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ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するためのものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

安全上のご注意

表示の意味

 警告 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性のある注意事項が書かれています。

 注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される
場合を示します。

 警告

分解禁止

内部を開けない・分解しない・修理しない・改造しない。
サービスマン以外の方は本体のカバーを開けないでください。火災や故障の危険があります。内部の点検・修理は、必ず当
社のカスタマーサポート窓口にご相談ください。
無線モジュールを改造しない。
本機には技術基準適合証明（工事設計認証）を受けた無線モジュールを内蔵しており、改造は法律で禁止されています。

水濡れ禁止

本体を水につけたり、濡らしたりしない。
火災・感電・故障の原因となります。
本機を浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。
内部に水が⼊り、短絡により発火、もしくは故障するおそれがあります。
本機の近くに水や液体が入った容器を置かない。
あやまって倒してしまい、本機の内部に水などの液体が⼊ると、火災や故障の原因になります。
万一、内部に水や液体が⼊った場合は、必ず当社のカスタマーサポート窓口にご相談ください。

禁止

異常に熱くなるなど、本体に異常がある場合は使用しない。
火災の原因になります。
医療機器の近くなど電波の使用が制限された区域で使用しない。
心臓ペースメーカーや除細動器の装着部分から 15cm 以内で使用しない
本機は無線モジュールを内蔵しており、医療機器が誤動作を起こすおそれがあります。
製品からはずれた小さな部品は、乳幼児の手の届くところに置かない。
お子様が誤って飲み込むおそれがあります。
万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。
幼児の手の届くところに保管しない。
けが・事故の原因となります。
本機を落としたり、強い衝撃を与えない。
本機はリチウム電池を内蔵しており、強い衝撃で電池内部が短絡し、発煙・発火・破裂するおそれがあります。
高温になる場所や熱がこもる場所で使用・充電・保管しない。
以下のような場所で使用・充電・保管すると、本体内蔵電池が発熱・破裂することがあります。
・火気のそば  ・自動車のダッシュボードや炎天下の車内
・直射日光の当たる場所など
濡れた手で、プラグの抜き差しはしない。
感電の原因となります。
本体の上にのらない・重いものをのせない。
本体が破損したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原因になります。

指示

電池の液が漏れたときは、電池や液に触れない。また、火気から遠ざける。
けが・失明の原因となります。
また、火気に近づけると、もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
内蔵電池の液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流して、医師にご相談ください。また、電池の液が目に⼊っ
たときは、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師の診断を受けてください。

火気禁止

本機の近くに熱器具やろうそくを置かない。
あやまって倒してしまい、火災になるおそれがあります。
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 警告

 注意

禁止

本機から液体が出てきた場合には触れない。
本機はリチウム電池を内蔵しており、ごくまれに、皮膚や目に触れると危険な電解液が漏れ出る場合があります。
万一、触れた場合にはきれいな水で十分に洗い流してください。
不安定な場所や高いところに置かない。
本体が転倒して故障したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原因になります。
ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。
本体が故障するおそれがあります。
本機を振りまわすなどの乱暴なあつかいはしない。
本機がストラップからはずれて落下したり、周囲の人を傷つけるなど、思わぬ事故の原因となります。また、本機や家財が破
損する（本体データの消失を含む）おそれがあります。
油や煙の出る場所で使用しない。
本体の外装ケースが破損するおそれがあります。

禁止

コード・プラグを破損するようなことはしない。
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねた
りしない。
傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因となります。
コードが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・火災の原因になります。
コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。
発熱・火災の原因になります。

