各部機能

使用上の注意
再生 / 停止

目：LED ライト

シンゴ
デス！

短く押す：曲送り
長押し：音量 +

短く押す：曲戻し
長押し：音量 -

スイッチ
3 秒間長押し：電源オン / オフ
短く押す：ダンス開始 / 停止

背面：スピーカー

踊るロボットスピーカー

充電用 USB-C ポート

取扱説明書および保証書

micro SD カードスロット

● 本製品には小さなパーツがあります。
乳幼児や小さなお子様の手の届かないところでお使いください。
● 防水ではありません。
水をかけたり、
湿度の高すぎる環境での使用はおやめください。
● 火や熱源の近くでは使用しないでください。
● 高いところから落とさないでください。
● 本製品が動くのに十分なスペースのある平らな場所でお使いください。
● バッテリーを内蔵しています。
分解・改造はおやめください。
● 本製品の動作中にジョイント部を無理に動かさないでください。
変形や破損のおそれがあります。
● 充電中は使用せず、
電源をオフにしてください。
● 何か異変に気づいた場合はすぐに使用を中止してください。

Bluetooth 接続

・お使いになる前に、
本製品を充電してください。

1. 本製品の電源をオンにしてください。

・バッテリー残量が少なくなると、
目が赤く点滅し "Low Power" とアナウンスします。
※

・同梱の USB-C ケーブルを介してアダプタと接続し充電してください 。
・充電中は本製品の目が赤く点灯し、満充電になると消灯します。
・何か異変があった場合はすぐに使用を中止しカスタマーセンターまでご連絡
ください。

接続時の注意

micro SD カードの音楽を再生する

3. XINGOの電源をオンにすると、
自動的に micro SD カードの音楽が再生されます。

異常を感じた場合は使用を中止し、
カスタマーセンターまでご連絡ください。

4. Bluetooth での音楽再生中に micro SD カードを差し込むと、

※ 音楽のボリュームが３０％以下になると XINGO は踊りません。
XINGO 本体

充電用 USB-C ケーブル

・もしもアプリの動作や Bluetooth 接続がうまくいかない場合は本体の電源を
オフにし、
一度デバイスの Bluetooth 情報から "XINGO" を削除してもう一度
設定しなおしてください。

充電中、使用時、保管時等に発熱したり、異臭を発する・変色・変形・その他

カスタマーセンター：support@roa-international.com

目がグリーンに点灯します。
4. 接続が切れた場合は "Oh No〜" と声を発し、
目は白く点滅します。
踊りだします。

2. 音楽ファイルの入った micro SD カードを挿入します。

※ 本製品のバッテリーはリチウムイオン電池を使用しています。
廃棄する際は各自治体の区分に従って処分してください。

3. 接続が成功すると XINGO は "Oh Yeah, Oh Yeah" と声を発し、

※ "XINGO" を正しく選択してください。"XINGO̲ble" を選択すると正常に操作ができません

※ 急速充電を行うためには 5V/2A のアダプタをお使いください。

取り外します（カバーをなくさないようご 注 意ください）
。

バッテリーに関するご注意

・他のデバイスを接続する場合は、前に使用したデバイスの Bluetooth 接続を
切ってください。
・Bluetooth 設定画面に "XINGO̲ble" が接続時に自動で表示されます。

micro SD カード内の音楽が再生されます。
この状態で micro SD カードを取り外すと、再び Bluetooth での音楽が再生されます。
5. micro SD カード内の音楽再生中に Bluetooth に接続すると、
Bluetooth で接続されたデバイスの音楽が再生されます。
※ XINGO にデバイスが Bluetooth 接続されている場合は、まずデバイスの接続を解除してください。
※ 対応するファイル形式は MP3, WAV, APE, FLAC です。

こちらは選択しないでください。
・電源がオンの状態で使用せずにおくと、
XINGO は 60 秒ごとにダンスします。
そのまま 10 分経つと自動で電源がオフになります。
※アプリ接続後は自動パワーオフは適用されません。

取扱説明書および保証書
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モード 1 : リモートコントロール

02

03

04

保証書

モード 2 : カスタマイズ
製品名
6. ページ下部に表示される動作をタップして動作の削除、
変更が
可能です。

踊るロボットスピーカー XINGO (シンゴ)

購入店舗
お名前

M
A
ご住所

バッテリー：リチウムポリマーバッテリー

モデル名 : OP-DRBTSPK-WH

3.7V/1,800mAh

サイズ：84×112×178mm
重量：約 326g

充電時間：約 2.5 時間
（急速充電時）

スピーカー：3Ω/5W

再生時間：ダンス時 - 約 1.5 時間

※

音楽再生のみ - 約 4 時間

入力：USB-C, 5V/2A
Bluetooth バージョン：4.2

下記の QR コードからもアクセス可能です。

操作方法
ランダムに手を振って踊ります。

足の動作

ランダムに足を動かして踊ります。

手＆足の動作
※ XINGO とデバイスが接続されないとアプリが正しく表示されません。
3. アプリでは
「リモートコントロール」と「カスタマイズ」の 2 つのモードを楽しめます。
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ライト
スピード

※ 音量 70% 再生時。環境により増減します。
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営業時間

株式会社ロア・インターナショナル
https://www.roa-international.com

※ 保証書の購入年月日、購入店舗、
お客様情報（お名前、
ご住所）
が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・
保証書を紛失された場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。
※ 使用上の誤り、
または改造、不当な修理による故障は対象外になります。
※ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障は対象外になります。
※ 注意・警告事項に該当する操作、
使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。

平日 AM9:00 〜 PM6:00（土日祝日休み）

※ メールでのお問い合わせは随時受付しておりますが、
返信につきましては営業時間内での対応とさせていただいております。
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ご購入日から1年間

■免責事項

Made in China

XINGO の踊るスピードを調整できます。

ー

※ 製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。

販売元：株式会社ロア・インターナショナル
カスタマーセンター： support@roa-international.com

XINGO の目の色を変更することができます。

ー

ブランド：OPUS ONE Inc.
製造元：SHENZHEN E.PLUS INDMSERY CO.,LTD

手と足の動きを組み合わせて踊ります。

販売元

連絡先

ー

※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
※ 製品の故障が発生した場合は、
カスタマーセンターにご連絡ください。
※ 修理後の保証期間は、交換対応させていただいた場合も含め、元の保証期間の残存期間を適用します。

製品名：踊るロボットスピーカー XINGO ( シンゴ )

設定します。

S

保証期間

〒

動作可能範囲：10m( 障害物のない場合 )

※iOS の場合、デバイスのライブラリから音楽を使用することはできません。

手の動作

E
L
P

購入年月日

お客様情報

1. Google Play / App Store で "XINGO" を検索してください。

※

2. Bluetooth 設定から "XINGO" を選択し接続してください。

5. お使いのデバイスで音楽を再生すると、
XINGO がサウンドを解析し

※ 充電用アダプタは同梱されません。別途ご用意ください。

1. ドライバーを用いて、USB-C ポートの隣にあるプラスチック製のカバーを

構成品

お使いになる前に本書をよく読み、
正しく使用してください。

アプリの使用

本製品の充電
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※ 初期不良でない故障や損失、
紛失に関しては保証対象外となります。
※ 海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品については、製品保証外となります。
※ 商品の色合いや仕様、商品パッケージは予告なく変更される場合があります。

カスタマーセンター：support@roa-international.com
メールでのお問い合わせについては随時受付しておりますが、
確認・返信については営業時間内での対応とさせていただきます。

営業時間 平日 AM9:00 〜 PM6:00（土日祝日休み）

