取扱説明書
このたびは、VOXウクレレ“エレウク”をお買い上げい
ただきまして、まことにありがとうございます。本製品
を末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお
読みになって、正しい方法でご使用ください。

電池の交換について

取り扱い方法

電源LEDが暗くなったら、電池を交換してく
ださい。

ウクレレは、湿気や温度変化の影響を受けや
すくなっています。ウクレレの取り扱い時は、
下記に注意してください。

注意：電池が少なくなると、ノイズが出るこ
とがあります。
注意：使えなくなった電池は、すぐに取り出
してください。そのままにしておくと、
故障の原因（電池の液もれ等）となりま
す。また、長時間使用しない場合も、
電池を取り外してください。
電池は アルカリ乾電池（ 6LR61）をご使用下
さい。

電池の交換方法

各部の名称

チューニングについて
一般的には、ウクレレの弦を下記のよう
にチューニングします。

Cチューニング
（標準のチューニング）

音量ノブ
内蔵スピーカーや出力端子からの音量を調整します。
電源 LED
電源がオンのときに点灯します。
電源スイッチ
電源をオンにするときは接続する機器
の電源をオフにしてください。
出力端子
アンプ等に接続する出力端子です。
電源がオンのときに音が出力されます。出力端子にケーブルを
接続すると、内蔵スピーカーからは音が出なくなります。
接続するときは各機器の電源をオフにしてください。

ウクレレは湿度に対して非常にデリケートな
楽器です。
45％を下回るような乾いた環境では、木の垂
直部が収縮するため、弦がフレットに近すぎ
てビビリが生じる、木が縮む、フレットが突
き出す、フィンガー・ボードが割れる、といっ
た症状が現れることがあります。

注意：付属の電池は動作確認用のため、通常
よりも寿命が短い場合があります。

70％を超えるような湿気が多い環境では、木
が膨張するため、弦高が上がる、トップが膨
らむ、ジョイント部がもろくなる、塗装がく
すむ、といった症状が現れることがあります。

1. 本体裏側にある電池ケースのA部を軽く押
し、上へ引き上げてふたを開けます。

温度について

以下の手順で電池を交換します。

A

4弦...G
3弦...C
2弦...E
1弦...A

内蔵スピーカー

湿気について

2. 電 池 容 量 が な く な っ た 電 池 か ら 電 池 ス
ナップを取り外します。
3. 電池スナップに新しい電池を取り付けます。
電池の極性に注意してください。
4. 電池をケース内に収め、ふたを閉めます。

仕様
アンプ出力： 最大1.5W RMS@8Ω
スピーカー： 3インチ

8Ω

電源： 9Vアルカリ乾電池（6LR61）x1本
付属品：動作確認用電池 x 1本、
ソフト・ケース
※ 仕様および外観は、改良のため予告無く変
更することがあります。

極端な温度変化は、ボディやネックに亀裂や
変形などを生じさせることがあり、それらは
音が劣化する原因につながります。ウクレレ
を持って旅行したりするときは、極端なダメー
ジを防ぐために、事前に時間をかけてウクレ
レを現地の気候に合わせることが必要です。

保管の方法

ウクレレを良い状態に保つためには、湿度50
〜60％程度の環境で保管してください。楽
器店で市販されている、湿度計、湿度コント
ロール用のケア製品、乾燥剤で、湿度をコン
トロールすることをお勧めします。詳しい使
用方法については、それぞれの取扱説明書を
よくお読みください。
ウクレレを弾かないときは、それぞれの弦を
1.5音〜2音程度下げてください。弦のテン
ションをそのままにしておくと、ネックが反
る原因となります。

安全上のご注意
火災・感電・人身障害の危険を防止するには
以下の指示を守ってください

警告
この注意事項を無視した取り扱いをすると、
死亡や重傷を負う可能性があります。

・ 次のような場合には、直ちに電源を切る。
○ 異物が内部に入ったとき
○ 製品に異常や故障が生じたとき
修理が必要なときは、コルグ・サービス・セン
ターへ依頼してください。
･ 本製品を分解したり改造したりしない。
･ 修理、部品の交換などで、取扱説明書に書かれ
ている以外のことは絶対にしない。
･ 大音量や不快な程度の音量で長時間使用しない。
大音量で長時間使用すると、難聴になる可能性
があります。万一、聴力低下や耳鳴りを感じた
ら、専門の医師に相談してください。
･ 本製品に異物（燃えやすいもの、硬貨、針金な
ど）を入れない。
･ 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、
暖房機器の近く、発熱する機器の上など）で使用
や保管はしない。
・ 振動の多い場所で使用や保管はしない。
・ ホコリの多い場所で使用や保管はしない。
・ 風呂場、シャワー室で使用や保管はしない。
･ 雨天時の野外のように、湿気の多い場所や水滴
のかかる場所で、使用や保管はしない。
・本製品の上に、花瓶のような液体が入ったもの
を置かない。
・ 本製品に液体をこぼさない。