指示

プラグは根元まで確実に差し込む。
感電の原因になります。
プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜く。
感電・発火の原因になります。
USB電源アダプターやパソコンは、必ず本機の仕様に合うものを使用する。
感電や火災のおそれがあります。
USB電源アダプターを使用する場合、必ずアダプターに付属の説明書に従って使用する。
感電や火災のおそれがあります。
USB電源アダプターを使用する場合、必ず手が届く範囲のコンセントに接続し、⾒えるところに置く。
万一、内部に異常が発生した場合、火災のおそれがあります。長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから
抜いてください。
USBケーブルを抜くときは必ずコネクターを持つ。
ケーブルを持って抜いた場合、発煙・発火や故障のおそれがあります。
異常に気付いたら、ただちに電源を切り、使用を中止する。
・USB ケーブル / プラグがいたんだ場合
・製品から異常なにおいや煙が出た場合
・製品の内部に異物が⼊った場合
・使用中に音が出なくなった場合
・製品に⻲裂、破損がある場合
使用しないときは、本機の電源を切り、USBケーブルを抜く。
万一、内部に異常が発生した場合、火災のおそれがあります。
また、本機の電源を⼊れたままにした場合、有機 EL パネルが劣化するおそれがあります。

禁止

本機を包装していたポリ袋を乳幼児の手の届くところに置かない。
戯れて頭にかぶり、窒息するおそれがあります。
火の中に入れない。
本機にはリチウム電池を内蔵しており、破裂するおそれがります。
一般ごみとしてゴミ出ししない。
本機にはリチウム電池を内蔵しており、破裂・発火・発煙するおそれがあります。お住いの自治体のルールに従って、ゴミ出
ししてください。
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■	ワイヤレス（無線）についての注意事項
本製品が無線通信で使用する 2.4GHz 帯は様々な機器が共有する周波数帯です。
他の機器の影響によって通信品質が低下することや通信が切断されることがあります。
本製品の使用周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免
許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。（以下「他
の無線局」と呼ぶ）他の無線機器との電波干渉を防止するために下記の事項に注意してご使用ください。
１.  本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。また重大な影響を及ぼす恐れのある場所（医療機器

のそば、航空機内など）では使用しないでください。
２.  万一、本製品と「他の無線局」との間で電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用を停止した上で、混信回避のための処置（例えば使

用場所の変更など）を行なってください。

● 本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。 
● 次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
 ・直射日光が当たる場所 ・高温多湿の場所  ・水のかかる場所
 ・ホコリの多い場所 ・火気の近く・振動衝撃の加わりやすい場所
 ・強電磁界下
● 本製品は家庭用です。不特定多数の方々がご利用になる場所ではご使用にならないでください。

禁止

大音量で長時間ヘッドホンを使用しない。
聴覚障害の原因になります。
ヘッドホンで演奏を始める前は、機器のボリュームを最小にし、演奏しながら徐々にボリュームを上げて、適切な音量に設定
してください。
高地など気圧が著しく低い場所で使用しない。
内蔵リチウム電池から可燃性液体・気体が漏れ出たり、発煙・発火・破裂するおそれがあります。
ストラップを使用するときは、ストラップだけを持って本体を持ち上げない。
本体がストラップからはずれて落下するおそれがあります。本体が破損したり、お客様やほかの方々がけがをしたりする原因
になりますので、必ず本体を持ってください。

指示

ストラップを使用して演奏するときは、ストラップと本機が確実に固定されていることを確認する。
本体が落下して破損したり、お客様がけがをするおそれがあります。
ほかの機器と接続するときは、あらかじめ電源を切る。
機器の故障の原因になります。
長期間使用しない場合にも、半年に1度充電を行う。
本機にはリチウム電池を内蔵しており、長期間充電しないと電池が劣化するおそれがあります。
本機を移動するときは、必ずUSBケーブルなどの接続ケーブルをすべて外した上で行う。
コードをいためたり、お客様やほかの方々が転倒したりするおそれがあります。

禁止

USBケーブルに重いものをのせない。
USB ケーブルを踏まない、無理に曲げない、傷つけない
USB ケーブルが破損し、火災の原因になります。
付属のUSBケーブル以外のケーブルを使用しない。
付属のUSBケーブルをほかの製品に使用しない。
故障、発熱、火災などの原因になります。
USBケーブルを熱器具（ストーブなど）の近くで使用しない。
USB ケーブルに引火し、火災の原因になります。

分解禁止

自分で電池を交換しない。
電池の性能が低下しても自分で交換しないでください。発煙・発火や故障のおそれがあります。電池交換は、必ず当社のカ
スタマーサポート窓口にご相談ください。

