Tailgater Plus

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために
この取扱説明書で使用している危険防止のマークあ
このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。
このマークは、ご利用出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。あ
1.

注意事項を必ずお読みください。

2.
3.

注意事項を必ずお守りください。
すべての警告に従ってください。

4.
5.

すべての注意事項に従ってください。
水の近くで使用しないでください。

6.

お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントバネルのコントロール装置を損なった
り、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。

7.
8.

取扱説明書に従って設置してください。
暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。

9.

電源プラクは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2 つのブレード
のほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形

状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、
本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メー力ーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接
続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、
装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しな
いとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺楓器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所
でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピー力̶で長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあり
ます。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装
置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や温気にさらさないでください。
このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地し
てご使用ください。

inMusic Japan 株式会社

カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階
[ Web ] http://ionaudio.jp
[ サポート ] 電話 0466-86-9505
(受付時間 9:30 ~12:00 13:00 ~17:30/ 月〜金曜日・祝祭日は除く)

クイックスタートガイド
はじめに
この度は Tailgater Plus をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ION Audio は、エンターテイン
メントを皆様と同様に大事に思っており、「生活をより楽しく、より便利に」をコンセプトに製品を開発し
ています。

同梱物リスト
Tailgater Plus 本体
マイク、マイクケーブル
電源アダプター
クイックスタートガイド

サポート
本製品の最新情報（システム要件や互換情報など）は、ION Audio の Web サイト http://ionaudio.jp をご
確認ください。また、修理や使用方法などのお問い合わせは、
ION Audio カスタマーサポート部：電話 0466-86-9505(受付時間 9:30 ~12:00 13:00 ~17:30
/ 月〜金曜日・祝祭日は除く）にご連絡ください。

充電式電池について
Tailgater の充電式電池は、自動車と同じ電池を使用しています。自動車のバッテリーのように、充電式電
池の寿命は 使い方によって左右され、適切な使用と処理をもって、充電式電池は長年使用することができま
す。充電式電池を長く使用するために、以下のヒントを参考にしてください。

一般的な
使用方法

保管方法

修理方法

破棄方法

使用する前にフル充電しておきます。
充電式電池が空になる前に、充電を始めてください。

製品を長くお使いいただくためには、高温（32℃以上）、低温（0℃以下）の場所で保
管することを避けてください。
電源はコンセントに接続し続けても電池にダメージを与えることはありません。
6 か月間充電をしないと充電式電池は空になり、その後使用不能になる場合がありま
す。
お客様ご自身で充電式電池を交換せず、弊社カスタマー・サポートにご相談ください。

お住いの地域の条例に従って処分してください。

クイック・セットアップ
1.

パッケージ内に同梱物リストに記載されるものが入っていることをご確認ください。

2.

製品をお使いいただく前に「安全にお使いいただくために」をお読みください。

3.

製品をお使いいただく前にバッテリーを最大限まで充電します。

4.

下記のセットアップ図をご参照ください。

5.

Tailgator Plusのマスター・ボリュームの値が0(ゼロ)になっていることをご確認ください。

6.

お使いの機器を接続します。

7.

適切なボリューム値に調整します。

8.

Tailgator Plus の使用が終わったらマスターボリュームの値を 0(ゼロ)に戻します。

セットアップ
同梱物リストに記載されない製品は別売です。

フロントパネル

マイク

Bluetooth 機器

タブレット、MP3
プレーヤー等

リアパネル

コンセント

機能
フロントパネル

1.

電源ボタン: Tailgator Plus の電源をオン/オフにします。Tailgator Plus の電源ケーブルがコンセント
に接続していれば、バッテリーを充電するために Tailgator Plus の電源を入れる必要はありません。電
源がオンの時には電源インジケーターのディスプレイが表示されます。

2.

Bluetooth ボタン: ペアリングされた Bluetooth デバイスの接続を解除する際に押します。

3.

Bass Boost(ベースブースト)ボタン:低音周波数帯をブーストさせます。

4.

Radio(ラジオ)ボタン: AM、FM の選択およびラジオ機能をオフにします。

5.

Tune/Track(チューン/トラック)ボタン:ラジオ局を選択、または Bluetooth に接続されている機器の
トラックの選択をます。ラジオ局をサーチする(次の放送されている局に移動する)には、これらのボタ
ンを数秒間長押しします。Tailgator Plus は、最後に再生された局を電源がオフになる際に自動で記録
し、次に電源をいれた時に自動で選択します。

6.

