表

RBTSP01シリーズ取扱説明書

●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。安全に正しくお使い頂く為に、必ずお読みください。

使用方法

各部の名称
製品本体

本製品への充電

左面

正面

裏面

音楽を保存したマイクロSDカードをスロットに挿入して音楽を再生することができます。
（再生可能ファイル : MP3）( 対応フォーマット : MS-DOS / FAT32 / FAT16）

ペアリング
（製品の初期登録)

右面

パソコン

Ⓞ

充電状態をLEDで確認できます。
〈充電中〉LEDランプ2が赤く点滅

micro-Bポートへ

●本製品を使用するためには、お使いの機器と本製品をペ
アリング（本製品を機器に初期登録する操作）する必
要があります。
※接続先の機種や OS（システム）のバージョンによって
は操作方法が異なる場合があります。接続先機器の取
扱説明書に記載の Bluetooth の接続方法の項目と合わ
せてお読みください

Ⓚ

パワーボタン

取り出し ：差し込まれたマイクロ SD カードをカチッと音がするまで指で押すと取り出
すことができます。
LEDランプ1

〈充電完了〉LEDランプ2が赤く点灯

USBポート搭載の
充電器

Ⓐ
Ⓑ

①付属の充電コードを本製品の micro-Bポートに接続します。
②充電コードのUSBコネクタを USB ポートを搭載した充電器または、パソコン等の
USB ポートへ差込みます。
③充電がはじまると本製品のLEDランプ2 が赤く点滅します。
④充電が完了したら LEDランプ2 が赤く点灯します。充電コードをUSB ポートから取
り外し、本製品から充電コードを取り外してください。

Ⓒ
Ⓓ

Ⓜ

Ⓔ
Ⓕ

Ⓘ

Ⓗ

Ⓖ

スマートフォン・タブレット等への充電

上部

Ⓝ

下部

Ⓐ パワーボタン

Ⓘ LEDランプ1

Ⓑ ライトボタン

Ⓙ LEDランプ2

Ⓒ 再生/停止ボタン

Ⓚ LED1

Ⓓ 音量ボタン
（ー）

Ⓛ LED2

Ⓔ 音量ボタン
（＋）

Ⓜ ネジ穴

Ⓕ USB-Aポート
（出力）

Ⓝ スピーカー

Ⓖ micro-Bポート
（入力）

Ⓞ フックパーツ挿し込み穴

①機器の充電に対応した USB-A ケーブル
LEDランプ2
( 以下、USB ケーブル ) のコネクタを本
製品の USB-A ポートに接続します。
②USB ケーブルの充電コネクタを機器の
USB-Aポートへ
充電端子に接続すると充電が自動で開始
します。充電が始まるとLEDランプ2が
赤く点灯します。
機器の充電に対応した
USB-A ケーブル
③機器が 100% まで充電されると給電が
自動で止まります。充電が完了するとLEDランプ2 が消灯します。本製品・機器から
USB ケーブルを取り外してください。
※途中で充電を終了する場合は、USB ケーブルを取り外すと給電が停止します。
※本製品を充電しながら機器への充電はしないでください。

Ⓗ SDカードスロット

充電には機器の充電に対応したUSBケーブルが必要です。

Ⓛ

※本製品は USB ポートが搭載されたバッテリーです。使用する機種に対応した USB ケー
ブルを使用して iPad、タブレット端末、iPhone、スマートフォン等を充電すること
ができます。
※充電には別途各機種に対応した USB ケーブルが必要です。
※付属の充電コードは本製品を充電する為に設計されております。
マイクロ USB に対応した機種でも付属の充電コードでは充電が開始されない場合が
あります。

付属品
②

①

④

③

①本製品の電源が OFF になっている事、マイクロ SD カー
ドが挿入されていない事を確認してください。
パワーボタン
【LED ランプ 1 消灯】
②機能ボタンを約 3 秒間長押しして電源を ON にします。
【LED ランプ 1 が青に点滅（高速）】
ペアリング可能な状態になりました。
LEDランプ1
(青く点滅)

