
ご使用前に必ず本書および、取扱説明書をよくお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。
下記注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防
止するものです。
内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

■警告表示の意味
 危険　 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性

が高いことを示します。
 警告　 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性

があることを示します。
 注意　 取り扱いを誤ると、傷害や、製品以外の物的損害

を負う可能性があることを示します。

■記号の意味
注意を促す記号

 取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があること
を示します。

行為を指示する記号
 必ず守っていただきたい事柄を示します。

行為を禁止する記号
禁止する行為を示します。

安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくため、以下の注意事項を必ずお守りください。

 危険
内蔵充電式電池の液が漏れたときは素手で液を
さわらない
内蔵充電式電池の液が漏れたときは、弊社の相談窓口に
ご連絡ください。
液が目に入ったり、肌についたりしたときは、こすらずに
すぐに水で洗い、ただちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因に
なるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症や
けがの症状があるときには医師に相談してください。

 警告
付属の USB ケーブル以外は使用しない
火災ややけどの原因になります。やむを得ず使用する場合は、
定格電流 3.0A 以上の USB ケーブルを使用してください。

火の中に入れない
内蔵充電式電池が破裂したり、液が漏れたりして、火災や
やけどの原因になります。

アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性
溶剤を使用しない
引火性溶剤が製品内部の電気部品などに接触したり、揮発
ガスが製品内部に充満したりすると、火災や感電の原因に
なります。

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
清掃用や潤滑用などの可燃性ガスを本製品に使用すると、
スイッチの接点、静電気などの火花、高温部品が原因で引
火し、爆発や火災が発生するおそれがあります。

分解や改造をしない
火災や感電、けがの原因になります。内部の点検および修
理はお買い上げ店または弊社の相談窓口にご依頼ください。

端子に異物を入れない
端子などがショートして、火災や感電の原因になることが
あります。

端子に水滴のついたまま充電しない
端子などがショートして、火災や感電の原因になることが
あります。

濡れた手で USB ケーブルを抜き差ししない
感電の原因になることがあります。

本製品を布団などでおおった状態で使用しない
熱がこもって、火災の原因となることがあります。

車内で使用しない
本製品がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げ
になり、事故やけがの原因になることがあります。

火気や熱源の近くで使用しない
例えば、火のついたローソクのような火気を本製品に近づ
けないでください。火災の原因になります。

高温になる場所に放置しない
例えば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、ストーブ
のそばなどの高温になる場所に放置しないでください。内
蔵充電式電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがやや
けどの原因になることがあります。

小児の手の届くところに置かない
• お子様や幼児の手の届かないように管理、使用してくださ

い。誤って本製品を口に入れないよう注意してください。
• 小さな部品があります。お子様や幼児が誤って口に入れ

ないよう注意してください。

雷が鳴りだしたら製品や USB ケーブルに触れない
感電の原因になります。

 警告
本製品から微弱な電磁波が出ています。異常を感じたら本製品か
ら離れてください。そして、医師にご相談ください。また、使用
が禁止されている場所では電源を切ってください。電波の影響で
機器類が誤作動し、事故の原因となる恐れがあります。

 注意
• 異臭、異常音、発煙などの異常が発生したときは使用しないで

ください。火災ややけどの原因になることがあります。やけど
に注意しながら、USB ケーブルを取り外し、電源を OFF にし
てから弊社の相談窓口にご連絡ください。

• 濡れた手で本製品を操作しないでください。故障・感電の原因
になることがあります。

• はじめから音量を上げすぎないでください。突然大きな音が出
て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げてご使用く
ださい。

• 耳に過度な負担をかけないために、大音量で長時間使用しない
でください。

• ライト部の LED の発光部は、直視しないでください。

• 通電中の製品に長時間触れないでください。長時間皮膚が触れ
たままになっていると、熱いと感じなくても、皮膚が赤くなっ
たり、水ぶくれができたりするなど、低温やけどの原因になる
ことがあります。

