保証

ST#7704
取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
お買い上げいただきました製品に、万一ご不明な点、お気付きの点などがあり
ましたら、お買い上げの販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
また、いつでも取り出せる場所に保管してください。
本書は、ハードウェアマニュアルです。ソフトウェアマニュアル（U-BOX AT ST#7704
操作マニュアル）は以下よりダウンロードしてください。
U-BOX AT ST#7704 操作マニュアル ダウンロード
https://www.tanizawa.co.jp/useries/support/

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。
廃棄または電池交換が必要な場合は、お買い上げの販売店
または弊社営業所へお問い合わせください。

株式会社

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間
内は無償で修理いたします。
2. 修理を依頼される場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所に本保証
書を提示してください。
3. 次のような場合、保証期間内であっても有償修理になります。
（１）保証書の提示がない場合。
（２）保証書に「お買い上げの販売店印およびお買い上げ年月」または「工

場出荷月印」の記入がない場合。
（３）使用上の誤り、不当な調整・改造により生じた故障の場合。

（４）故障の原因が本製品以外の機器にある場合。

（５）お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷の場合。

（６）火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変

・異常電圧などによる
故障の場合。
（７）他の要因

( 電波傷害・設置場所など ) により正常に動作しない場合。
（８）持込修理以外

( 引き取り修理・出張修理など ) の場合。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本製品の故障、またはその使用により生じた直接、間接の損害に関しては、
当社はその責務を負いません。
6. 保証書は再発行いたしかねますので大切に保管してください。

安全上の注意
Li-ion

谷沢製作所 （本社・新規事業部）

〒 104-0041 東京都中央区新富 2-8-1
TEL：03-3552-8322
https://www.tanizawa.co.jp

2021.04_E411(2)

安全のために必ず守ってください
本書および製品には、製品を安全に正しく使用し、ご自身や他の人々への危害
や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。

危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、 「生命または身体に重大な傷害
を及ぼす可能性が高いこと」 を意味します。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、 「生命または身体に重大な傷害
を及ぼす可能性があること」 を意味します。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、 「身体に傷害を負う可能性
や物理的損害を及ぼす可能性があること」 を意味します。

この記号は 「禁止」 の行為であること
を告げるものです。

保証書
保証期間（お買い上げ年月より）

６ヶ月

ST#7704

対象機種名
製造番号

保証内容は本紙の「保証」の項に記載しています。

お買い上げ年月

年

月

【ご注意】お買い上げ年月または販売日に記入なき場合は、工場出荷月より6ヶ月を保証期間とします。

お客様へお願い：
お客様記入欄は、お客様ご自身で記入してください。
工場出荷時に同梱された「工場出荷月印シール」を右下の枠内に貼り付けて
ください。
ご住所

お客様記入欄
お客様記入欄

〒

電話番号

この記号は行為を強制したり、 指示する
内容を告げるものです。

危険
高温になる場所や熱のこもりやすい場所 ( 火のそば・暖房機器のそば・こ
たつや布団の中・直射日光の当たる場所・炎天下の車内など ) で使用・
保管・放置しないでください。
火災・感電・故障などの原因となります。
 分解や改造をしないでください。
火災・感電・故障などの原因となります。
引火性ガスが発生している場所では充電しないでください。ガスに引
火し、火災が発生する可能性があります。
本機の端子をショートさせないでください。
火災・感電・故障の原因になります。
禁止
本機を液体で濡らしたり、内部に液体や異物を入れないでください。火
災・感電・故障の原因となります。液体で濡れたり、内部に液体や異
物が入ったときは、本機の電源を切ってください。バッテリーや電池を
使用している場合は、それらを外してください。
本機をハンマーなどでたたいたり、重いものを載せたり、強い衝撃や
力を与えないでください。火災・感電・故障の原因になります。

