等電波障害自主規制協議会）の基準に基づくクラス B情報技
術装置です。本商品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビジョン受信機に近接し
て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
本紙に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-Bこの表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に

多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示して
います。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損
傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定され
る内容を示しています。 

絵記号の意味

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や
近くに具体的な内容が書かれています。 

分解や改造をしない
火災や感電の原因となることがあります。
内部の点検や修理はリアル・フリート修理ご相談窓口またはお
買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

長時間音が歪んだ状態で使用しない
スピーカが発熱し、火災の原因となることがあります。

不安定な場所に置かない
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かない。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かない
油煙や湯気のあたる調理台や加湿器のそば、湿気やほこりの多い
場所に置かないでください。
火災・故障の原因となります。

はじめから音量を上げすぎない
突然大きな音が出て、故障・聴力障害などの原因となることがあ
ります。

大きな音で長時間続けて聞かない
聴力に悪い影響を与えることがあります。

USBケーブルのプラグを USBポートから抜くとき
は、ケーブルを引っ張らない
故障の原因となります。

USBケーブルのプラグは、USBポートの根元まで
確実に差し込むこと
故障の原因となります。

スピーカケーブルのプラグをジャックに最後まで
確実に差し込むこと
故障の原因となります。

スピーカケーブルのプラグをジャックから抜く時
にはケーブルを引っ張らない
故障の原因となります。

結露について
環境温度が急激に変化したときに、本商品内部に結露が発生する
ことがあります。正常に動作しないときは、クレードルの USB
ポートから本商品の USBケーブルを抜いてしばらく放置した後
にお使いください。

アルミ部分を強い力で身体に押し付けないでくだ
さい。
けがの原因になることがあります。

スピーカユニットを指などで触らない
スピーカユニットに損傷を与え、故障の原因となります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光のあ
たる場所、水や薬品などがかかるおそれのある場所
には置かない（特に風呂場では絶対に使用しない）
上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となることがありま
す。また、本商品の近くに水の入った容器などを置かないでください。

万一、故障や異常にお気づきになりましたら、クレードルの USBポートから本商品の USBケーブルを抜いて、リアル・フリート修理ご相談窓口またはお買い求めの販売店に修
理をご依頼ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

・汚れたときは、柔らかい布などで、きれいに拭き取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固く
しぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。ただし、USB ケーブルの接続端子部分は、よくしぼった場合でも、中性洗剤を
つけた布では絶対に拭かないでください。

・本商品や USB ケーブルをお手入れする際に、アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質することがあります。

お手入れについて

警告

注意

取扱説明書

PS-233
USBスピーカー

内部に水や異物を入れない
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、すぐにスイッチを切り、クレードルの USBポートか
ら本商品の USBケーブルを抜いて、リアル・フリート修理ご相談
窓口またはお買い求めの販売店に修理をご依頼ください。また、
USBケーブルがぬれた場合には、乾いてもその USBケーブルは使
用しないでください。

熱器具の近くで使用しない
本商品やUSBケーブルを熱器具に近づけないでください。キャビネッ
トやコードの被覆が溶けて火災・感電の原因となることがあります。

本商品を移動するときは USBケーブルを抜く
本商品を移動するときは、USBケーブルを抜いたことを確認して
ください。機器に USBケーブルが差し込まれたまま移動すると、
USBケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

本商品をお手入れするときは USBケーブルを抜く
本商品をお手入れするときは、クレードルのUSBポートから本商品のUSB
ケーブルを抜いてください。火災・感電の原因となることがあります。

USBケーブルが痛んだ状態で本商品を使用しない
USBケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げ
たり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、
重いものを乗せたり加熱したりすると、コードが破損する恐れがあ
ります。USBケーブルが傷んだ状態（芯線の露出、断線など）のまま
使用すると火災、感電の原因となります。ケーブルが傷んだら USB
ケーブルを抜いて、リアル・フリート修理ご相談窓口またはお買
い求めの販売店に修理をご依頼ください。

保証書

修理メモ型　名 PS-233

保証期間
お買い上げ日より

■ お買い上げ日

年　月　日

■ 販売店名・住所

お名前

ご住所　〒

本体 1年

■ 印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

〒150-0001  東京都渋谷区神宮前 1-12-6 　tel  03-5771-0657株式会社 リアル･フリート

TEL

TEL

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理もしくは代替品と交換いたします。製品と本書をご持
参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

1.  ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様
サポートセンターにお申しつけください。

2.  保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ )使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。　 
(ロ )お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。　
(ハ )火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど )、

異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、 周波数 )などによる故障および損傷。
(ニ )一般家庭用以外 (たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載 )に使用され

た場合の故障および損傷。　 

(ホ )本書のご提示がない場合。　
(ヘ )本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書

きかえられた場合。　 
(ト )消耗部品の交換。

3.  本書は日本国内においてのみ有効です。
     This warranty is valid only in Japan.