• 特定の状況下では、ワイヤレス機能を使用しないでください。
本製品はワイヤレス機能を内蔵しています。以下の点に注意し
てご使用いただき、障害などが発生した場合には、ただちに本
製品の電源を切ってください。

‒病院などの医療機関内、医療機器の近くでは使用しない。 
（本製品が出す電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因
となるおそれがあります。）

‒航空機の機内ではワイヤレス機能を使用しない。 
（本製品が出す電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因
となるおそれがあります。ご利用の航空会社の指示に従って
ください。）

‒本製品を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで
は使用しない。 

（電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれ
があります。）

• 本製品は、防水・防じん仕様ではありません。浸水、塵埃の
侵入による故障は保証対象外となりますので、あらかじめご
了承ください。

• 本製品を寒い環境から温かい環境へ移動させると結露の原因
になります。急激な温度変化にはご注意ください。

• 次のような場所には置かないでください。故障の原因になる
場合があります。

‒直射日光の当たる場所、窓を閉め切った自動車内（特に夏
季）、暖房器具の近く、照明器具の下など温度の高い所

‒低温 (0℃以下 ) になる場所 
（本製品自体が低温になり、触れるとけがの原因になること
があります。）

‒ほこりの多い所

‒時計、クレジットカードなどの近く 
（録音済みのテープや時計、クレジットカードなどは、本製
品に近づけないでください。また、持ち運ぶ際にもご注意
ください。）

‒激しい振動のある所

• 平らな場所に設置してください。傾いた場所に設置すると、
本製品自体の振動により転倒・落下し、けがや故障の原因に
なることがあります。

• 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがありま
す。貴重品などを近くに置かないでください。

• 万―、本製品を落とし、破損した場合は、本体の電源を切り、
USB ケーブルを抜いて弊社の相談窓口にご連絡ください。そ
のまま使用すると火災・感電・故障の原因になります。

• 本製品には、法令（PSE）に準拠した AC アダプターのみを
ご使用ください。

• 本製品を充電中または、長時間お使いになると、本製品の温
度が上昇することがありますが、故障ではありません。

• 周囲の温度が非常に高いところや低いところでは、安全のた
めに充電を停止します。また、長時間の充電が続いても充電
を停止することがあります。使用可能温度（5℃から 35℃）
の範囲内で USB ケーブルを抜き差ししてから、もう一度充
電を行ってください。

• 使用可能時間が極端に短くなった場合は、内蔵充電式電池の
寿命と考えられます。

• 本製品と接続する機器や通信環境、周囲の状況によっては、
雑音が入ったり、音が途切れたりすることがあります。

• 長期間使用しない場合は、内蔵充電式電池の劣化を防ぐため、
半年に一度充電を行ってください。

• 充電終了または長期間使用しない場合は、USB ケーブルを抜
いてください。

• お手入れのときは、USB ケーブルを抜いてください。感電の
原因となることがあります。

• USB ケーブルを抜き差しする前に、電源を切ってください。
誤作動の原因となることがあります。

• 本製品が汚れたときは、乾いた布または水を浸して固く絞っ
た布でふいてください。引火性溶剤が製品内部の電気部品な
どに接触したり、揮発ガスが製品内部に充満したりすると、
火災や感電の原因になります。

• アーム部やライト部を可動範囲以上無理に動かさないでくだ
さい。破損の原因になります。

安全にお使い
いただくために
必ずお守りください

アルボス

Light & Speaker
ML-A



（9）  本保証書または購入の証明となるもの（領収書、納品書等）
の字句を書き換えられた場合

（10）  接続している他の機器に起因して故障が生じた場合
（11）  メカ機構部および発光部の著しい部品消耗や摩耗によ

る故障
（12）  本製品が想定する用途・頻度等を超える使用、または

弊社が不適当と判断する使用に起因すると考えられる
故障及び損傷

（13）  清掃や点検など、本製品のメンテナンスサービスをご
依頼いただく場合

（14）  次のような場所での放置
• 直射日光の当たる場所、窓を閉め切った自動車内（特

に夏季）、暖房器具の近く、照明器具の下など温度の
高い所

• 低温 (0℃以下 ) になる所
• ほこりの多い所
• 時計、クレジットカードなどの近く
• 激しい振動のある所

3.  第 1 項の定めにかかわらず、本製品の消耗品（バッテリー等）
および付属品類は、本保証書による対応の対象外となります。

4.  本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接
の損害および付随的損害については、弊社ではその責任を負
いかねますのでご了承願います。