③ マウントパーツ(大)(小)

電源のON/OFF

④ フックパーツ

⑤

⑤ USBケーブル(データ通信不可)

約50cm

①スマートフォン等の接続先機器の Bluetooth 機能設定にてペアリング可能な機器を検
索してください。
②しばらくすると検索結果に「RBTSP01」が表示されます。
3.接続先機器で本製品を登録する
①検索結果に表示された「RBTSP01」を選択します。
②本製品から電子音が鳴ります。【LED ランプ 1 青の点滅 ( 低速 )】
ペアリングが完了しました。
※ペアリング中に操作を間違えたり、失敗した場合は、本製品の電源をオフにして、も
う一度始めからやり直してください。
※ペアリング中に着信があった場合、本製品からの音声の出力はありません。ご使用端
末の受話口またはスピーカーより音声が出力されます。
※接続先の機器によってはパスワード（PIN/ パスキーと呼ばれる場合があります）の入
力が必要になる場合があります。その場合は "0000" を入力してください。
※2 回目以降からは本製品のパワーボタンを約 3 秒長押しし電源を ON にすると自動的
に接続されます。
( 自動的に接続されない場合は接続先機器に表示されているリストから「RBTSP01」
を選択してください。)
主なペアリング方法
iOS の場合 (iPhone / iPad / iPod 等 )
【設定】▶【Bluetooth】 ▶Bluetooth 機能を有効にする。▶【RBTSP01】を選択
▶ 接続完了
【設定】▶【無線とネットワーク】 ▶【Bluetooth】▶Bluetooth 機能を有効にする
▶【RBTSP01】を選択 ▶接続完了

スピーカーとして使用する場合

② ネジ

電源 ON

: パワーボタンを約 3 秒間長押しすると LED ランプ 1 が青に点滅 ( 高速 ) し ,
電子音が鳴ります。
電源 OFF : 電源が ON の状態で、機能ボタンを約 3 秒間長押しします。その際に電子
音が鳴ります。

SD
カード

裏

端子

※音楽の再生はデータを追加した順から行われます。
※マイクロSDカード 挿入中は Bluetooth を使用しての音楽再生はできません。
操作方法
接続先機器を操作し、音楽再生アプリケーションを起動してください。

Android の場合 ( スマートフォン / タブレット )

① アタッチメントパーツ

マイクロSDカード(容量32GBまで対応)
表

1.本製品をペアリングモードにする

2.接続先機器で本製品を検索する

Ⓙ

差し込み ：マイクロ SD カードをスロットにカチッと音がするまで差し込みます。( こ
の際端子は下向きになる様に挿し込んでください。)
差し込みが完了すると、すぐに音楽の再生が開始されます。

※上記は一例です。ペアリング方法の詳細は接続先機器の取扱説明書に記載の
Bluetooth の接続方法をご確認ください。

再生・停止 ・・・・・・・・・・再生 / 停止ボタン（短押し）
曲送り ・・・・・・・・・・・・・・音量ボタン ＋（長押し）
曲戻し ・・・・・・・・・・・・・・音量ボタン ー（長押し）
音量調整（大きくする）・・・・・・・音量ボタン ＋（短押し）
※最大音量時に音量ボタン＋を短押しすると電子音が鳴ります
音量調整（小さくする）・・・・・・・音量ボタン ー（ 短押し）
※接続先機器の操作方法は弊社でサポートしており
ません。
※接続先機器の取扱説明書に記載の Bluetooth の接 再生/停止ボタン
続方法の項目をお読みください。
※本製品の音量ボタンーを押して音量を小さくした場 音量ボタン ー
合ノイズが入る場合があります。その場合は音量
音量ボタン ＋
ボタン＋を押し音量を調整してください。
※本製品の音量を最大にしても出力される音量が小
さい場合は接続先機器の音量を調整してください。