火気禁止

安全上のご注意（続き）

 注意
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残量少ない ／ Low

充電中 ／ Charging

残量多い ／ High

各部の名称 ／ Name of each part

■	本体	／Main	Body

■	USB-Cケーブル	／USB-C	Cable

■		番号ラベル	／ Sticker	with	Numerical	Chord	Degree	Value

画面表示 ／ Display

現在のキーと調号／
Current	key	and	key	signature

音量	／ Volume

充電状況／Charge	status

操作ボタン	／
Operational	button

モニター	／
Monitor

スピーカー	／ Speaker

パッド	／ Pads

十字キー	／ Directional	keys

イヤホン端子	／
Earphone	input

USB-C端子／
USB-C	port

電源・音量ダイヤル	／
Power	/	Volume	dial

操作ボタンに割り当てられた機能が
画面に表示されます。／
The	functions	assigned	 to	 the	
operation	buttons	are	displayed	
on	the	screen.

メニューボタンを押している間は、
十字キーに割り当てられた機能を表
示します。／
While	the	menu	button	is	pressed,	
the	 function	 assigned	 to	 the	
directional	keys	is	displayed.
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充電する ／ Charging 

付属の USB-C ケーブルを本体に接続し、パソコンなどに接続するか、AC アダプタ（別売り）を使
用して電源プラグに接続します。
充電時間は約 8 時間です。／
Connect the included USB-C cable to the main unit and connect it to a PC, etc., or connect it 
to the power plug using the AC adapter (sold separately).
Full charge time is 8 hours.

番号ラベルの貼り方 ／ How to attach the sticker

付属のラベルを貼ると、ボタンに割り当てられたコードの度数が分かります。
右利きと左利きでシールの貼り方が異なります。／
The label is to see the chord degrees assigned to each button.
It is applied differently for right-handed and left-handed people.

右利き用	／ Right-handed

左利き用	／ Left-handed

充電の状態はモニターに表示されます／
The	charging	status	is	displayed	on	the	monitor

＜充電中	／ Charging＞ ＜満充電／ Fully	charged＞
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電源、音量／ Powering and Volume control

演奏スタイルの選択 ／ Selection of playing style

電源・音量ダイヤルを時計回りに回すと電源がオンになります。
さらに右に回すと音量が大きくなります。／
Turn the power / volume dial clockwise to turn on the power. 
Furthermore, the volume will increase by turning.

電源・音量ダイヤルを反時計回りにいっぱいまで回すと電源がオフになります。／
Turn the power / volume dial all the way counterclockwise to turn off the power.

電源を⼊れたら、まず画面に従って演奏スタイルを選択してください。／
After turning on the power, first select the playing style according to the screen.

キーボードのように机に置く	／
Put	it	on	the	desk	like	a	
keyboard

ギターのように抱える	／
Holding	and	playing	it	
like	a	guitar

持ち方を左右切り替える	／
Switch	how	you	hold	the	
InstaChord	from	left	and	right
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演奏する ／ How to play

コード記号が割り当てられたボタンを押さえながらパッドをはじいて演奏します。／
Hold down a button asigned a chord symbol and strum the pad to play.

オンデスク／On Desk ホールド／HOLD

C

はじく強さに応じて音量が変わります
The volume changes according to the strength of strumming.

複数のボタンを同時に押すと、様々なコードを演奏できます。
例えば G7 を演奏する場合は、Gと 7 のボタンを同時に押さえます。／
You can play different chords by pressing multiple buttons at the same time.
For example, to play G7, press the G and the 7 button at the same time.

基本的な演奏	／ Basic	playing

複雑なコードを演奏する	／ Playing	complex	chords

オンデスク／On Desk ホールド／HOLD

GM7, Gmaj7, G△7,
G7

Gm7-5, Gm7(♭5), Gφ

Gdim7, GΟ

Gadd9

G7sus4

Gaug, G+, G(#5)

G7
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オンデスク／On Desk ホールド／HOLD

メジャーをマイナーに
Major to minor

マイナーをメジャーに
Minor to major

C
F
G

Cm
Fm
Gm

D
E
A

Dm
Em
Am

Gm

メジャーとマイナーを入れ替える／Swapping from major and minor
スワップボタン【～】を押している間、メジャーとマイナーが入れ替わります
While pressing the swap button [~], the major and minor will switch over.