4.  本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証
期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店もしくは弊社のサポートセンターにお問い合わせください。
■保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、アフターサービスについての項をご覧ください。

� 保証書の内容のご確認と保存のお願い
必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売
店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

� 保証期間は、お買い上げ日より 1年間

� 修理をお申しつけされるとき
≪保証期間中≫　製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持
参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。
≪保証期間を経過しているとき≫　修理すれば使用できる商品は、ご
要望により有料修理いたします。

� 補修用性能部品※の保有期間は、製造打ち切り後 6年間です。

� 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されています。技術料
は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検
などの作業にかかる費用です。部品代は、修理に使用した部品および
補助材料代です。 出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合
の費用です。（本機の場合、持ち込み修理となります）

� 上記の内容についての詳細、贈答、転居の場合など、その他、
製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、お買
い上げの販売店または、弊社のサポートセンターまでお気軽
にご相談ください。

アフターサービス 修理に関するご相談
（株）リアル・フリート　修理ご相談窓口

ナビダイヤル
全国共通番号

受付時間　10:00～19:00
　　　　　月～金（土・日祝祭日は休み）

■  ファクシミリでのお問い合わせ

　Fax 0570-022-227

0570-077-773

0120-161914

消耗品や部品ご購入等のご相談
（株）リアル・フリート　お客様サポートセンター

フリーダイヤル

受付時間　10:00～19:00
　　　　　月～金（土・日祝祭日は休み）

■  携帯電話・PHSの方はこちらへ　　　　■  ファクシミリでのお問い合わせ
　Tel 03-5771-0657 　　　   Fax 03-5771-0652

製品の「品番・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・FAX
番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。



外形寸法（1台） 約 141（縦） ×約 85（横） ×約 109（厚さ）mm 

質量 （ケーブル除く） 右：約 680g

 左：約 620g

電源 USBバスパワー

定格消費電力  最大 2.5W

動作環境 温度：5～40℃

 湿度：10～90%RH（結露しないこと）

オーディオ入力 オーディオ入力 USBポート

アンプ出力 10W+10W（最大出力）

周波数特性 60Hz～20000Hz

スピーカ・ユニット φ60mmコーン型フルレンジ

パッシブラジエータ φ60mm発泡ウレタン

仕様

故障かな？と思ったら

各部名称

特徴 準備（接続の仕方）

使い方

症状 原因 対処

音が出ない。

音量が不安定。ノイズ感がある。
音が割れる。

スピーカが動く。

左図を参照し、USBケーブルの接続を
確認してください。正しい USBポート
に接続されているか確認してください。

機器の左側面にある音量ボタンを操作
して、音量を適度に上げてください。

左図を参照し、スピーカケーブルのプ
ラグをミニピンジャックに最後まで
しっかりと接続してください。

機器を再起動してください。

適度な音量まで下げてください。曲に
より最大音量が異なります。

適度な音量まで下げてください。

USBケーブルが USBポートに正しく
接続されていない。

機器のメディアの音量が下げてある。

スピーカケーブルが正しく接続されて
いない。

機器が本商品を認識していない。

音量が大きすぎて、音量・音質が不安
定になる。

音量の上げすぎのため、振動でスピー
カが動く。

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずここを読んで対処してください。
下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、リアル・フリート修理ご相談窓口にご連絡ください。

スピーカ（左）
　※背面にミニピンジャックがあります。

スピーカ（右）
　※背面にミニピンジャックと
　　USBポート（Type mini B）があります。

   本商品はパソコンなどの USBポートに接続して使用するスピーカです。コンセントから電源を取
る必要がなく、USBケーブル一本でパソコン等の機器と接続する事が出来ます。高出力
（10W+10W）に加え、パッシブラジエーターとアルミを使用した高剛性エンクロージャーにより
不要な振動を抑えてクリアで迫力のあるサウンドを実現しています。

� 上図のように機器を接続してください。

� 機器の電源を入れてください。

� 機器からの音声が本商品より再生されます。

� 音量は、機器の音量ボタンで調節してお楽しみください。

USBケーブル
（本商品に同梱）

スピーカケーブル
（本商品に同梱）

付属品

・取扱説明書（本紙） ・・・1枚

・USBケーブル ・・・1本

・スピーカケーブル ・・・1本

この取扱説明書、ハードウェアおよび外観の内容について、将来予告なしに変更することがあります。

スピーカ（左）

スピーカ（右）

パソコン等機器（別売）

パソコン等機器の USBポートへ


