
Mini セルフィー
スティック

TSS-001

注意事項
・電池は付属されていません。（別売り）
・温度 60℃以上の環境で使用しないでくだ
さい、本体過熱の原因となります。
・引火の恐れのある場所で使用しないでく
ださい。
・本体を投げたり、衝撃を与えたりしないで
ください、故障の原因となります。
・本製品を絶対に燃やさないでください、内
蔵バッテリーが発火 / 爆発する恐れがあ
ります。
・子供の手の届かない場所に保管してくだ
さい。
・使用 / 充電中に異常 ( 異音、異臭、煙など 
) が発生した場合は使用をすぐに中止し、
本体を火気の恐れのない場所に置いて弊
社までご連絡ください。
・本製品を分解、改造しないでください。故
障、感電の恐れがあります。

はじめに
付属品の確認

各部位の名称

・商品本体
・スマートフォンホルダー
・カメラマウント
・取扱説明書 (保証書 )

①角度調節ネジ
②伸縮パイプ
③リモコン
④インジケーター
⑤三脚

①

②
③

④

⑤

使用方法
操作方法
・シャッターボタンを 3秒間長押すと
  「電源オン」となります。
  リモコンの電源をONにすると
  ペアリングモードになり、
  青く点滅します。

・スマートフォンの「Bluetooth」を
  開き、Bluetooth をONにします。

・検索されたデバイス「Selfie」を
  選択しリモコンをペアリングを
  行います。「Selfie」が接続済みと
  なればペアリングの完了です。

・電源を入れた状態、またスリープ状態で
  シャッターボタンを 3秒間長押すと
  「電源オフ」となり、インジケーターが
  青く点滅します。

※スマートフォンとペアリングされた
   状態でのシャッターボタンを押すと
   青く光ります。

※電源を入れた後ペアリングなしの状態
   で 5分間に操作がないと自動的に
   「電源オフ」となります。

※電源を入れた後ペアリングされた状態
   で 10分間に操作がないと自動的に
   「スリープ」となり、更に 10分間に
   操作がないと自動的に「電源オフ」
   となります。

電池交換方法
・リモコンの両側の溝を引き抜き、
  カバーを開け、電池を入れます。

リモコンを取り出す
・伸縮パイプを伸ばし、リモコンを
  取り外します。

セルカ棒について
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360°回転可能なスマートフォンホルダー
・水平方向と垂直方向自由に反転させ、
  様々な角度から写真を撮影するが
  可能です。

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

保　証　書
型番：TSS-001 保証期間：本体3ヶ月間

ふりがなお名前

ご住所
〒　　　-

様

お買い上げ年月日 注文番号

○お問い合わせ先

本書は日本国内においてのみ有効です。
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

年　　月　　日

電話番号　　　-　　　　　-　　　　　

保証規定
1) 保証期間内に正常な使用状態で
ご使用の場合に限り品質を保証し
ております。万一保証期間内で故
障がありました場合は、弊社所定
の方法で無償修理いたします。

2) 次のような場合は保証期間内で
も保証対象外になります。
⑴異常電圧による故障及び損傷。
⑵故障の原因が取扱い上の不注意によ
る場合。
⑶故障の原因がお客様による輸送・移
動中の衝撃による場合。
⑷天変地異､ならびに公害や異常電圧
その他の外部要因による故障及び損
傷の場合。
⑸譲渡や中古販売、転売などでご購入
された場合。

3) お客様ご自身による改造､修理な
どの場合は､保証対象外となりま
す｡

4) 本製品の故障、またはその使用に
よって生じた直接、間接の損害に
ついては弊社はその責を負わな
いものとします。

5) 弊社は、いかなる場合でもご購入
者様の逸失利益、弁護士費用、そ
の他の損害を賠償しないものとし
ます｡

商品仕様
Mini セルフィースティック
TSS-001

iOS 5.0 / Android 4.2.2
以降のOSバージョン
49.5×33×152mm

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。

133g本体質量

製品名称
型　　 番

対応OS

収納サイズ

電　　 源 CR1632 電池×1（別売り）

接続方式 Bluetooth 4.0

360°回転可能なスマートフォンホルダー
・水平方向と垂直方向自由に反転させ、
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電話番号　　　-　　　　　-　　　　　

保証規定
1) 保証期間内に正常な使用状態で
ご使用の場合に限り品質を保証し
ております。万一保証期間内で故
障がありました場合は、弊社所定
の方法で無償修理いたします。

2) 次のような場合は保証期間内で
も保証対象外になります。
⑴異常電圧による故障及び損傷。
⑵故障の原因が取扱い上の不注意によ
る場合。
⑶故障の原因がお客様による輸送・移
動中の衝撃による場合。
⑷天変地異､ならびに公害や異常電圧
その他の外部要因による故障及び損
傷の場合。
⑸譲渡や中古販売、転売などでご購入
された場合。

3) お客様ご自身による改造､修理な
どの場合は､保証対象外となりま
す｡

4) 本製品の故障、またはその使用に
よって生じた直接、間接の損害に
ついては弊社はその責を負わな
いものとします。

5) 弊社は、いかなる場合でもご購入
者様の逸失利益、弁護士費用、そ
の他の損害を賠償しないものとし
ます｡

商品仕様
Mini セルフィースティック
TSS-001

iOS 5.0 / Android 4.2.2
以降のOSバージョン
49.5×33×152mm

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。

133g本体質量

製品名称
型　　 番

対応OS

収納サイズ

電　　 源 CR1632 電池×1（別売り）

接続方式 Bluetooth 4.0

三脚モード
・グリップ部分の脚をしっかりと開きます。
・セルカ棒が三脚モードになったら、
   棒の最後の部分を引き出して、
   三脚が安定するまで調整してください。

三脚モード
・グリップ部分の脚をしっかりと開きます。
・セルカ棒が三脚モードになったら、
   棒の最後の部分を引き出して、
   三脚が安定するまで調整してください。