・ 外装のお手入れは、乾いた柔らかい布を使って
軽く拭く。
・ 長時間使用しないときは、電池の液漏れを防ぐ
ために電池を抜く。
・ 電池は幼児の手の届かないところへ保管する。
・電池を過度の熱源（日光、火など）にさらさない。
･ 本製品を振り回したりするなど、乱暴に取り扱
わない。
お客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れ
があります。
・スイッチやツマミなどに必要以上の力を加えな
い。
本製品が破損する恐れがあります。
･ 不安定な場所に置かない。
本製品が転倒してお客様がけがをしたり、本製
品が破損する恐れがあります。
･ 本製品の上に乗ったり、重いものをのせたりし
ない。
本製品が損傷してお客様がけがをする恐れがあ
ります。
・ 本製品の隙間に指などを入れない。
お客様がけがをしたり、本製品が破損する恐れ
があります。
･ 外装のお手入れに、ベンジンやシンナー系の液
体、コンパウンド質、強燃性のポリッシャーは
使用しない。
・製品の表面を、樹脂製品などに長時間接触させ
たまま保管しない。
色移りや溶解するなどして、外装を損なう場合が
あります。
・ ケースの開閉時は、指や手を挟まないように注
意する。

･ 濡れた手で本製品を使用しない。

注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性
または物理的損害が発生する可能性があります。

･ 弦で指などをけがしないように注意する。
弦が切れて思わぬけがをすることがあります。
特に演奏中は弦に顔を近づけないようにしてく
ださい。
・ケースに入れて運搬する場合は、ケースのファ
スナーが、確実に閉められていることを確認
する。
ケースから本製品が落ちてお客様がけがをした
り、本製品が破損する恐れがあります。

VOX
ウクレレ

保証書

本保証書は、上記の保証規定により無償修理をお約束するものです。

製品名
お買い上げ日
販売店名

年

月

日

保証規定(必ずお読みください)

アフターサービス

本保証書は、保証期間中に本製品を保証するもの
■保証書
で、付属品類
（ヘッドホンなど）は保証の対象になり
本製品には、保証書が添付されています。
ません。保証期間内に本製品が故障した場合は、
お買い求めの際に、販売店が所定事項を記入いたしますので、
保証規定によって無償修理いたします。
「お買い上げ日」、
「販売店」等の記入をご確認ください。記入が
ないものは無効となります。なお、保証書は再発行致しません
1. 本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ケ年
ので、紛失しないように大切に保管してください。
です。
■保証期間
2. 次の修理等は保証期間内であっても有償修理と
お買い上げいただいた日より一年間です。
なります。
■保証期間中の修理
・ 消耗部品
（電池など）の交換。
保証規定に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧く
・ お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
ださい。本製品と共に保証書を必ずご持参の上、修理を依頼し
・ 天災
（火災、浸水等）によって生じた故障。
てください。
・ 故障の原因が本製品以外の他の機器にある場
■保証期間経過後の修理
合。
修理することによって性能が維持できる場合は、お客様のご要
・ 不当な改造、調整、部品交換などにより生じ
望により、有料で修理させていただきます。ただし、補修用性
た故障または損傷。
能部品
（電子回路などのように機能維持のために必要な部品）の
・ 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の
入手が困難な場合は、修理をお受けすることができませんので
場合、または字句が書き替えられている場合。
ご了承ください。また、外装部品
（パネルなど）の修理、交換は、
・ 本保証書の提示がない場合。
類似の代替品を使用することもありますので、あらかじめサー
尚、当社が修理した部分が再度故障した場合は、
ビス・センターへお問い合わせください。
保証期間外であっても、修理した日より3ケ月以内
■修理を依頼される前に
に限り無償修理いたします。
故障かな？とお思いになったら、まず取扱説明書をよくお読み
3. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
のうえ、もう一度ご確認ください。それでも異常があるときは、
This warranty is valid only in Japan.
サービス・センターへお問い合わせください。
4. お客様が保証期間中に移転された場合でも、保
■修理時のお願い
証は引き続きお使いいただけます。詳しくはサー
修理に出す際は、輸送時の損傷等を防ぐため、ご購入されたと
ビス・センターまでお問い合わせください。
きの箱と梱包材をご使用ください。
5. 修理、運送費用が製品の価格より高くなること
■ご質問、ご相談について
もありますので、あらかじめサービス・センター
修理についてのご質問、ご相談は、サービス・センターへお問い
へご相談ください。発送にかかる費用は、お客
合わせください。商品のお取り扱いについてのご質問、ご相談
様の負担とさせていただきます。
は、お客様相談窓口へお問い合わせください。
6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかな
WARNING!
る場合においても一切行っておりません。
この英文は日本国内で購入された外国人のお客様のための注意事項です
本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、
This Product is only suitable for sale in Japan.
間接の損害につきましては、社は一切の責任を負
Properly qualified service is not available for this product
いかねますのでご了承ください。
if purchased elsewhere. Any unauthorised modification or
removal of original serial number will disqualify this product
本保証書は、保証規定により無償修理をお約束す
from warranty protection.
るためのもので、これによりお客様の法律上の権
利を制限するものではありません。
■お願い
1. 保証書に販売年月日等の記入がない場合は無効
となります。記入できないときは、お買い上げ
年月日を証明できる領収書等と一緒に保管して
ください。
2. 保証書は再発行致しませんので、紛失しないよ
うに大切に保管してください。

お客様相談窓口 TEL 03(5355)5056
●サービス・センター :
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-15-12
TEL 03(5355)3537 FAX 03(5355)4470
輸入販売元: KORG Import Division
〒206-0812 東京都稲城市矢野口4015-2
//www.korg.co.jp/KID/