すべてのコードを半音上げる／Raise all chords by a semitone
シャープボタン【♯】を押している間、全てのコードが半音上がります。
While pressing the sharp button [♯], all chords are raised by a semitone.

G#
オンデスク／On Desk ホールド／HOLD

C  　  C♯, D♭  　  D  　  D♯, E♭  　  E  　  F
B  　  A♯, B♭  　  A  　  G♯, A♭  　  G  　  F♯, G♭
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G/Em

F/Dm

D/Bm

A/Fm

B/Gm

E/Cm

F /Dm

D /B m

E /Cm

A /Fm

B /Gm

C/AC/Amm

キーを変更する ／ Changing Keys

演奏前に、楽譜の調号に画面内のシャープ、フラットの数を合わせます。
キー変更ボタン【♯】【♭】を押すと、キー（調）が変わります。
ボタンには、そのキー（調）で使用する主なコードが割り当てられます。／

Before playing, match the number of sharps and flats on the screen with the key 
signature in the score.
Press the key change button [ ♯ ] [♭] to change the key.
The main chords used for that key are assigned to the buttons.

キー表示

キーを下げる／
Lowers the key

キーを上げる／
Raises the key

楽譜の最初の♯, ♭の数でキーが分かります。
You can identify the key by the number of♯or♭
shown at beginning of the score.

11

【○】ボタンを押すと、演奏方法が切り替わります。

演奏方法

音色

はじく

たたく

おさえる

はじく

01 Ac.-Gt(EZ) アコースティックギター（簡単弾き）

02 Ac.-Gt アコースティックギター

03 E-Gt.Jazz ジャズギター

04 E-Gt.Clean クリーンギター

05 UKULELE ウクレレ

たたく

01 Piano アコースティックピアノ

02 E-Piano 電子ピアノ

03 MUSIC BOX オルゴール

04 ORGAN チャーチオルガン

05 Piano(W) アコースティックピアノ（両手弾き）

06 E-Piano(W) 電子ピアノ（両手弾き）

07 ORGAN(W) チャーチオルガン（両手弾き）

おさえる

01 Strings 弦楽器

02 Brass 管楽器

03 Whistle 口笛

04 Pad1 シンセパッド１

05 Pad2 シンセパッド２

06 FX サウンドエフェクト

演奏方法を変える

音色を変える

Strum
ストラム

Strum
ストラム
（はじく）

Hit
ヒット
（たたく）

Push
プッシュ
（おさえる）

はじく

たたく

おさえる

Hit
ヒット

Push
プッシュ

【◯】ボタンを押すと演奏モードが切り替わります。
Press the [○] button to switch the Play Mode.

【∧】【∨】ボタンを押すと、音色が切り替わります。
Press the [∧] [∨] buttons to switch the tone.