Play/Pause(再生/一時停止)ボタン: 接続されている Bluetooth 機器の曲を再生もしくは一時停止しま
す。ラジオ・モードでこのボタンを長押しすると、再生している局をプリセットに保存できます。また
このボタンを数回押したり離したりする事でプリセットに保存された局を選ぶ事ができます。詳細は
「操作方法 > ラジオを使う」をご参照ください。

7.

ディスプレイ:現在再生されているラジオ局、バッテリー残量、Bluetooth の状態を表示します。
•

バッテリー・インジケーター: 電源ケーブルが接続されている場合、このインジケーターが点滅し
本体が充電されていることを表示します。電源コードが接続されていない場合、このインジケー
ターはバッテリーの残量を表示します。フロントパネルのボタンが 60 秒以上押されない場合、バ
ッテリー節約のためバッテリー・インジケーターは自動的に非表示になります。いずれかのボタ
ンを押すとバッテリー・インジケーターは再度表示されます。また、バッテリー残量が最小にな
った時にも、バッテリー・インジケーターは表示されます。

•

稲妻アイコン:電源ケーブルがコンセントに接続されている際に表示されます。

•

Bluetooth アイコン: Tailgator Plus に Bluetooth 機器がペアリングされている時に表示されま
す。

•

電源アイコン: Tailgator Plus に電源が入っている時に表示されます。電源が切れている時には表
示されません。

•

Bass Boost(ベースブースト)アイコン: ベースブースト機能がオンの時に表示されます。ベース
ブースト機能がオフの時には表示されません。

8.

Master ボリュームノブ:マイク入力、AUX 入力、ラジオ、Bluetooth 機器を含む全てのメイン・ミッ
クスのボリュームを調整します。

9.

マイク入力(1/4”)およびボリュームノブ:このモノラルの TRS フォン入力端子には、マイク、ギターな
どの楽器を接続します。

10. AUX IN(AUX 入力):このステレオミニジャック端子端子には、CD プレーヤー、MP3 プレーヤーなどの
オーディオ機器を接続します。

トップ・パネル
1.

NFC (near-field communication)に対応する機器を「N」のロゴマークにタ
ップするとペアリングすることができます。

リア・パネル
1.

電源ケーブル端子: パッケージに同梱される電源ケーブルを接続します。
Tailgator Plus は本体に電源ケーブルを接続する事で、本体を動作させな
がらバッテリーを充電することができます

操作方法
ラジオの使用
ラジオ・ラジオ局の選択:
1. Radio ボタンを押して AM もしくは FM を選択します。
2. Tune / Track ボタンのいずれかを押してラジオ局を選択します。次のラジオ局にジャンプするには、
いずれかのボタンを数秒間押し続けてラジオ局を探します。
ラジオ局をプリセットとして保存する：
1. ラジオボタンを押して、FM1、FM2、AM のいずれかを選択します。
2. Tune / Track ボタンのいずれかを押してラジオ局を選択します。
3. 数値プリセット・ボタンを押し続けて、選択中のラジオ局をそのプリセット番号に割り当てます。 ステ
ーションが保存されると、ディスプレイに 「SAV」が表示されます。
保存されているラジオ局のプリセットを呼び出す：
1.
ラジオボタンを押して、FM1、FM2、AM のいずれかを選択します。
2.
追加されたプリセットを使用するには、プリセット番号を軽く 1 回押し、保存されているラジオ局に
移動します。

Bluetooth デバイスとのペアリング
1.
2.

3.

4.
5.

Bluetooth デバイスの電源を入れます。
Tailgater Plus の電源を入れます。 スピーカーは自動的にペアリング・モードに入ります。 以前に別
の Bluetooth デバイスに接続していた場合は、そのデバイスに再接続します。 Bluetooth アイコンが
点灯している場合にペアリングを解除するには、Bluetooth ボタンを押して離します。
Bluetooth デバイスの設定画面に移動し、「Tailgater Plus」を見つけて接続します。 ペアリングす
ると Bluetooth アイコンが点灯します。
注：Bluetooth デバイスからペアリングコードを要求された場合は、「0000」と入力します。
ペアリングを解除するには、Bluetooth ボタンを押して離します。
別の Bluetooth デバイスに接続するには、手順 3 を繰り返します。

NFC を用いた Bluetooth デバイスとのペアリング
NFC（近距離通信）は、機器を同時に軽く叩くことで、ペアリングなどのデバイスからのデータのやりとり
を行います。 この機能がサポートされているかどうかは、デバイスのマニュアルを参照してください。
NFC を使用して Tailgater Plus とペアリングするには：
1.