ライトとして使用する場合
本製品のライトボタンを押すと LED が発光し懐中電灯やランタンとして使用することが
できます。ライトボタンを押すごとに光り方が下記の順番で切り替わります。
※本製品の電源が OFF の状態でも使用可能です。
初期状態
・・・・・・・・・・・・・・・ 消灯
懐中電灯モード ( 弱 ) ・・・・・・・・・LED2 が発光 ( 弱 )
懐中電灯モード ( 強 ) ・・・・・・・・・LED2 が発光 ( 強 )
低速点滅モード
・・・・・・・・LED2 が点滅（低速）
高速点滅モード
・・・・・・・・LED2 が点滅（高速）
ランタンモード
・・・・・・LED1 が発光（ランタン）
全点灯モード
・・・・LED1 と LED2 が同時に発光
初期状態へ戻る
・・・・・・・・・・・・ LED が消灯

ライトボタン

LED2

LED1

マイクロSDカードから音楽を聴く

※どの点灯・点滅状態でもライトボタンを 2 秒長押しすると消灯します。
※LED をのぞきこんだり直接目に当てないでください。視力低下等目に悪影響を及ぼす
場合があります。

●絶対にショート、分解、改造などしないでください。火災や感電、故障、事故の原因
となります。
●指定の機器での補充電以外には使用しないでください。
●使用中、機器本体及び本製品より多少の熱を発生する場合がありますのでご注意くだ
さい。
●電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。医療機
関の屋内では使用しないでください。
●航空機内などワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従ってく
ださい。電波が影響をおよぼし、機械の誤作動による事故の原因となる恐れがあります。
●乳幼児の手の届く場所にはおかないでください。誤飲の恐れがあり、窒息などの原因
となる恐れがあります。
●火の中に入れない、加熱しないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
●水の中に入れないでください。感電・火災の原因になります。
●強い衝撃を与えないでください。破損・故障の原因になります。

●本製品の使用中に起こる機器の破損、故障、人体への影響のトラブルの責任は一切弊
社では負うことが出来ません。
●スマートフォンの使用方法は弊社ではサポートしておりません。また適合する機器で
の使用であってもすべての状況で動作を保障するものではありません。あらかじめご
了承ください。
●本製品を充電する際は micro-USB 端子から充電してください。
●本製品の使用（機器との接続を含む）、または使用不能から生ずる付随的な損害（通話
内容の変化・消失、利益の損失、それらに伴う諸費用など）に関して、当社は責任を
負いかねますので予めご了承ください。
●万が一、製造上の原因により不良品があった場合は、同製品または同製品との交換を
致します。ご対応の際に販売店のレシート又は領収書が必要になる場合がので、レシー
ト及び領収書は必ずご保管しておいてください。尚製品の保証期間はお買い上げ日よ
り 6 ヵ月以内です。

裏

主要動作一覧

自転車に装着
付属のアタッチメントパーツを使い製品本体を自転車のハンドルに取り付けライトとし
て使用できます。
ネジB

【アタッチメントパーツ】

【マウントパーツ】

固定パーツ

(大)

角度調節パーツ

ネジ穴

製品本体のネジ穴

(小)

ネジA
(アタッチメントパーツを固定)

① アタッチメントパーツの内側に※自転車の口径に合うマウントパーツを取り付けます。
※( 大 )20〜25mm、（小）25〜28mm に対応しています
②自転車のハンドルを挟み込みネジ A を下からネジ穴に通し動かなくなるまで回ししっ
かりと固定します。
③ 製品本体のネジ穴にネジ B を入れ動かなくなるまで回します。固定パーツを右向きに
回し製品本体を固定してください。
④角度調節パーツを緩め、向き、角度を調節してください。お好みの向き、角度になっ
たら角度調節パーツを締めてしっかりと固定してください。
①

③
差し込む

固定パーツ
製品品帯を
右向きに回す

②

④

左向きに回す

固定パーツを右向きに回し
製品本体を固定する

右向きに回して緩める

好みの角度にして左向きに締める

角度調節パーツ

キャンピングランタン
付属のフックパーツを製品本体の上部にあるフックパーツ差し込み穴に差し込む事でラ
ンタンとして吊り下げて使用することができます。
【フックパーツ】