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

6.  本保証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。

7.  修理対応が可能な製品については、弊社 WEB ページ「持込
修理対象機に関するサービス規約」（https://cweb.canon.
jp/e-support/repair/before.html）において、修理対応期
間をご案内しております。当該修理対応期間が終了した場合、
保証期間内であっても、本保証書による無償修理も、また有
償修理もお受けいたしかねますので、ご了承ください。

8.  交換対象製品については、第 1 項に定めるとおり、本保証書
による交換対応のみ承ります。保証期間経過後は、交換対応
も、有償修理もお受けいたしかねますので、ご了承ください。

9.  第 1 項の定めにかかわらず、修理対応が可能な製品であって
も、弊社の判断により、修理対応に代え、同一製品または同
程度の仕様の製品（本製品と類似の製品を含みます）への交
換を実施させていただく場合があります。その場合、本製品
でご使用の消耗品、アクセサリーやオプションなどをご使用
いただけない場合もございますので、ご了承ください。

※ご注意
1.  本保証書は、以上の保証規定により保証対応をお約束するた

めのもので、これにより弊社および弊社以外の事業者に対す
るお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

2.  本保証書の表示について、ご不明の点は弊社窓口にお問い合
せください。

3.  一部の製品については、保証期間経過後の修理は承っており
ませんので、ご了承願います。

● 保証内容や修理についてのお問い合せは、弊社窓口までお願
いいたします。

※ お客様が反社会的勢力（個人、団体をといません）に該当す
ると弊社が合理的に判断した場合は、本保証書の保証規定に
かかわらず、修理その他一切の対応をいたしかねます。

 

保証内容

1.  取扱説明書、製品安全に関する説明書および本体注意ラベルな
どの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品
が万一故障した場合は、本保証書を本製品に添付のうえ、当該
保証期間内に修理のお申込み先（以下「弊社窓口」という）ま
でご連絡いただき、別途指定する修理拠点までご持参あるいは
お送りいただければ、無償にて修理対応いたします。ただし、
弊社 HP の「持込修理対象機に関するサービス規約（https://
cweb.canon.jp/e-support/repair/before.html）にて別途ご
案内する一部の製品（以下「交換対象製品」といいます。）に
ついては、修理はお受けいたしかねます。交換対象製品につい
ては、修理対応に代え、同一製品または同程度の仕様の製品（本
製品と類似の製品を含みます）への交換対応となりますので、
ご了承ください。なお、その場合、当該交換対象製品と使用さ
れていた消耗品、アクセサリーやオプションなどがご使用いた
だけなくなる場合もございますので、ご了承ください。  
本項に基づく対応に必要となる交通費、送料および諸掛りはお
客様のご負担となります。

2.  前項の定めにかかわらず、保証期間内であっても、次の各号に
該当する場合は、本保証書による対応の対象外となります。弊
社所定の料金による有料修理、またはお客様による本製品の有
償での買い替えが必要となりますので、ご了承ください。

（1） 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷
（2）  弊社以外での修理、改造、分解掃除等による故障および損傷
（3）  製品仕様による耐性を超えた泥・砂・水などのかぶり、落下、

衝撃、熱などが原因で発生した故障および損傷
（4）  火災、地震、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
（5）  キヤノン製以外の消耗品や部品の使用に起因して生じた本

