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はじめに
この度はSoundPEATSQ30PlusB山etoothイヤホンをお買い上げ

頂き､誠にありがとうございます｡この取扱説明書には事故を防ぐた

めの重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています｡この説明

書をよくお読みの上､製品を安全にお使いください｡お読みになっ

たあとは､いつでも見られるところに大切に保管してください｡本製

品について何かご不明な点がございましたら､お客様サポート:

support@soundpeatsaudio.⊂omまでご連絡くださいO

パッケージ内容

-:=7--芸:=7-A--攣,-fI-.1
三 三三三三ISささS:三三
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◎ ◎

EtB こく三日 虚
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0 1xSoundPEATSQ30PlusBIuetoothイヤホン

⑳ 2xケーブル留めバックル
◎ 2×コードケル プ

令1×収納バッグ

㊨ 10×交換用イヤーピース

◎ 6x交換用イヤーフック

㊥1xUSB充電ケーブル

㊨ 1xカラビナ

◎ 1×ユーザーガイド

㊥
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0 uSB充電ポート

◎ 音量｢+｣/次の曲

◎ マルチファクションボタンOLEDインジケーター

/マイク

◎ 音量ト｣/前の曲

B山etoOth規格 Bluetooth4.1HSP､HFP､A2DP､

AVRCP

B山etoothプロファイル HSP､HFP＼A2DP､AVR⊂P

チップセット ⊂SR8645

オーディオコーチソク APTX

最大通信距離 10m

リチウムポリマー電池 3.7V/55mAH★2

再生時間 約7時間

(音量が60%にて8時間再生できます)

充電時間 約1-2時間

待機時間 約100時間

ディメンション(L★W★H) 25×0.98x1.26inChes/

635x25×32mm

イヤーピースの装着方法 荊

ぴったり耳に装着させます

イヤーピースが耳にフイットしていないと､低音が聞こえないことが

ありますOよりよい音質を楽しんでいただくためには､イヤーピース

のサイズを交換したり､おさまりの良い位置に調整するなど､ぴった

り耳に装着させるようにしてください｡

イヤーホンの装着

1本製品の左右を確認してください｡

2イヤホンを耳の穴の差し込んでくださ

い｡

3イヤホンをおさまりの良い位置に調整

し､ぴったり耳に装着させるようにして

ください｡
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本機を充電する

本機は出荷時に充電を行っておりますが､ご利用になる前に一度完

全に充電を行ってください｡

1.本機のUSB充電ポートと､USB充電アダプターおよびコンピュー

ターのUSBポートを付属のUSBケーブルで接続しま1.

2.充電は自動的に開始されます､その際にLEDランプは赤色に点灯

します｡

3.充電が完全に終わりますと､LEDランプは青色に点灯しますo

注意事項

LEDランプが青色で点滅した場合､バッテリ残量が少なくなってい

ます｡同時に音声ガイダンスでお知らせが行われますので＼充電を

行ってください｡

1.バッテリ性能を維持するために､ご利用にならない時でも＼3ケ月

に1回は充電を行ってください｡

2.USBアダプターで充電する時､1Aを超える電流を取り込まないでく

ださい｡

ペアリングの手順

1.近くにある接続する機器以外の､Bluetooth機器の電源をオフにしてく

ださい.また本機と相手側機器を1メートル以内を目安に近づけてくだ

さい｡

2.マルチファンクションボタンをLEDランプが青色で点滅するまで､3秒間

ぐらい押し続けてください｡

3.接続したい機器のB山etooth機能を有効にし＼本機の検索を行ってくだ

さい｡

iPhone/iPad/iPod:設定→Bluetooth→オン

Andr｡id:設定→無線とネットワーク設定→B山etooth設定うオン→機

器をスキャンする

WindowsPhone8:設定→Bluetooth→オン

4.相手機器に表示された端末リストから｢SoundpeatSQ30P山5｣を選択

し､接続が完了したら､ヘッドセットから｢yourheadsetis⊂onne⊂ted｣

という音声ガイダンスが流れ､LEDアンプが青色で点滅しまTo

注意事項

1.Bluetooth接続が行われない場合は､3分が経過すると自動的に電

源が切れます｡

2.本機の最大通信距離は10mとなりますo通信可能距離を超えます

と､一時的に通信が切断されますが､通信可能距離内に戻りますと､

自動的に再接続が行われます｡

3腰続を切断したい場合､音量｢+｣/ト ｣ボタンを同時に3秒間ぐら

い押し続けてください｡

再ペアリング

本機は､接続履歴を記録しています｡以前ペアリングしたことがあれ

ば､相手側機器のBluetooth機能をオンにし､本機の電源を入れま

すと(マルチファンクションボタンを3秒間ぐらい押し続けてください

)､ペアリングを行うことなく接続が行われます｡

⑯
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iiiiiil リセットするには

充電器に接続すると同時に､LEDランプが青色で2回点滅するまで､

マルチファンクションボタンを約3秒間押し続けますと､本機をリセ

ットします｡

基本操作と音声通知

ボタン操作

機器との接続が行われると､本機はスマートフォンやタブレット機器

の､マルチメディア機能､および受話や通話機能の操作が可能にな

ります｡

働き 操作方法

電源を入れる LEDランプが青色で点灯するまで､マルチフア

ンクシ∃ンボタンを5秒間ぐらい押し続けまTo

電源を切る LEDランプが赤色で点灯するまで＼マルチプア

ンクシ∃ンボタンを4秒間ぐらい押し続けまT.