ライトボタンを5回押してランタンに
両側から
差し込む

電源 ON
電源 OFF
音楽の再生・停止
音楽の曲送り
音楽の曲戻し
音量調整（大きく）
音量調整（小さく）
懐中電灯モード ( 弱 )
懐中電灯モード ( 強 )
低速点滅モード
高速点滅モード
ランタンモード
全点灯モード
初期状態へ戻る

ボタン操作
パワーボタン 約 3 秒長押し
パワーボタン 約 3 秒長押し
再生 / 停止ボタン 短押し
音量ボタン＋ 長押し
音量ボタン ー 長押し
音量ボタン＋ 短押し
音量ボタン ー 短押し
ライトボタン 短押し
ライトボタン 2 回短押し
ライトボタン 3 回短押し
ライトボタン 4 回短押し
ライトボタン 5 回短押し
ライトボタン 6 回短押し
ライトボタン 7 回短押しまたは 2 秒長押し

誤った取り扱いをすると、
人が障害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定
される内容を示しています。

困ったときは
●電源が入らない
電池残量が少なくなっています。付属の充電用ケーブルを使用し十分に充電してから
お使いください。
●ペアリングの際に、接続先機器で検出できない
本製品がペアリングモードになっているか、確認してください。
接続先機器の Bluetooth 機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。検出
されるまでに 10 秒程度時間がかかる場合があります。
●ペアリング後に接続されない
複数の機器とペアリングを行った場合、別の機器に接続されている場合があります。
別の機器の接続を解除するか、Bluetooth 機能を無効にしてから再度接続してくださ
い。
接続先機器の Bluetooth 機能を一度無効にした後で再度有効にしてください。検出
されるまでに 10 秒程度時間がかかる場合があります。
●音楽が聞こえない
接続先機器が A2DP に対応していることをご確認ください。
本製品もしくは端末の音量が 0 になっている場合があります。ボリュームボタンで調
節してください。
●音楽は聞こえるが、ボタンで操作できない
接続先機器が AVRCP に対応していることをご確認ください。

危険
●本製品の充電式電池（リチウムイオン電池）が液もれした場合は素手では触らないで
ください。
●充電式電池の液体が目に入った場合は、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな
水で十分に洗い、ただちに医師の診断を受けてください。失明の原因となる恐れがあ
ります。
●充電式電池の液体が皮膚や衣服に付着した場合もすぐにきれいな水で洗い流してくだ
さい。皮膚に違和感のある場合は医師の診察を受けてください。

警告
フックパーツ
差し込み穴

誤った取り扱いをすると、
人が死亡又は重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

●濡れた手で充電器やコネクターに触れないでください。
●使用中に異臭、発熱、発煙、などの異常があった場合や、万が一、水や液体が入った
場合直ちに使用を中止してください。