演奏モード／Play Mode

音色／Tone
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Strum
ストラム

（はじく）

01 Ac.-Gt(EZ) アコースティックギター（簡単弾き）／ Acoustic guitar (easy playing)

02 Ac.-Gt アコースティックギター ／ Acoustic guitar 

03 E-Gt.Jazz ジャズギター ／ Electric guitar (Jazz tone)

04 E-Gt.Clean クリーンギター ／ Electric guitar (Clean tone)

05 E-Gt.Power ディストーションギター（パワーコード）／ Electric guitar (Power chords on distorted tone)

06 UKULELE ウクレレ ／ Ukulele

Hit
ヒット

（たたく）

01 Piano アコースティックピアノ ／ Acoustic Piano

02 E-Piano 電子ピアノ ／ Electric Piano

03 MUSIC BOX オルゴール ／ Music Box

04 ORGAN チャーチオルガン ／ Church Organ

05 Piano(W) アコースティックピアノ（両手弾き） ／ Acoustic Piano (two-handed)

06 E-Piano(W) 電子ピアノ（両手弾き） ／ Electric Piano (two-handed)

07 ORGAN(W) チャーチオルガン（両手弾き） ／ Church Organ (two-handed)

Push
プッシュ

（おさえる）

01 Strings 弦楽器 ／ Strings

02 Brass 管楽器 ／ Brass

03 Whistle 口笛 ／ Whistling

04 Pad1 シンセパッド１ ／ Synth Pad 1

05 Pad2 シンセパッド２ ／ Synth Pad 2

06 FX サウンドエフェクト ／ Sound Effect

音色と演奏モード ／ Tone and Play Mode

11

【○】ボタンを押すと、演奏方法が切り替わります。

演奏方法

音色

はじく

たたく

おさえる

はじく

01 Ac.-Gt(EZ) アコースティックギター（簡単弾き）

02 Ac.-Gt アコースティックギター

03 E-Gt.Jazz ジャズギター

04 E-Gt.Clean クリーンギター

05 UKULELE ウクレレ

たたく

01 Piano アコースティックピアノ

02 E-Piano 電子ピアノ

03 MUSIC BOX オルゴール

04 ORGAN チャーチオルガン

05 Piano(W) アコースティックピアノ（両手弾き）

06 E-Piano(W) 電子ピアノ（両手弾き）

07 ORGAN(W) チャーチオルガン（両手弾き）

おさえる

01 Strings 弦楽器

02 Brass 管楽器

03 Whistle 口笛

04 Pad1 シンセパッド１

05 Pad2 シンセパッド２

06 FX サウンドエフェクト

演奏方法を変える

音色を変える

Strum
ストラム

Strum
ストラム
（はじく）

Hit
ヒット
（たたく）

Push
プッシュ
（おさえる）

はじく

たたく

おさえる

Hit
ヒット

Push
プッシュ

【◯】ボタンを押すと演奏モードが切り替わります。
Press the [○] button to switch the Play Mode.

【∧】【∨】ボタンを押すと、音色が切り替わります。
Press the [∧] [∨] buttons to switch the tone.

演奏モード／Play Mode

音色／Tone
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設定メニューを表示する ／ Display the menu settings

仕様 ／ Specification

【≡】ボタンを押しながら【◯】を押すと設定メニューが開きます。
Hold down the [ ≡ ] button and press [ ○ ] to open the setting menu.

サイズ	／ Size L 420 mm x W 210 mm x H 50 mm ／ L 16.6” x W 8.3” x H 2”
重量	／Weight 660g ／ 1.46Lbs
演奏モード	／
Play	Mode Strum （はじく）／ Hit（たたく） ／ Push（押さえる）

演奏コード	／
Performance	chord maj, m, 7, m7, M7, mM7, 6, m6, add9, madd9, 7sus4, dim7, aug, m7-5

音源チップ／
Sound	source	chip

SMS2695（フランス Dream 社製）GM128 音色 ／
SMS2695 (Dream from France) GM128 Tone

有線接続	／
Wired	connection	

3.5mm オーディオ端子、USB-C 端子（充電、USB-MIDI 兼用）／
3.5mm audio terminal, USB-C terminal (for both charging and USB-MIDI)

無線接続	／
Wireless	connection

Bluetooth LE MIDI（iOS、Mac に対応）／
Bluetooth LE MIDI (compatible with iOS and Mac)

バッテリー	／
Battery

リチウムイオン　3400mAh、動作時間 約 10 時間、充電時間 約 8 時間 ／
Lithium Ion 3400mAh, Approximate operating time 10 hours, charging time 
about 8 hours

取扱説明書／User’s Manual

INDEX
安全上のご注意／Safety precautionsP.2-4

製品の説明／Product descriptionP.5-12

お手入れ／Care instructions

P.13

こんなときは／In such a case

P.14

曲を弾いてみよう／Let’s play music

P.14

保証書／WarrantyP.15

クイックスタートガイド／Quick start guideP.16

インスタコード　IC-30

保証書在中
ご購入日を確認できない場合、
保証対象外となります。
発送確認メールまたは、納品明
細書と一緒に保管して下さい。
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保 証 書

本書は、以下に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品名・形名・品番： 電子楽器・インスタコード・IC-30

