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Brand : ECOXGEAR 
Model : GDI-EXBLD800...820

110 V~ – 230V~ 50 Hz/60Hz 50W
Batería: 12 V --- 7 Ah
Salida USB: 5 V --- 2,1 A

For interior use
Country of origin : CHINA



安全に関する情報

安全上の注意

AVIS

感電の危険を減らすため、カバー（または背面）を取り外さないでください。
内部にはユーザーが修理できる部品がありません。メーカーサポートにサー
ビスを依頼してください。

「危険な電圧」が存在することをユーザー
に警告することを目的としています。

機器に添付されている資料に重要な操作
および保守の指示があることをユーザー
に警告することを目的としています。

本製品を使用する前に、すべての安全および操作指示をお読みください。
本製品および取扱説明書は、保管する必要があります。
本製品および取扱説明書のすべての警告を遵守する必要があります。
すべての操作および使用の指示に従ってください。
本製品は、AC電源の接続を外し、ACケーブル端子部の防水キャップを閉めた後、屋外で使用でき
ます。充電中は屋外で使用しないでください。本製品は水や湿気の近くで使用しないでください。
例えば、湿った地下室やプールの近くなどで使用しないでください。
乾いた布でのみ掃除してください。
換気口を塞がないでください。製造元の指示に従って設置してください。
ラジエーター、ヒート・レジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の機器（アンプを含む）な
どの熱源の近くには設置しないでください。
メーカーが指定した付属品/アクセサリーのみを使用してください。

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

本製品を本棚などの通気性の悪い場所に設置しないでください。換気の良い状態にしてくださ
い。換気口は、新聞、テーブルクロス、カーテンなどの物品で通気口を覆うことによって妨げられ
ないようにご注意ください。
電源コードを踏んだり、特にプラグ、コンセント、およびそれらが装置から出る箇所に挟まれない
ようにしてください。
雷雨の時や、また長期間使用しないときは、本製品のプラグを抜いてください。

11.

12.

13.

電源コードやプラグが破損したり、液体がこぼれたり、物が落下したり、本製品が雨や湿気にさら
されたり、正常に動作しないなど、本製品が何らかの損傷を受けた場合には修理が必要です。
メーカーサポートにサービスを依頼してください。
換気が十分であるように、ディスプレイの全周に5cm以上の距離を置いてください。
点灯したろうそくのような熱源を本製品に設置しないでください。

14.

15.
16.

メーカーが指定するカート、スタンド、三脚、ブラケット、テーブル
のみを使用してください。
カートまたはラックを使用する場合は、転倒によるけがをしない
ように注意してください。

10.

評価ラベル
製品の定格ラベルは、背面上部にあります。

警告：



Models: GDI-EXBLD800...820

- レイアウト -

接続ポート

チャージ（充電）ポート

コントロールパネル
持ち運び用
ハンドル 防水コンパートメント

引き伸ばし
ハンドル

キャスター

FRONT BACK

EcoBoulder+ Layout



Connect + Power
In/Out Connections

LEFT SIDE

Power

本体や手が濡れている場合は操作しないでください。

電源ケーブルジャックが濡れている場合は、
コンセントに接続しないでください。
注意：120V AC電源入力。濡れた場合、感電やけがの原因となります。

付属の電源ケーブルを挿入して、本製品を充電します。

マイク端子：
マイク、ギターなど楽器を入力することができます。 
ポートは6.35mm（1/4インチ）です。

注意：
最初に使用する前に完全に充電してください。
長期間使用しない場合は、バッテリーを充電して保管してください。

AUX（AUX1）端子：
CDプレーヤー、MP3プレーヤーなどを接続するための入力端子です。

USB充電端子：
充電ケーブルをここに接続してディバイスを充電します。
USB充電は、本製品の電源がオンの時のみ機能します。
USBポートは最大2.1Aです。

- 入出力接続 -

- 電源接続 -

AC電源に接続すると　アイコンが点灯します。電源ケーブルが接続されているときは、バッテリー
ランプの点滅によってバッテリーが充電中であることが示されます。完全に充電されると、すべての
電池ランプが点滅せずに点灯します。
バッテリーを空から完全に充電するには、約10時間かかることがあります。