使用上のご注意

ご注意

●本製品のご使用の前に、必ず機器本体の取扱説明書に記載されてる注意事項等をよく
お読みください。本製品の機能に関する記述をよくご理解の上で、安全に正しくご使
用ください。
●充電式電池は長期間放置すると自己放電していることがありますので、ご使用になる
前に電池残量を確認し残量が少ない場合は充電してからご使用ください。
●保管後 6 ヶ月を経過した場合、再度本体を満充電してください。本体の電池残量が少
ない場合には長期間保管をしないでください。本体の電池容量が著しく短くなる事や
使用できなくなる事があります。
●必要以上の連続充電をしないでください。本製品が満充電になったら、必ず電源から
外してください。
●本製品のポートからコネクターを抜き差しするときには、必ずプラスチック部分を持っ
て行い、コードを強く引っ張ったりして負担をかけないでください。またコードが痛
んでいたら使用しないでください。
●使用温度範囲内の環境で充電、使用してください。
●本製品のポートや充電コードのコネクター近辺が汚れたりほこりがついた時は速やか
に本製品を電源や機器本体より外し、乾いた布で拭きとってから使用してください。
コネクター等の接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故、の原因となり
ます。
●機器本体の取扱説明書にも記載されていますが、機器本体に登録された電話帳、音楽
ファイル、セーブデータなどの各種メモリーは、本製品の使用に関わらず何らかの原
因によって消失する可能性があります。本製品の使用時に万が一メモリーが消失して
も弊社では一切の責任を負えません。データのバックアップを取るなどしてメモリー
が消失しても困らないようにしてからご使用ください。
●本製品を投げたり、衝撃を与えたり、コネクターを無理矢理機器本体や本製品に差し
込まないでください。
●コネクターを裏向きに差し込む機種があります。接続方向を間違えて無理に差し込む
とコネクターを破損し、ショートやメモリーの消失を起こす危険性があります。十分
に注意して接続してください。
●機器の電池パックは必ず装着した状態で、本製品をご使用ください。はずして使用し
ますと、故障の原因となります。また、電池パックが古かったり、故障している場合
は充電できません。その場合は新しい電池パックと交換してください。また、スマー
トフォンの電池パックは過放電しますと寿命が著しく短くなります。
●満充電までの時間は機種や、使用環境によって異なります。
●充電状態は機器本体の液晶画面の表示でご確認ください。
●本製品は一時的な補充電を目的とした充電器です。機器本体の電池バッテリーの状態
や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。
●本製品の使用により肌に異常が現れた場合は、使用を中止して医師の診断を受けてく
ださい。
●本製品は日本国内でのみ使用することを前提に設計、製造されております。国外の使
用トラブル等はお受け致しかねますで、あらかじめご了承ください。

【電波について】
●本製品は、電波法に基づいて工事設計認証を受けていますので、無線局の免許は不要
です。
●本製品は、工事設計認証を受けています。分解および改造を行うと法律で罰せられる
ことがあります。
●本製品は日本国の電波法に適合した製品であり、他の国の法律・安全規格には適合し
ない場合があるため、日本国内で使用してください。
●本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器（無線 LAN を使用する機器・
電子レンジなど）の影響によって音声が途切れるなど電波干渉による障害が発生する
ことがあります。本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器からは離
れてご使用ください。
【通信距離について】
●障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音切れが発生する
場合があります。そのような場合は、本製品を接続先機器の近くで使用してください。
内蔵の充電式電池について
●バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、
特性であり故障ではありません
●十分に充電した状態で使用時間が短くなったり、使用できなくなった場合は電池の寿
命となります。（電池の交換はできません）
●本製品を使用せず長期間保管していた場合、バッテリー性能は低下しますが、充放電
を繰り返すことで性能が回復することがあります。
【製品を処分する場合】
●Bluetooth 機器の回収を行っている小型家電リサイクル回収拠点※にお持ち込みいた
だくか、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。※小型家電リサイク
ル回収拠点によって回収品目が異なる場合があります。
【本製品の防水性能（IPX5）について】
●IPX5 とは内径 6.3mm の放水ノズルを使用し、約 3mm の距離から 12.5L 分の水
を 3 分以上注水する条件であらゆる方向からの噴流水によっても本製品の動作に影響
を生じないことを意味します。
●本製品を水中で使用・操作したり、多量の水や水以外の液体をかけたりしないでくだ
さい。感電や故障の原因となる恐れがあります。

販売元:株式会社テレホンリース

製造元:株式会社ラスタバナナ

MADE IN CHINA

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1ー13ー1
Tel:052-201-1110 Fax:052-231-7388

電話受付時間 AM10:00〜PM6:00
（土・日・祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く）

製品に関するお問合せは

e-mail

info2@rastabanana.com

※お問い合わせの際は、
お使いのスマートフォンの機種名と本製品バーコード下の
型番をお伝えください。

Li-ion10

使用電池：リチウムイオン電池
輸入事業者：株式会社ラスタバナナ