お名前

警告

販売店様へお願い：
販売日、貴店名、住所など必要事項を記入してください。

工場出荷月印

販売店
販売日、店名、住所、電話番号

シール貼付位置

印

各部名称

注意

自動車などの運転中は本機を操作しないでください。
安全運転の妨げとなり、事故の原因となります。
アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤を含んだ布で拭かないで
ください。火災・感電・故障の原因となります。
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。
禁止
ケーブル等を誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。
当社指定の電源電圧 ( DC 5V ) 以外で使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。

湿気やほこりの多い場所で保管しないでください。火災・感電・故障の
原因となります。
以下の場所で保管しないでください。機器が落下や転倒して、けが・
故障の原因となります。
禁止
不安定な場所
振動・衝撃の多い場所

①
ケーブルカバーを開けた状態
②

通電中の本体は温度が高くなることがありますのでご注意ください。
衣類の上からでも温度が高くなった本体に長時間触れたままになって
いると、体質や体調によっては低温やけどになる可能性があります。
航空機内、空港敷地内、病院などの使用を禁止された場所では、本
指示
機の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を及ぼす恐れ
があります。
お手入れの際は安全のため、電源を切ってください。

③
④
⑤
⑥

電波法上の注意
電波法に基づく技術基準適合証明 ( 工事設計認証 ) を受けた無線機です。
証明ラベルは筐体内部に貼られています。
本機の分解は電波法で禁止されています。改造した機器を使用した場合、電
波法により罰せられます。
本機は、日本の電波法に基づき認証取得しています。日本国外での使用可否
の判断、動作保証は行っておりません。使用する前に、その国の電波法等を
確認してください。

Bluetooth / 無線 LAN 使用時の注意
本機の使用周波数帯では電子レンジ等の家電製品や産業・科学・医療用機
器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の機内無線
局（免許を要する無線局）、及び特定小電力無線局（免許を要さない無線局）
が運用されています。
本機を使用する前に、近くで同じ周波数帯（2.4GHz 帯）を使用している特定
小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
万一、本機から構内無線局等に対して電波干渉が発生した場合は、速やかに
使用場所を変えるか、電源を切るなどして電波干渉を避けてください。

⑪

⑦

⑩

⑧
⑨

⑫

① ケーブルカバー

 USB-C ポートに接続したケーブルが抜けないように固定をするカバーです。

その他の注意

② マイクロ USB ポート ( 充電用 )

本機を使用したことによって生じた動作障害やデータ情報の損失・漏洩の発生
について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
本機の故障、誤動作、不具合などにより生じた損害等に関して、弊社は一切
の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 弊社推奨品以外の機器を使用した場合の動作保証やサポートはいたしかねます。
推奨品についてはお買い上げの販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

構成品

 本体の充電またはモバイルバッテリーを接続するときに使用します。

③ USB-C ポート

 別売品のカメラ付きヘッドセット ( ST#7HEDCAM-01U ) を接続するポートです。

④ 充電表示ランプ ( 白色 )

 電池の充電状態を表示します。※給電中は点灯しません。
ランプの状態

充電の状態

点滅（1 秒間隔） 残量低下 ( ５% 以下 )
点灯

充電中

消灯

充電完了

速く点滅

充電異常ですので「困ったときは」
をご覧ください。

⑤ ブザー穴

 ここからブザー音が鳴ります。

⑥ 赤・黄・青ランプ

ST#7704（本機）

本書
（保証書付き）

 システム起動中、電池残量低下時に各色ランプが点滅します。
詳しくは、裏面の「電源を入れる」「充電をする」をご覧ください。
 使用するシステムによって動作が異なります。
詳しくは各システムのビューアマニュアルをご覧ください。