USB充電端子
AUX 1 端子

- 入出力接続 -

- 電源接続 -

電源ケーブル端子

マイク端子



Important: Maintaining Waterproofness

Waterproof Caps

RIGHT SIDE

収納ポーチ

ボトルオープナー

- 重要：耐水性の維持 -

- 防水キャップ -

正しく閉じるには、キャップの矢印の点がロックされた記
号　と合うように、キャップを時計回りに回します。

開くには、キャップの矢印ポイントがロックされていない
記号 　と並ぶようにキャップを反時計回りに回し、キャッ
プのタブを引いて開きます。

・右側の収納ポーチは防水仕様ではありません。
・収納ポーチはマジックテープで取り付けられてい     
るので、取り外して運ぶことができます。

防水キャップを完全に締めてください。
キャップが正しく閉じられていない場合、故障の原因になります。

Lock

Unlock



電源ボタン：本製品をオンまたはオフにします。

Bluetoothボタン：Bluetoothモードのときに、BluetoothアイコンがLEDスクリーン上で点滅し

ていない場合は、このボタンを押してペアリングモードにします。 あなたのデバイスがペアになっ

ている場合（LED画面のソリッドアイコン）、ボタンを押して切断します。 このボタンを5秒間押し

続けると、すべてのペアリングレコードが消去されます。

ソースボタン：このボタンを押すと、Bluetooth、FM、AM、AUX1 モードが切り替わります。

一時停止：Bluetooth対応デバイスに接続し再生された状態でトラックを一時停止します。

トラックボタン：Bluetooth対応デバイスに接続し再生/一時停止の状態で前のトラック/次のトラ

ックに移動します。

マイク音量コントロール：マイク音量を調整するときに押します。 押し続けると音量が連続的に調

整されます（音量は0～30）。

EcoConnectボタン：2台目の本製品を購入した場合は、両方のスピーカーでこのボタンを押す

と、2台がリンクしてステレオで再生します。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

マスターボリュームコントロール：スピーカーのメインミックスボリュームを調整するときに押しま

す。押し続けると音量が連続的に調整されます（音量は0～30）。

バックライトボタン：ボタンバックライトのオン/オフを切り替えます。

選局ボタン：これらのボタンを押してラジオ局を選局します。 「シーク」（次の利用可能な周波数

にジャンプ）するには、　 又は　 ボタンを数秒間押し続けて周波数を探します。

EcoTalk：SiriとOK Google を使用することができます。

AM/FMプリセット及びイコライザー：お気に入りのラジオ局を最大5つまで保存し、プリセットさ

れたラジオ局に素早くチューニングします。プリセットボタン（P1～P5）を押し続けて、現在再生し

ている放送局をそのプリセット番号に割り当てます。

LED画面が2回点滅し、設定されていることを示します。

保存したプリセットを使用するには、プリセットボタン（P1～P5）を押して、以前に保存した周波

数に移動します。EQボタンを押して、低音と高音のコントロールを行えます。EQボタンを3秒間押

して、プリセットEQモードを有効にします。

LEDスクリーン：

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Display + Controls

TOP

 

 
 

ディスプレイ + コントロール

カップホルダー デバイス用スタンド
快適な角度でスマートフォン、
タブレットを保持します

バッテリーレベルを表示。

バッテリー残量が20%未満に
なると、バーが点滅します。

バッテリーが非常に少ない
ことを表示。

充電中であることを表示。

FMモード

AMモード

AUX1モード

2台の本製品が
接続されています。

ペアリングモードでは、アイコンが
点滅します。 接続が成功すると、
アイコンは点灯します。

Bluetoothモード

スピーカー音量レベルを表示
（0～30）

マイクの音量を表示（0～30）

FM周波数を表示。

AM周波数を表示。

12

11 10 89

13 3 2

54

7 6
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Bluetooth対応デバイスのBluetooth設定をオンにします。
本製品の電源を入れます。 “Speaker on, ready to connect”と音声が聞こえます。 
すでに電源が入っていてBluetoothモードでない場合は、BluetoothモードになるまでSOURCE
を押しBluetoothモードにしてください。（LEDのBluetoothアイコンが点滅していない場合は、
　ボタンを押してデバイスのペアリングを開始してください）。
　ボタンを5秒程長押しして、ペアリングモードにします。（ディスプレイの　マークが点滅しペア
リングモードになります。）
Bluetooth対応デバイスの設定画面に移動し、ECOXGEARを見つけて接続します。接続が成功す
ると、Bluetoothアイコンが点灯し、“Connection successful”と音声が聞こえます。 

1.
2.

3.

4.

