
最 新 情 報 の 入 手 方 法

車の運転中などに、本製品を操作することは絶対にしないでください。
本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って飲み込むなど大変危険です。
本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

ユ ー ザ ー 登 録 に つ い て

製 品 に 関 す る お 問 い 合 わ せ に つ い て

製 品 仕 様

同 梱 品

弊社ホームページ にて、ユーザー登録ができます。

  弊社ホームページ 「ユーザー登録」

  http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html  

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介し

ております。

Copyright c 2008 Princeton Technology ltd.

本機器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。
本書の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。
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。
本機器の内容またはその仕様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。

2008年 8月 第1版

テクニカルサポート
電話：03-6670-6848
受付：月曜日～金曜日の 9：00～12：00、13：00～17：00 （祝祭日および弊社指定休業日を除く）

Webからのお問い合わせ
 http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

スピーカーユニット

実用最大出力

再生周波数帯域

再生周波数帯域

歪み率

S/N比

スピーカー

パワーアンプ

入力端子 

電源

 

充電時間

バッテリ寿命（充放電回数）

連続再生時間（内蔵電池使用時） 

外形寸法（mm） 

質量 

スピーカ（3.5mmステレオケーブル内蔵／ケーブル長：約13cm） 1
USB給電ケーブル（約1.2m） 1 
アタッチメント（アタッチメントC 取り付け済み） 3
ACアダプタ 1
ユーザーズガイド（本書）
保証書

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次の
ものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

10×18mm ネオジム磁石

2Ｗ（1Ｗ＋1Ｗ）

200Hz ～ 20kHz

20Hz ～ 20kHz

10％以下

60dB 以上

3.5mm ステレオミニジャック

USB 給電、内蔵リチウムイオン電池

AC アダプタ（付属）

約 2 時間（音楽再生中の充電除く）

約５００回（使用状況により異なります）

約 3 時間（使用状況により異なります）

（W）62×（D）72×（H）12.7mm（閉じた状態）

43g

お買い上げありがとうございます。

ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

・ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

PSP-001シリーズ
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、
必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、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。
その表示と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。

行為を指示する記号（　　の中に指示内容が描かれています。）

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。）

注意を促す記号（　　の中に警告内容が描かれています。）

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期
的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害
を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊
社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

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、
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。

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。

危険

警告

注意

乳幼児の手の届くところに置かないでください
誤って口に含むと、窒息するなど大変危険です。

警告

注意

危険

使用上のご注意

安全上のご注意

発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体
の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いてください。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。

内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、AC アダプタ
をコンセント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、火災の原因になります。

浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。
海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。

雷鳴が聞こえたら、AC アダプタには触れないでください。感電の原因になります。

本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属の AC アダプタ（AC100V）以外での使用し
ないでください。火災、感電の原因になります。

本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源ス
イッチを切り、AC アダプタをコンセント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、
火災の原因になります。

本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置か
ないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

本製品の裏ぶた、カバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の
原因になります。

本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。

スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。

熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。

電源ケーブルが損傷（芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など）した場合は、直ちに使用を止めてくださ
い。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、
引っ張るなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。

オーディオケーブルの上に重いものを載せたり、ケーブルを本製品の下敷きにしたりしないでください。また、
壁や棚などの間に挟み込まないでください。オーディオケーブルが損傷し、火災の原因になります。

オーディオケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶け
て、火災の原因になります。

オーディオ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、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。
キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。

ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えら
れるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用します
と、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意
してください。

電源を入れる前には、接続する機器の音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの
原因になることがあります。

万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントから AC アダプタを抜け
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、安全のために必ずコンセントから AC アダプタを抜いてください。

充電完了後に、長時間 AC アダプタをコンセントに接続したままにしないでください。
安全のために必ずコンセントから AC アダプタを抜いてください。

充電は必ず室内で行ってください。

お手入れの際は、安全のため AC アダプタをコンセントから抜いてください。

濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

AC アダプタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らず必ず AC アダプタをもって抜いてください。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。

定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因
になることがあります。

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。

電池の寿命と保証について
●電池には寿命があります。

使用状態によって異なりますが、約500回繰り返し充電できます。十分に充電した電池で使用時間が
著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っ
ておりませんので、新しい製品をご購入ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異な
ります。予めご了承ください。