⑦ 赤ボタン・黄ボタン・青ボタン

 使用するシステムによって動作が異なります。
詳しくは各システムのビューアマニュアルをご覧ください。

<別売オプション品(弊社推奨品）＞

⑧ 主電源ボタン

 主電源の入 / 切を行うボタンです。

⑨ 主電源ランプ

 主電源が入ると点灯 / 点滅、切ると消灯します。

5V/3A

⑩ micro SD スロット

 micro SD を入れることができます。

⑪ ON/OFF ボタン
カメラ付きヘッドセット
ST#7HEDCAM-01U

モバイルバッテリー／
ケーブル（ micro USB )

 システムの起動・シャットダウンを行うボタンです。
 ON で緑色に点灯、OFF で赤色に点灯します。

⑫ リセットボタン

 ハードウェアの設定（BIOS）をリセットするボタンです。

ON/OFFボタン：短押し〇

❷ ON/OFF ボタンを押す

ご使用の前に
ボタン・ランプ部分の保護フィルム
をはがしてから使用してください。

保護フィルム
保護フィルム

長押し×

※長押しをすると正常に動作しなくなる
可能性があります。

赤色に点灯

 システムが起動します。
主電源ランプが点滅→点灯、ON/OFF ボタンが赤色→緑色に変わります。

緑色

赤色

❷ 主電源ボタンを長押しする ( ２秒間 )

micro SD の交換方法

 主電源ランプ・ON/OFF ボタンが消灯します。

❶ micro SD スロットのカバーを開け、micro SD を差し込む
 micro SD の向きを確認してから差し込んでください。

はがしにくい場合は、テープ等を
はがしにくい場合は、
テープ等を
保護フィルムの端に貼り付けて
保護フィルムの端に貼り付けて
はがしてください。
はがしてください。

点滅

❷ コインなどで micro SD を押し込み、カバーを閉める

点灯

mi
cr
「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
S o
D

CO

IN

CO

mi

IN

cr
SD o

消灯
ON/OFFボタン：短押し〇

長押し×

赤色

※長押しをすると正常に動作しなくなる
可能性があります。

準備
カメラ付きヘッドセット ( 別売品 ) を取り付ける

❶ ケーブルカバーを開ける
❷ カメラ付きヘッドセット ( ST#7HEDCAM-01U ) を接続する

緑色

使用上の注意
赤・黄・青ランプが点滅し、「ピー！」っとブザー音が鳴るとシステム起動
完了です。
ブザー音が鳴るまでいずれのボタンも押さないでください。
点灯
点滅

※カメラ付きヘッドセットの取扱説明書も合わせてご覧ください。

「ピー！」
っと鳴る

USB-C コネクタ
USB-C コネクタ

ON/OFFボタン：短押し〇

長押し×

※長押しをすると正常に動作しなくなる
可能性があります。

黄

緑色に点滅
緑色

青

使用上の注意

❸ ケーブルカバーを閉める

ON/OFF ボタンを押しても、ランプが赤色→緑色に変わらない場合は
正常に起動できていません。
主電源を切ってから下図のように細長い棒（針金等）でリセットボタン
を３秒以上押してください。
ハードウェアの設定がリセットされ、正常に起動します。
赤色に点灯

ゴムブッシュ
ゴムブッシュ

POINT
POINT

点滅

ケーブルカバーをゴムブッシュのみぞにしっかり差し込む

ON/OFFボタン：短押し〇 長押し×
電源を切る
※長押しをすると正常に動作しなくなる

赤色

可能性があります。

❶ 本機の電源を切る
( または AC アダプター )

 充電時のみ充電ランプが点灯します。
※稼働時は点灯しません。
※モバイルバッテリー、AC アダプターの使用方法は、各製品の取扱説
明書をご覧ください。
マイクロUSBコネクタ

点滅

◦稼働中は充電できません。
充電する際は、必ず主電源を切ってから充電してください。
◦長時間使用する場合は、モバイルバッテリー等の外部バッテリーから
給電しながら使用してください。
◦モバイルバッテリーや AC アダプターは 5V/3A を出力できるものを使
用してください。
緑色