　　　　　　を押して、スピーカーの音量を調節します。
　　　　　　を長押して、スピーカーの音量を連続的に調整します（音量は0～30）。
a. 　を押すと、1つ音量レベルが上がります。 　を長押しすると、最大音量に達するまで音量を
　 上げ続けます。

b. 　を押すと、1つ音量レベルが下がります。 　を長押しすると、最小音量に達するまで音量を
　 下げ続けます。

1.

2.

　　　　   を押して、マイクの音量を調節します。
　　　　   を長押して、マイクの音量を連続的に調整します（音量は0～30）。
a. 　を押すと、1つ音量レベルが上がります。 　を長押しすると、最大音量に達するまで音量を上
げ続けます。

b。 　を押すと、1つ音量レベルが下がります。 　を長押しすると、最小音量に達するまで音量を下
げ続けます。

1.

2.

本製品をBluetooth対応デバイスに接続し再生してください。

コントロールパネルの　　を押すと一時停止します。

再生された状態で　　を押すと、前のトラックになります。 　　を押すと次のトラックになります。
　　　　　　を押して、音量を調節します。

電源オン：電源オフモードで、　 を押して電源を入れます。
“Speaker On, Ready to Connect” と音声が聞こえます。

電源オフ：電源を切るには、　 を押します。

ペアリングが5分以内に完了しない場合、本製品はペアリングモードを終了します。
ペアリングの手順をもう一度繰り返す必要があります。
接続が成功した後、本製品をオフにして再度オンにすると、最後に接続されたデバイスに
自動的に再接続されます。また“Speaker on, ready to connect”、“Connection success-
ful” と音声が聞こえます。 
　を5秒間押し続けると、すべてのペアリングレコードが消去されます。

・

・

・

- 音量調節 -

- リスニング（AM/FM） -

- AM/FMの調節 -

Operations

Power On/Off

Pairing a Bluetooth Device
 
 

注意:

この機能を使用する前に、Bluetooth対応デバイスと本製品をペアリングをしてください。

音楽を聴いているときに電話を受けると、音楽は自動的に一時停止します。

Bluetooth対応デバイスから音量を制御し、音楽操作を再生/一時停止することができます。

・

・

・

注意:

 

  

 

Adjust the Master Volume

- ソースボタン -Source Button

- 音楽を再生する（Bluetooth） -Play Music (Bluetooth Mode)

- 操作方法 -

- 電源 オン/オフ -

- Bluetoothペアリング設定 -
（ディバイス初期登録）

SOURCEを押して、以下のモードを選択できます。
Bluetooth、FM、AM、AUX1。

- マイク音量調節 -Adjust the Microphone Volume
 

Listening (AM/FM Mode)

AM/FM Presets

SOURCEを押してFMまたはAMに切り替えます。  　　を押すと、ラジオ周波数がチューニングされ

ます。 「シーク」（次に利用可能な周波数にジャンプ）するには、　 又は　 ボタンを数秒間押し続けて

周波数を探します。

　　　　　　を押して、スピーカーの音量を調節します。

お気に入りのラジオ局を保存して、すばやく選局します。AM局は5ポジション、FM局は5ポジションで

す。保存したい放送局を聞きながらプリセットボタン（   ）を押して、現在の放送局をそのプリセット番号

に割り当てます。 LED画面が2回点滅し、設定されていることを示します。保存したプリセットを聞きた

い場合は、プリセットボタン（    ）を押して、保存しているラジオ局に移動します。12

12
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EcoTalk機能を使用する前に、ご使用のデバイスがBluetooth経由でEcoBoulder+に接続さ
れている必要があります。
全てのデバイスに音声認識機能が搭載されているわけではありません。

・
　
・

注意:

スピーカーの電源を切っても、EQモードは自動的に保存されます。
初期設定に戻すには、　 と　　　  の両方を5秒間押し続けます。
・
・

EcoConnect - Wireless Stereo 
Connection of Two Speakers
- EcoConnect - 2台のスピーカーでワイヤレスステレオ接続 -