NFC を使用するには、デバイスの電源を入れ、ロックを解除して下さい。

2.

デバイスの[設定]メニューに入り、NFC がオンになっていることを確認します（ワンタイムステッ
プ）。

3.

Tailgater Plus 本体の電源を入れます。

4.

NFC のロゴを少しの間押し続けて下さい。

5.

デバイスに表示されるペアリング手順に従います。 パスコードが必要な場合は「0000」と入力しま
す。

6.

ペアリングを解除するには、Tailgater Plus のトップパネルにある NFC ロゴにデバイスを軽く押し付
けます。

トラブル・シューティング
音が歪んでいる場合：音源、楽器、またはマイクの音量を下げてみてください。 また、マスター・ボリュー
ム・ノブを使用して Tailgater Plus の全体的な音量を下げてみてください。
ベース音量が大きすぎる場合：低音レベルを下げるには、音源のトーンまたは EQ コントロールを調整して
みてください。 これにより、クリッピング（歪み）が発生する前に音楽をより大きく演奏することができま
す。
マイクを使用しているときに高い音が鳴る(ハウリングする)場合：これはおそらくフィードバックが原因で
す。マイクをスピーカーから離してみて下さい。
AM 受信が不十分な場合：AM 受信を調整するには、本体を移動します。音量上でマイクが聞こえない場合
は、使用しているソースで音量を下げてください。
フラッシュドライブから音楽を再生できない場合：USB ポートは USB デバイスを充電するためのものです
のでご使用頂けません。

付録
仕様
出力電源

最大 50 W

ドライバー

低域: 6.5” / 165.1 mm ウーファー
高域: 1” / 25.4 mm ツイーター

周波数特性

77 Hz 〜20 kHz (+3 dB)

Bluetooth

プロファイル: A2DP、AVRCP
範囲 : 最大 30.5 m

マイクロフォン・タイプ

ダイナミック・マイクロフォン(付属)

ラジオ受信周波数範囲

522〜1710 kHz (AM)、75.5〜108 MHz (FM)

USB 充電端子

USB 端子 x 1、 +5 V、1 A

バッテリー

使用可能時間: 最大 50 時間
充電時間: 6 時間
タイプ: 12V 2.8 Ah SLA

電源

入力電圧: 100〜240 VAC、 50/60 Hz
消費量: 50 W

サイズ (w x d x h)

320 x 228 x 333 mm

重量

5.4 kg

● 仕様は断りなく変更になる場合がございます。
● Bluetooth 範囲は、壁やその他の障害物などに影響を受けます。Bluetooth 接続を行う場合は、障害物などな
い見通しのよい場所でご使用ください。
● バッテリー駆動時間は、温度、音量など使用環境などによって異なります。

商標およびライセンス
ION Audio は、ION Audio, LLC の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。
Bluetooth とロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audio はライセンスに基づいて使用して
います。N マークは、米国およびその他の国々において、NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。
その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

Manual Version 1.2

無料修理規定

1.
2.
3.

4.

保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示く
ださい。
ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマーサ
ポート部へご相談ください。
保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ） ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
（ロ） お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
（ハ） 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
（ニ） 消耗部品を取替える場合。
（ホ） 本書のご提示がない場合。
（ヘ） 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられ
た場合。
inMusic Japan は、製品の使用不可能または不具合に基づく損害、また法律の定める範囲内での人身傷
害を含める、いかなる二次的、及び間接的な損害賠償の責任を負いません。保証条件や本保証に基づき
inMusic Japan が負う責任は、販売国の国内でのみ有効です。本保証で定められた修理は、inMusic
Japan でのみ行われるものとします。

* 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。したがってこ
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、保証期間経過後についてご
不明の場合は、お買上げ の販売店または弊社カスタマーサポート へご相談ください。

保証書
製品名：
製品番号：
ご購入日：
保証期間：

ご購入日から一年間
お客様

販売店

お名前：

販売店名：

ご住所：

ご住所：

お電話：

お電話：

inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート
〒106-0047 東京都港区南麻布３１９２３ オーク南麻布ビルディング６F
お問い合わせ：電話 0466-86-9505
(受付時間 9:30 ~12:00 13:00 ~17:30/ 月〜金曜日・祝祭日は除く)
・
・
・

本書に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
本書は日本国内においてのみ有効です。