 主電源ランプが緑色に点滅し、ON/OFF ボタンが赤色に点灯します。

電池残量について

 システムが停止します。
主電源ランプが点灯→点滅、ON/OFF ボタンが緑色→赤色に変わります。
点灯

緑色に点滅

点滅

■電池残量 5％以下で通知
「充電ランプ」「赤・黄・青ランプ」が 1 秒間隔で点滅し、
ブザーが３秒間隔で鳴って通知します。
※通知から約 5 分経過するとシステム停止処理が始まり、
電源が切れます。
・・・

・・・

点滅（1秒間隔）

「ピー、ピー・・・」
と鳴る
（3秒間隔）

赤色に点灯

※長押しをすると正常に動作しなくなる
可能性があります。

緑色

赤色

cr
SD o
cr
SD o

無線インターフェース

IEEE 802. 11a / b / g / n / ac
Bluetooth 5.0

接続コネクター

USB3.0 Type-C コネクター× 1

電源定格

5V / 3A

内蔵電池

3,400mAh( 3.7V/1,700mAh × 2 ) ※リチウムイオン電池

充電時間

約 3 時間

連続動作時間

約 2 時間

連続待機時間

約 72 時間（システムが停止した状態での時間）

( TV 会議システムを常時稼働させた場合 )

内蔵バッテリー使用時：-5 ～ 40℃ /10 ～ 90％
外部電源使用時

：5 ～ 35℃ /10 ～ 90％

充電温度範囲

5 ～ 35℃

外観寸法

W72mm × H159mm × D25mm( 突起物含まず）

質

約 235g

量

 Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
 Bluetooth® とそのロゴマークは Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
 Windows® は Microsoft Corpration の米国およびその他の国における商標また
は登録商標です。
 その他、表記されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録
商標です。

困ったときは
現象

処置

主電源が入らない

充電してください。
※充電しても主電源が入らない場合は、お買い上げの
販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

ON/OFF ボ タン が 主電源が入っているか確認をしてください。
点灯しない
※主電源が入っていても起動しない場合は、お買い上げの
販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

充電ランプが点灯 充電用 USB ケーブルが正しく接続されていません。
しない
充電用 USB ケーブルを正しく接続してください。

順番に点滅する
長押し×

mi

赤・黄・青ランプの システムが正常に起動できていません。
点滅が消えない
「赤・黄・青ボタン」を同時に 5 秒以上長押ししてください。

赤

ON/OFFボタン：短押し〇

IN

商標について

❶ ON/OFF ボタンを押す

❶ 主電源ボタンを長押しする ( ２秒間 )

CO

動作温湿度範囲

使用上の注意

細長い棒

※この USB-C ポートには、モバイルバッテリーを接続しないでください。

電源を入れる

消灯

IN

仕様

マイクロUSBポート

リセットボタン

ケーブルカバーをゴムブッシュのみぞにしっかり差し込む

基本操作

点灯

CO

mi

❷ マイクロ USB ポートにモバイルバッテリー ( 別売 ) を接続する
赤色

❹ ピンセットなどで micro SD をつまんで取り出し、カバーを閉める

※主電源のみ入った状態（システムは OFF）で５分間操作されなかった場合は自動
で主電源が切れます ( 切り忘れ防止機能 )。

※稼働時は②の手順から行ってください。
赤

USB-C ポート
USB-C ポート

「カチッ」と音して micro SD が少し浮きます。

システムを停止しても主電源が入ったままだと待機電流が流れ、バッテ
リーを消費し続けます。
長時間使用しない場合は、必ず主電源をお切りください。

充電をする／外部電源で稼働する
１秒間隔で点滅する

ケーブルカバー
ケーブルカバー

❸ 取り出すときは、コインなどで micro SD を押し込む

使用上の注意

黄

青

充 電ランプ が 速く 充電環境または動作環境（外部電源使用時）が温度範
点滅する
囲外です。
温度範囲内で充電または動作させてください。
→充電温度範囲、動作温度範囲は「仕様」をご覧ください。