- エコトーク -Eco Talk
Bluetoothに接続した状態で　ボタンを押すとデバイス上の音声認識機能が起動します。

（Siri / OK,Google など）デバイスに触れることなく、スピーカーに話しかけるだけで、音声認識機能

を使用できます。

- イコライザー -Equalization 
EcoBoulder+は、デフォルトのオーディオ設定をプログラムしていますが、お好みに合わせてオー

ディオ出力を調整できるイコライザーも内蔵しています。

Bassコントロールを有効するには、　　　EQボタンを1回押してください。

　　 ボタンを使用して低音と高音を減少/増加させます。低音・高音のレベルは -4～4 の範囲です。

プリセットEQモードを有効にするには、　　　 ボタンを３秒間押し続けます。　　 ボタンを使用し

て、ノーマル / ジャズ / ロック / クラシック / ポップ の5つのモードを繰り返します。

6秒間使用しないと、自動的にEQ入力画面を終了します。

モードを変更するには、　　　 ボタンをもう一度押す必要があります。

2つのEcoBoulder+スピーカーを持ち、ステレオサウンド用にワイヤレスでペアリングする場合は、
最初に「Bluetoothペア設定」の手順に従って、1つのEcoBoulderスピーカーをBluetoothデバイス
に接続します。 このEcoBoulderスピーカーの電源を入れ、お使いの機器に接続したままにしておい
てください。

次に、2番目のEcoBoulderスピーカーをオンにします。2台目のスピーカーの電源が入ったら
（Bluetoothライトが点滅します）、EcoBoulderの両方のスピーカーのEcoConnectボタン　　を押し
ます。 スピーカーがワイヤレスで接続されるまで数秒待ちます。 
どちらのスピーカーも“Connection successful”を通知し、接続が完了すると両方のユニットのLED
画面にEcoConnectアイコンが点灯します。

2つのEcoBoulderスピーカーがEcoConnect経由で接続されると、デバイスから音楽を再生し始め
ます。 両方の接続されたEcoBoulderユニットがあなたのデバイスの音楽を再生します。

EcoConnectデフォルトでは、スピーカーはステレオモードで再生されます。どのスピーカーを左右ど
ちらに変更するか、各スピーカーをモノラルモードで再生する場合は、　　を長押しすることができ
ます。 　　を押すごとに、スピーカーは右/左から左/右/モノラルに変わります。

2つのEcoBoulderスピーカー間のEcoConnect接続は、スピーカーの電源を切った後で自動的に再
接続されません。スピーカー間のEcoConnectを再接続するには、電源を切った後、上記の手順に
従ってください。

Normal：
全体のパフォーマンスを最適に
するためのデフォルト設定。

Jazz：
主に高音域を高めます。

Rock：
音量を上げます。 一部の曲に歪みが
生じることがあります。

Classical：
低音のパフォーマンスを向上
させます。

Pop：
中音域と高音域の両方が増加します。

プリセットEQモード

EQモード

注意:

高音域 最小レベル -4

高音域 最大レベル  4

低音域 最小レベル -4

低音域 最大レベル  4



- トラブルシューティング - - 仕様 -

- 寸法 -

接続している機器や楽器の音量を下げてみてください。
また、本製品の全体的な音量を減らしてください。

お使いのデバイスがBluetoothと互換性があることを確認してくだ
さい。 本製品とBluetooth対応デバイスの電源を切り、
電源を入れて再接続します。 本製品でBluetoothモードが選択され
ていることを確認してください。

これはおそらくハウリングです。
マイクをスピーカーから離してください。

AM / FM受信を調整するには、製品全体を移動します。
FM受信を改善するには、USB端子を使用しないでください。

デバイス側から音量を下げてください。

USB端子は、USBデバイスを充電するためのポートです。

本製品の底部にある穴は、過剰な水の流出がスピーカーから排出
されるように設計されています。
この区域からの排水は正常で安全です。

本製品の音量を上げたり、Bluetooth対応デバイスの音量を上げて
も機能しない場合は、本製品が省電力モードになっている可能性
があります。

音が歪んでいる

Bluetooth対応デバイスと
ペアリング設定ができない

マイクを使用しているときに
高い笛の音がする

AM/FM受信が不十分な場合

音楽ボリュームでマイクを
聞くことができない場合

USBドライブからの
音楽データを再生できない

ユニットの底から排水

音量レベルが低い

Troubleshooting Specifications
Dimensions

15.5 in / 393 mm
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11.3 in / 287 mm