●電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。



特    長

各部の名称と主な機能

使い方

本製品は防磁対応製品ですが、ディスプレイの近くで長時間使用した場合、帯磁によって画面に異常が発生することがあります。

自動消磁機能付きのディスプレイもありますが、自動消磁機能が無い機器は手動で消磁する必要があります。

消磁の方法につきましてはディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

●デザインオフィスUltRA Graphicsとのコラボレーション第1弾

機能性と携帯性をあわせ持ったハイレベルなデザイン 

●本体をスライドすると、自動的に電源がON

●本体に3.5mmステレオケーブルを内蔵

ポータブルオーディオ機器との接続により

様々なシーンで音楽をスタイリッシュに楽しめる

●画像再生機能付きポータブルオーディオ機器を立てかけて

ミニシアターのように使用可能 

●内蔵リチウム電池、USBポート、ACアダプタの3Way電源

いつでもどこでも音楽が楽しめる

●最大2W（1W＋1W）パワーアンプ内蔵

コンパクトながらクリアで広がりのあるサウンドを実現

音声入力
3.5mmステレオ
ミニプラグ

アタッチメント電源コネクタ

ACアダプタ

スピーカー

オーディオプレー

ヤーのイヤフォン

ジャックに接続し

ます。

収納する際は、ケーブル

を挟み込まない様に注意

しながら、図のように収

納してください。

ご利用のオーディオ

プレーヤーに合わせ

て交換します。

付属のUSB給電
ケーブルを接続
します。

付属のUSB給電ケーブルを接続し、
スピーカーに給電します。

付属のACアダプタまたはパソコンのUSBポート
とスピーカーの電源コネクタを接続します。

USB給電ケーブル

閉じる

注 意

・スピーカー開閉する際は、無理に力を加えたりしないでください。破損や故障の原因となります。

・スピーカーを閉じる際は、ケーブルを挟み込まない様にご注意ください。破損や故障の原因となります。

・スピーカーを使用しないときは、必ず閉じてください。

・本製品でポータブルオーディオの充電及びPCリンクはできません。

・付属のACアダプタ以外は使用しないでください。故障の原因になります。

・パソコンのUSBポートから給電して使用する場合、音量を大きくしすぎないでください。
音量が大きい場合パソコンに警告が表示される場合があります。警告が表示された際は、音量を下げて使用してください。

注 意

・オーディオプレーヤーを接続したまま、スピーカーを移

動しないでください。オーディオプレーヤーが落下する

などして、破損や故障の原因となります。

・音楽の再生前に、オーディオプレーヤーの音量をご確認

ください。

設置場所について
平らで安定した場所に置いてお楽しみください。

音量について
スピーカーから流れる音量は接続するオーディオプレーヤ

ーで調節します。オーディオプレーヤーの音量を確認して

からスピーカーと接続してください。

充電する
■家庭用コンセントから給電する場合

1
■パソコンのUSBポートから給電する場合

アタッチメントの準備2

オーディオプレーヤーの準備3 音楽を再生します4

本製品付属のUSB給電
ケーブルとACアダプ
タを接続します。

本製品付属のUSB給電ケー
ブルで、スピーカーとパソ
コンのUSBポートを接続し
ます。コンセントに

接続します。

オーディオプレーヤーのアタッチメント
部分に立てかけて、オーディオケーブル
を、オーディオプレーヤーのヘッドフォ
ンジャックに接続します。

ご利用のオーディ
オプレーヤーに合
わせて、付属のア
タッチメントを交
換します。

取り外す際は、アタッチメントを図
のようにつまみ上げます。

上手く取り外せない場合は、矢印の方
向に押し込むと、外れ易くなります。

アタッチメントの
種類は、アタッチ
メント背面に記載
されています。

オーディオプレーヤーの電源をＯＮにして、
音楽を再生します。

タスクトレイに［ハブ ポート

の電力サージ］画面が表示され

たら、画面をクリックします。

オーディオプレーヤーの音量を

下げてから、［リセット］をク

リックしてください。

電源ON→スライドオープン
電源OFF→閉じる

電源スイッチ

充電時間

ACアダプタ

電源コネクタ電源コネクタ

USB給電ケーブル

を電源コネクタ

に接続します。

約2時間 充電しながら使用することも可能です。

※再生しながら充電する場合、充電時間が長くなります。

充電中は、電源LEDが紫色に点灯します。

充電が完了すると、電源LEDが青色に点灯します。

電源LED
 青色： 電池が充分な状態（充電完了）
 青と赤が交互に点灯： 電池残量が少ない状態
 紫色： 電池残量が非常に少ない状態
  充電中

アタッチメント

iPod touch 他

アタッチメント A

アタッチメント B

アタッチメント C（       ）

iPod Classic、iPhone 3G
SONY Walkman A820シリーズ 他

3rd iPod nano 他

A

出荷時
取り付け済み
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