保証期間 ： 本品のご購入日*1 から１年間

保証対象 ： 本体

保証対象外： 付属品（USB ケーブル、番号ラベル）および消耗品（本体内蔵電池など）*2

保証対象のお客様： 本品のご購入者*3（ご家族を含む）、またはご購入者からの贈答品として本品を譲渡されたお客様*4

*1 ご購入日は当社から商品を出荷した日（「納品明細書」に「出荷日」として記載）となります。お客様宅への配達日ではありませんのでご了承ください。
*2  納品時点で確認された材質上または製造上の瑕疵についてはこの限りではありません。
*3  ご購入者は「納品明細書」に「お届け先」として記載された氏名・住所のお客様となります。
*4  ご購入者から贈答品として本品を譲渡されたお客様は、無償修理のご相談の際にお申し出ください。 なお、転売、譲渡（贈答を除く）、オークション売買な

どで本品を入手された場合は「保証対象のお客様」とならない場合がありますのでご了承ください。

■ ご注意

 保証期間内でも以下に該当する場合は、保証の対象外とし、当社は一切
の責任を負いません。

(a) 取扱説明書、本体ラベル、その他注意書きに従わない使用状態（海外に
おける使用を含む）に起因する故障または損傷。

(b) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(c) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や塩害、異

常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
(d) 車両、船舶への搭載や極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使

用された場合の故障または損傷。
(e) 一般家庭以外（業務用など）で使用された場合の故障または損傷。
(f) 本書のご提示がない場合。
(g) 納品明細書の字句を書き換えられた場合。
(h) 表面的な損傷の場合（かすり傷、へこみなどを含みます）。
(i) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場

合。
(j) 故障原因について虚偽の申告がなされた場合。

 保証期間内でも商品を当社窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行
った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があ
ります。

 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修
理により交換した部品は当社が適切に処理、処分いたします。

 本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最
初のご購入時の保証期間が適用されます。

 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害につい
ては補償いたしません。

 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してくださ
い。

 本書は日本国内においてのみ有効です。

■ 修理等のご相談時にいただいた個人情報の取り扱いについて

 当社は、お客様の個人情報をお客様の対応や修理およびその確認時に利用し、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 次の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
(a) 修理やその確認業務、輸配送を委託する場合。
(b) 法令の定める規定に基づく場合。

個人情報の取り扱いの詳細については、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。  ▶ https://shop.instachord.com/policies/

■ 納品明細書の記載事項と異なる場合のお手続きについて

納品明細書に記載されたご購入者情報と異なる場合（保証期間内に転居された場合や本品を贈答用として譲渡された場合）等は、無償修理のご相談の際にお申し
出ください。

■ 本書を適用し、無償修理をご希望の場合には下記の窓口にご連絡ください。

修理・保証の詳細については、当社ホームページの修理規約をご覧ください。  ▶ https://instachord.com/policies/

修理のご相談窓口
http://instachord.com/contact

フリーコール 0120-964-737
保証責任者 InstaChord 株式会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 3-2-3-201

ご購入日を確認できない場合、保証対象外となります。納品明細書または発送確認メールと一緒に保管して下さい。

お手入れ ／ Care instructions

こんなときは ／ In such a case

乾いた布でやさしく汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めたものを布に含
ませて拭いてください。／
Gently wipe off any dirt with a dry cloth. If it is extremely dirty, wipe it with a cloth 
dampened with a neutral detergent.

お手⼊れには下記の溶剤や洗剤を使用しないでください。
・ベンジン・シンナー・アルコール⼊り洗剤・洗濯用洗剤・漂白剤・研磨剤・不食材・潤滑剤 ／
Do not use the following solvents or detergents for cleaning.
・ Benzine, thinner, alcohol-containing detergent, laundry detergent, bleach, abrasive, 

corrosive agent, lubricant

症状	／ Symptom 対処方法	／Workaround
充電できない	／
Unable	to	charge

付属の USB ケーブルが、本体および AC アダプタと正しく接続されていることを確認してく
ださい。また、AC アダプタが電源と正しく接続されていることを確認してください。／
Make sure that the included USB cable is properly connected to the main 
unit and the AC adapter. Also, make sure that the AC adapter is properly 
connected to the power supply.