Q. A.

通信方式
Bluetooth 4.1

使用周波数帯域
2.402～2.480GHz

変調方式
GFSK、π/ 4-DQPSK、8DPSK

通信距離
最大30m

ツイーター
3インチ（76.2mm）ツイーター

パッシブウーファー
8 インチ（203.2mm）ウーファー

ウーファー
8インチ（203.2mm）
フルレンジウーファー

最大出力
100W

バッテリー
7000mAh SLA

USB出力
5V、2.1A

電源
入力電圧：110-230V～50/60Hz

EcoConnect
TrueWirelessステレオ（TWS）

EcoConnectの範囲
約9m　左右のスピーカー

互換性
携帯電話/端末サポート
Bluetooth1.1（以上）

無線周波数範囲
AM 531～1602kHz、
FM 76.0～90.0MHz

ヒューズ
ガラス管（スローブロー）
Ø5.2×20mm　250V、1A

保管時環境条件（温度）
-40°F～122°F / -40℃～50℃

動作環境条件（温度）
23°F～95°F / -5℃～35℃

防水/塵埃の評価
IP67

連続再生時間
最大50時間

充電時間
約10時間



FCC：

RF警告ステートメント：

ICステートメント：

製品の使用および保護：

本製品は、FCC規則第15部に準拠しています。操作には次の2つの条件があります。

この本製品は、Industry Canadaの免除RSS標準に準拠しています。操作には次の2つの条件があります。

すべての指示を読み、指示に従ってください。意図したとおりに使用してください。

安全に関する注意と警告：

安全性：

すべての指示を読み、指示に従ってください。意図したとおりに使用してください。

警告：

注意：

本製品はテストされ、FCC規則15部に準拠したクラスBデジタル装置の制限に準拠しています。これらの制限は、居住用の設置で有害
な干渉から適切な保護を提供するように設計されています。本製品は、無線周波エネルギーを生成、使用、放射する可能性があり、指示
に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境で干渉が発
生しないという保証はありません。本製品がラジオやテレビの受信に有害な干渉を引き起こした場合（機器の電源を切ってからオン
にすることで判断できます）、次のいずれかの方法で干渉を修正することをお勧めします。受信アンテナの向きを変えたり、機器と受信
機の間隔を広げ、受信機が接続されているコンセントとは別のコンセントに機器を接続し、販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技
術者に相談してください。

本製品は、一般的なRFガイドラインを満たすように評価されています。本製品は、携帯用の露出条件に制限なく使用できます。

①この本製品は干渉を引き起こさないかもしれません。
②この本製品は、デバイスの望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、あらゆる干渉を受け入れる必要があります。

①本製品は有害な干渉を引き起こさないこと。
②本製品は、望ましくない動作の原因となる干渉を含め、受信した干渉を受け入れなくてはなりません。

あなたは常に

1.本製品は、音楽や騒音の規則や規制に従って使用してください。
2.湿気や水環境下では、各部品の水分による損傷を避けるため、使用前と使用後にECOXGEARを適切に密閉してください。塩水/
空気は特に腐食性があります。塩水環境ではガスケットが密閉されていること、および使用後に本製品を水ですすぐようにしてく
ださい。
3.本製品を適切に清掃し、ガスケットに砂、埃、水が入らないようにして、保管または取り外しを行ってください。
4.内部に長期的な内部湿気による損傷を避けるために、すべてのキャップを適切に密閉して保管してください。
5.本製品を充電する前に、完全に乾かしてください。
6.本製品に水の浸入が疑われる場合、または本製品が水によって損傷を受けた場合は、本製品をGrace Digital社もしくは販売店
に戻してください。

あなたは決して

1.水が入ったと思われる場合は、絶対に本製品を充電しないでください。内部に水分がある状態だと、火災や火花の原因となります。
2.本製品を落としたり、スピーカー、ハウジング、ガスケットの完全性を損なう可能性のある硬い表面に投げ込んだりしないでくだ
さい。本製品に重大な衝撃が生じた場合、本製品をGrace Digital社、もしくは販売店に戻してください。
3.水環境で補助ドアを開けないでください。危険であり、火災や火花の原因となる可能性があり、水が本製品に浸入する原因とな
ります。
4.水環境にあるときは、デバイスを補助入力端子に接続しないでください。補助端子は、乾燥した環境でのみ使用してください。
5.本製品の修理を絶対にしないでください。Grace Digital社、もしくは販売店に送り返してください。