再生/一時停止 マルチファンクションボタンを1回押しますo

音量調節｢+｣/｢-｣ ｢+｣/｢-｣ボタンを1回押しますo

次へ/前へ ｢+｣/ト ｣ボタンを長押LLますo

電話を受ける マルチファンクションボタンを1回押しますも

電話を切る 通話中にマルチファンクションボタンを1回押

しますo

電話を拒否する 着信中にマルチファンクションボタンを1.5秒間

ぐらい押しますも

本機とスマフオンの 通話中にマルチファンクションボタンを1.5秒間

音声の切り替え ぐらい押しますo

回線交換 マルチファンクションボタンを2回押しますと､2

つの通話を切り替えますo

シリ(lo§) 音楽を再生′一時停止している時､マルチフアン

LEDランプの点灯状態で､本機の状態を見分けることができます｡

LEDランプの表示 本機の状態

赤色で点灯 充電中

青色で点灯 充電完了

6秒間隔で赤色で点灯 バッテリの残量が少ない

よくある質問

Q:本機の電源が入っていますが､相手側機器と接続することができ

ません｡

A:まずは､相手側機器のB山etooth機能を有効にしたかどうかを確

認してください｡次は相手側機器に表示された端末リストから本機

を選択してください｡それでも接続できない場合､本機をリセットし

てください｡

Q:音楽や通話がクリアに聞こえない/通話相手に自分の声がはっきり

届かない｡

A:お使いの携帯電話や本機の音量を調整してください｡また､通信

状況の改善のため､本機と相手機器はできるだけ近づけてご使用く

ださい｡電波の干渉も考えられますので､周辺に干渉物がないかご

確認ください｡
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.~｣-~l Q:スマートフォンとの接続ができているのですが､何も聞こえません｡

A:本機の音量が小さすぎないかご確認ください｡いくつかのスマー

トフォンでは､音声の出力をBluetoothイヤホン側に指定する手順

が必要な場合があります｡スマートフォンの取り扱い説明書をご覧く

ださい｡また､音楽プレーヤーやその他のB山etooth機器と接続して

いる場合､ステレオプロファイル｢A2DP｣に機器が対応しているかご

確認ください｡

Q:充電しながら本機を使えますか｡

A:お客様の安全のため､充電中に本機を使用しないでください｡

Q:接続が安定せれ途切れることがありまT.

A:本機と接続機器の問に障害物がないかご確認ください｡無線電

波やWIFlb通信に干渉する場合もあります｡

Q:本製品の通信範囲はどのぐらいですか｡

A:本製品は､最大10mの通信が可能です｡しかしながら､実際の通

信可能距離は環境に依存し､機器と本機の間に障害物がない状態

でも､5-8m程度が良好な通信が行える距離となります｡

Q:本機の電源が入りません｡

A:バッテリの残量がない可能性がありま70-度完全に充電を行っ

てください｡完全に充電を行った後でも電源が入らない､または充

電がされない場合には､保証期間内であれば､弊社のカスタマーサ

ポートまでご連絡ください｡

安全上の注意事項

｡ 本製品を高温または多湿の場所を避けて保管してください｡

● 本機を直射日光の当たる場所や高温下に置かないでください｡

高温環境は本イヤホン本体､および内部回路やバッテリの寿命

に悪影響を及ぼします｡

･使用しない時や保管する時は､本機の電源を切ってください｡

｡ 自分で本機を修理や改造･分解をしないでください｡故障や感電

や火災､やけどの原因となります｡

･ 本機に衝撃を与えたり､落下させたりしないでください｡

･ 化学薬品や洗剤で本製品を拭かないでください｡

● 表面を鋭いもので擦らないよう､ご注意ください｡

保証とサポート

カスタマーサポート:

本機についてご不明な点や技術的なご質問､故障と思われるときの

ご相談については､support@soundpeatsaudio.Comまでメールで

お問い合わせください｡

通常であれば､24時間以内にご対応させていただきます｡

SoundPEATSAudioJAPANは 最善の努力を尽くしてお客様をサポ

ート致します｡

さらに詳しい情掛 ま公式サイトへ:www.Soundpeats.⊂O.jp
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保証につきまして

本機は､製造時の欠陥による故障に対して､ご購入日よリ12ケ月の製

品保証を提供させていただいております｡製品ユーザーガイドの記

載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合､本保証書

に記載された内容に基づき､修理または返品の対応について､販売

者にご連絡をお願いいたします｡

｡SoundPEATS製品保証適応外事項

.正規代理店以外の販売者から製品を購入した場合｡

｡製品の誤用､および人為的破損をした場合｡

.火のそば(熱による影響を含める)､化学薬品､放射性物質､液体に

よる破損の場合

.地震､水害､落雷などの自然災害､および異常電圧等による故障､破

損の場合｡

｡弊社および弊社が指定するサービス機関以外の第三者による修理

､調整､改良がされた場合｡

soundPEATSおよび販売者による返品対応のご連絡の前に､製品の

返品を行わないでください｡

ステートメント

soundPEノ汀S製品は､SoundPEATS直販またはSoundPEATSの認定

代理店から製品をご購入した場合のみ､お客様サポートをご提供い

たします｡その他の販売者からご購入いただいた場合､各種サポー

トおよびリクエストは､その販売者に直接お問い合わせください｡

Bluetooth及びロゴはBluetoothSICin°.による登録商標です｡
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AchQrging
TochQrgeSOfeJy,pleQSemokesure
fhepowersourseis5V,ilA.

△充電する
ご安全のために､5VIAを超える電流を取り込
まないでください｡

曾 pQiring
Longpressmuけifunclionbu什onfor5
SeCOnds

曾 ペアリングする
マルチボタンを5秒長押ししてペアリングモー
ドに入ります｡
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