電源が入らない	／
Power	 does	 not	
turn	on	

約 8 時間充電してください。／
Charge the battery for about 8 hours.

音が鳴らない	／
No	sound

電源・音量ダイヤルを時計回りに回して音量を大きくしてください。／
Turn the power / volume dial clockwise to increase the volume.

音が短く途切れる	／
The	sound	(audio)	
is	interrupted

コードボタンを押さえながら演奏してください。
* 音色 S-01 Ac.Gt(EZ) は、コードボタンから指を離しても音が鳴り続けます。／
The sound (audio) is interrupted / Hold for the chord button while playing.
* Tone S-01 Ac.Gt (EZ) will continue to sound even if you take your finger off 
the chord button.

Instachord-UM_210606.indd   14Instachord-UM_210606.indd   14 2021/06/06   19:182021/06/06   19:18



15

保 証 書

本書は、以下に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品名・形名・品番： 電子楽器・インスタコード・IC-30

保証期間 ： 本品のご購入日*1 から１年間

保証対象 ： 本体

保証対象外： 付属品（USB ケーブル、番号ラベル）および消耗品（本体内蔵電池など）*2

保証対象のお客様： 本品のご購入者*3（ご家族を含む）、またはご購入者からの贈答品として本品を譲渡されたお客様*4

*1 ご購入日は当社から商品を出荷した日（「納品明細書」に「出荷日」として記載）となります。お客様宅への配達日ではありませんのでご了承ください。
*2  納品時点で確認された材質上または製造上の瑕疵についてはこの限りではありません。
*3  ご購入者は「納品明細書」に「お届け先」として記載された氏名・住所のお客様となります。
*4  ご購入者から贈答品として本品を譲渡されたお客様は、無償修理のご相談の際にお申し出ください。 なお、転売、譲渡（贈答を除く）、オークション売買な

どで本品を入手された場合は「保証対象のお客様」とならない場合がありますのでご了承ください。

■ ご注意

 保証期間内でも以下に該当する場合は、保証の対象外とし、当社は一切
の責任を負いません。

(a) 取扱説明書、本体ラベル、その他注意書きに従わない使用状態（海外に
おける使用を含む）に起因する故障または損傷。

(b) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(c) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や塩害、異

常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
(d) 車両、船舶への搭載や極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使

用された場合の故障または損傷。
(e) 一般家庭以外（業務用など）で使用された場合の故障または損傷。
(f) 本書のご提示がない場合。
(g) 納品明細書の字句を書き換えられた場合。
(h) 表面的な損傷の場合（かすり傷、へこみなどを含みます）。
(i) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場

合。
(j) 故障原因について虚偽の申告がなされた場合。

 保証期間内でも商品を当社窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行
った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があ
ります。

 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。また、修
理により交換した部品は当社が適切に処理、処分いたします。

 本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最
初のご購入時の保証期間が適用されます。

 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害につい
ては補償いたしません。

 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してくださ
い。

 本書は日本国内においてのみ有効です。

■ 修理等のご相談時にいただいた個人情報の取り扱いについて

 当社は、お客様の個人情報をお客様の対応や修理およびその確認時に利用し、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
 次の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供することはありません。
(a) 修理やその確認業務、輸配送を委託する場合。
(b) 法令の定める規定に基づく場合。

個人情報の取り扱いの詳細については、当社ホームページのプライバシーポリシーをご覧ください。  ▶ https://shop.instachord.com/policies/

■ 納品明細書の記載事項と異なる場合のお手続きについて

納品明細書に記載されたご購入者情報と異なる場合（保証期間内に転居された場合や本品を贈答用として譲渡された場合）等は、無償修理のご相談の際にお申し
出ください。

■ 本書を適用し、無償修理をご希望の場合には下記の窓口にご連絡ください。

修理・保証の詳細については、当社ホームページの修理規約をご覧ください。  ▶ https://instachord.com/policies/

修理のご相談窓口
http://instachord.com/contact

フリーコール 0120-964-737
保証責任者 InstaChord 株式会社 〒153-0064 東京都目黒区下目黒 3-2-3-201

ご購入日を確認できない場合、保証対象外となります。納品明細書または発送確認メールと一緒に保管して下さい。
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