ケア、メンテナンス＆予防策：
1.キャップが正しく閉まっているときのみ、防水構造になっています。
2.キャップを正しく閉めてから使用してください。キャップやドアがきちんと閉じられていない状態で装置を水中に置くと、水が装
置に入り、保証が無効になることがあります。
3.キャップまたはドアを開く前に、完全に乾燥させてください。濡れた環境や濡れた環境では、キャップやドアを開けないでくださ
い。
4.濡れた環境や湿った環境では、本製品の表面に無理な力を加えないでください。
5.高温の場所での使用や保管は避けてください。
6.紫外線照射（UV日光）や強い磁場への長時間の放置をしないでください。
7.キャップのラバーシールを定期的に点検し、早期摩耗を確認します。
8.柔らかい濡れた布でゴムを定期的に清掃し、ゴムシールリングに汚れ、髪の毛、砂などが入らないようにしてください。油性の溶
剤や薬品を  使用しないでください。
9.塩水やプールで使用した後、水道水で本製品を洗い流します。
10.ACコードをACコンセントに接続して、内蔵充電式バッテリーを充電します。
11.バッテリーの充電残量が残量少なくなってると、ノイズや音量の歪みが発生することがあります。
12.内蔵バッテリーを取り外さないでください。グリルカバーを取り外さないでください。

保証：
購入日から1年間、製造上および/または材料上の欠陥をカバーする1年間の限定保証が適用されます。この保証は、製造された目
的以外の目的で虐待、放置、変更、または使用された製品には適用されません。推奨されるケアの詳細については、上記のケアお
よびメンテナンスの説明書を参照してください。保証は、正規の販売店から製品を購入した元の所有者にのみ有効です。転送は保
証の保護の対象にはなりません。 Grace Digitalは、在庫切れの製品または廃止された製品を同等の製品に置き換える権利を留保
します。廃止された製品は、保証の交換のために利用できない場合があります。
いかなるコンテンツも、限定された製造業者の保証の対象ではありません。保証期間は、製造業者の裁量により通知なしに改訂さ
れる場合があります。追加の製品および保証情報については、www.ecoxgear.comをご覧ください。

本製品は、屋内または屋外で、また陸上や水域で使用するためのものです。本製品はIP67の防水規格に準拠しています。本製品は約1mの
水中に30分間水没させることができます。しかし、本製品は一定の水中での使用を意図したものではありません。
キャップ（蓋）がきれいで、砂や残骸がなく、正しく取り付けられていることを常に確認してください。ラバーシール、ガスケット、カバー/キャ
ップがすべて装着されている場合のみ、本製品はIP67の定格に適合します。水没後に音が聞こえない場合は、静かに振動させて余分な
水を取り除いてください。本製品を塩水にさらされた使用後は、清潔な水で完全に洗い流してください。
電源ケーブルおよびキャップが不適切に取り付けられた場合の本製品は、防水構造ではありません。
火災や感電を防ぐために、本製品が濡れているか、水で濡れていると思われる場合は、充電しないでください。

修理のために開けないでください。資格のある技術者によって、修理作業を行う必要があります。
ユニットが濡れている間は充電しないでください。タオルを乾燥させ、充電コネクタを差し込む前にすべての接続端子が乾いて
いることを確認してください。本製品が損傷し、保証が無効になることがあります。
本製品には、プロポジション65（www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html）に記載されている化学物質が含まれ
ている場合があります。
バッテリを正しく交換しないと爆発の危険があります。
本製品は主電源コードを外した状態で使用することができます。
埋立地に廃棄しないでください。 Grace Digital社（www.gracesupport.com）または認定リサイクル業者に連絡して廃棄してく
ださい。

遵守の責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更や改造は、機器の使用権限を失うことがあります。

FCCのRFガイドラインに準拠するために、本製品はラジエータから体までの最短距離で設置および操作する必要があります。
付属のアンテナのみを使用してください。 FCC ID：2AAUI-GDIEXBM901 '

本製品は寿命が限られており、明らかな摩耗の兆候が見られる場合には交換する必要があります。
本製品の元の部品を改造したり、取り外したりしないでください。水が浸入する恐れがあります。火災や感電の危険があるため、水が入ら
ないようにしてください。
本製品を使用する際は、十分注意してください。音量は、使用環境に合ったものでなければならず、地方条例を遵守してください。

注意：
注意：

警告：

警告：
警告：
注意：

EcoBoulder by ECOXGEAR, a division of Grace Digital Inc., San Diego, California. 
Designed in California. Made in China.

Patents Pending.

株式会社ユニーク
〒277-0005
千葉県柏市柏6-4-24 柏ビルディング4B
T E L : 04-7166-5778(平日 10:00～17:00)
FA X : 04-7128-6557
Email：support@uniqstyle.co.jp

○本製品はご購入日より１年間保証。
　このユーザーマニュアルはご購入店舗のレシートと一緒に大切に保管してください。

○本製品ならびに本書に改善が必要となった場合、予告無く変更する場合があります。
　予め、ご了承お願い致します。

本製品に関するお問い合わせ