製品の損傷・故障および障害
（6）  保管上の不備（高温多湿の場所、ナフタリンや樟脳の入った場

所での保管、電池の漏液等）や手入れの不備による故障
（7）  本保証書の提示がない場合
（8）  本保証書の販売者・お買い上げ年月日の記入が無く、購入

の証明となるもの（領収書、納品書等）の提示が無い場合

Light & Speaker ( ブラック )
商品コード：5914C002
JAN コード：4528472110592

スピーカー部
スピーカー：Φ 50mm フルレンジ（インピーダンス　4 Ω）
エンクロージャー：パッシブラジエーター方式

アンプ部
最大出力：10W

Bluetooth 部
通信形式：Bluetooth 標準規格 Ver5.0
最大通信距離：見通し距離約 10 m
使用周波数帯域：2.4GHz 帯（2.402GHz ～ 2.480GHz）
変調方式：GFSK
対応プロファイル：A2DP
伝送帯域：20Hz ～ 20,000Hz (44.1kHz サンプリング時 )
対応コーデック：SBC

* 通信距離は、使用環境により異なります。
* 有線接続での音声入力はできません。

ライト部
光源：LED
LED 寿命：30,000 時間
光色：2 色（暖色 / 白色）
色温度：3,450K / 6,450K
明るさ：3 段階 ( 弱 / 中 / 強 )

明るさ設定 弱 中 強
全光束 約 25 lm 約 200 lm 約 300 lm

 * 上記の全光束の値は電源接続時の明るさです。

電源部・充電式電池部
入力：USB Type-C
電源： DC5V ± 10%、内蔵充電式電池  

（リチウムイオン充電池：2,600 mAh）
消費電力：5.5W*( ライト点灯、音楽再生併用時 )
内蔵充電式電池の持続時間：
 ライト点灯（強）時・・・約 8 時間 *
 音楽再生時・・・約 5 時間 *
 ライト点灯、音楽再生併用時・・・約 3 時間 *
充電時間：3 時間 *
充電温度範囲：5 ～ 35℃
充放電寿命：300 回以上
USB 充電の環境： 出力 5V,2A の法令 (PSE) に準拠した USB 対

応アダプター

* 周囲の温度や使用状況により、上記の値と異なることがあります。

大きさ・重さ
大きさ：約 122 （台座直径） × 310 （高さ） mm
重さ：約 1.6 kg

使用温度範囲
5℃～ 35℃

製品に関するお問い合わせ

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
Canon Marketing Japan Inc.
〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6
URL： https://canon.jp/support/contact/

otherproduct/inquiry

 指示
• 本製品は、日本国内専用です。

海外では国によって電波使用制限があるため、本製品を使用
した場合、罰せられることがあります。

• 持ち運ぶときは、製品底面に手を添え、ライト部を支えるよ
うに両手で持ってください。

アーム部を持って移動しないでください。落下による怪我や
破損、家財に損害を与えるおそれがあります。

Bluetooth 通信について

スピーカーは、Bluetooth 無線技術を使用した通信時のセキュ
リティとして、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機
能に対応しておりますが、設定内容によってはセキュリティが
十分でない場合があります。Bluetooth 無線通信を行う際はご
注意ください。

廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理をする
ようお願いいたします。詳しくは各自治体にお問合せください。

充電式電池について

本製品ではリチウムイオン充電池を使用しております。

 注意
• 日本国内での充電式電池の廃棄について

本製品に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。
使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池のリサ
イクル協力店については、本製品をご購入いただいた販売店
または一般社団法人 JBRC までお問い合わせください。
一般社団法人　JBRC　ホームページ　
http://www.jbrc.com/

商標について

• Bluetooth® ワ ー ド マ ー ク は 登 録 商 標 で あ り、Bluetooth 
SIG, Inc. が所有権を有します。キヤノン電子株式会社は使用
許諾の下でこれらのマークを使用しています。

仕様

Light & Speaker ( シルバー )
商品コード：5914C001
JAN コード：4528472110585
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