
BLUETOOTH STEREO
TRANSMITTER



OVERVIEW
The Mimitakara is a high defini-
tion Bluetooth stereo transmitter, 
which can make any stereo 
device a wireless device! 
It does this by decoding high 
definition stereo signals into 
Bluetooth digital signals that 
transmit to your Bluetooth 
receiving device. So, you can 
enjoy all the music from your 
non-Bluetooth mobile phone, 
iPad, Kindle Fire and even TV, 
wirelessly!

This product has a built-in 
Lithium battery that can last for 
up to 7 hours on a full charge.



SYSTEM REQUIREMENTS
An audio or music playing 
device with a 3.5mm audio-out 
jack.
Pair with any Bluetooth stereo 
receiving devices that support 
the Bluetooth A2DP profile, such 
as Bluetooth headsets, speak-
ers, etc.



ACCESSORIES 

Main unit
3.5mm audio cable
AV cable
Micro USB cable



FEATURES

Volume 
control

Clip

e 
OFF/ON

LED 
indicator

Charging 
Port

Music cable 
socket

Microphone



1. Chargeing
The transmitter can be fully 
charged in around 2 hours. 
We recommend charging the unit 
for least 4 hours before using for 
the first time.

To charge the transmitter:
1) Insert the micro-USB end of 
    the charging cable into the 
    charging port of the transmitter
2) Plug the USB end of the 
    charging cable to an USB 
    charging adapter or any active 
    USB port
3) The power LED will turn red 
    when charging. It will automat
    ically turn OFF when the 
    transmitter is fully charged.

HOW TO USE



Note:
You can use the transmitter while 
it is charging. The inter.

2. Turning the transmitter 
    On / Off

Turn On
Press and hold the power button
for 3 - 5 seconds until the LED 
flashes in blue. The blue LED will 
be on.

Turn Off
Press and hold the power button
for about 3 seconds until the LED 
flashes in red. The LED will flash 
in red for three times and then off.



3. LED indicator

Red and blue LEDs flash 
alternately: Paring mode

Blue LED flashes twice every 
5 seconds: Standby mode

Red LED flashed once every 
10 seconds: Bluetooth connection 
established



4. Bluetooth Pairing
Note: Before pairing , please 
make sure your Bluetooth receiv-
ing devices support Bluetooth 
A2DP (Advanced Audio Distribu-
tion Profile).
In order for your transmitter to 
pair with other Bluetooth device, 
you must bring the Mimitakara 
into pairing mode. 
This is indicated by the LED 
indicator flashing in red and blue 
alternatively.
1) Start with transmitter turned 
    OFF. Please make sure no 
    other Bluetooth device around 
    is in pairing mode.
2) Bring the transmitter and your 
    Bluetooth receiving device 
    next to each other or within 3 
    feet distance.



3) Press and hold the power 
    button for about 6-7 seconds 
    or until the LED indicator is 
    blinking in red and blue 
    alternately. You will see the 
    blue light blinking first. Just 
    keep holding the button and 
    the light will soon change to 
    blue and red flashing.
4) The transmitter is now in 
    pairing mode. Please follow 
    the instruction of your Blue-
    tooth receiving device to bring 
    it into pairing mode and it 
    should automatically pair with 
    the transmitter.
5) Once successfully paired, the 
    LED indicator will turn red  
    and then flash once every 10 
    seconds.



Note:
If a PIN code is required for 
pairing, please try the following 
code: “0000” “1234” “1111” or 
“8888”.
When your device is switched 
on, it will automatically connect 
with the last  paired device. To 
pair it with other devices, first 
switch off the old paired receiv-
ing device and then pair the 
transmitter to the new device 
using the same steps listed 
above.
The transmitter will stay in 
pairing mode for 2 minutes at 
most if no pairing device is 
found. Afterwards, it will go into 
standby mode until power off.
The transmitter will switch to 
standby mode if pairing devices 



is switched off or Bluetooth 
disconnected.
The Mimitakara is able to be 
used while charging.
When the unit is charging, the 
Red LED will be lit constantly 
until charging is over. To avoid 
confusion when charging and 
using at the same time, we 
recommend pair the device 
first, and then start charging.



Sometimes, the transmitter will 
refuse to pair with other devices 
even if it is in pairing mode with 
red and blue light flashing. You 
will need to reset the transmitter 
to make it fresh and wanting to 
pair again.

To reset the transmitter:
   Turn ON the transmitter
   Double press the power button
   Turn OFF the transmitter
You may need to try this a few 
times if it does not work on your 
first attempt.

5. Reset



SPECIFICATIONS
Bluetooth Version
Bluetooth V2.1 with EDR, Class II
Bluetooth Profile
A2DP, AVRCPC
Range
33 feet (in open space)
Charging Power
DC 5V
Charging Type
Universal Micro USB Port
Battery
Rechargeable Li-Polymer battery
Working
6-7 hours working
Standby Time
140 hours standby
Charging Time
About 2 hours



We can only provide after sale 
services for products that are 
sold distributor. If you have 
purchased your unit from a 
different place, please contact 
the seller for return and warranty 
issues.

STATEMENT

Dimension (L*W*H)
2.4”*0.87”*0.39”(61*22*10mm)
Weight
0.03 lbs(13g)



CARE AND MAINTENANCE
Keep the transmitter away 
from heat and humidity.
Do not put the product under 
direct sunlight or hot areas. 
High temperatures will shorten 
lifespan of the transmitter, 
battery and/or the internal 
circuit board.
Do not try to take the product 
apart. It may cause serious 
damage.
Do not drop or knock your 
transmitter on hard surfaces as 
it damage the interior circuit.
Do not use chemicals or 
detergents to clean the prod-
uct.
Do not scrape the surface with 
sharp objects.



TROUBLE SHOOTING
Q: My transmitter will not switch 
     on.
A: Please recharge it and make 
    sure the transmitter has 
    enough battery power. Plug 
    the unit to a charger and see 
    if he LED indicator will 
    become red.
Q: I am having trouble pairing 
    and connecting to my Blue
    tooth pairing device.
A: Please check the following:
    Please make sure your 
    Bluetooth device support 
    A2DP profile.
    Make sure turn OFF other 
    Bluetooth devices around.
    Make sure the transmitter
    and your device are next to 
    each other or within 3 feet .



    You must get the transmitter 
    alternatively.
    You may need to clear the 
    memory. Please read ‘how to 
    clear memory’ for instruc
    tions.
    You must get the transmitter
    into pairing mode with LED 
    indicator flashing in red and 
    blue alternatively.
    You may need to clear the 
    memory. Please read ‘how to 
    clear memory’ for instruc
    tions.
Q: After connecting and paring 
    with my Bluetooth device, I 
    cannot hear any music from 
    my sound system.
A: Please check the following:
    Make sure the transmitter is 
    connected well with the 
    player.



     Make sure the player is    
     playing music and the 
     volume is turned up.
Q: Why can I not pair with my 
     smartphone or iPad ?
A: The Mimitakara is a Blue
     tooth transmitter, NOT a 
     receiver. You must connect 
     the transmitter to a non- 
     Bluetooth audio generating 
     device such as a Kindle Fire, 
     iPod, TV, computer, etc. 
     Then pair it with your Blue
     tooth headset/speaker.
     Note: Due to Bluetooth 
     compression / decompres
     sion, there may be a delay in 
     audio / video uses. This is 
     standard among all transmit
     ters.
Q: My device is flashing RED.
A: This means the battery is low 



     and needs to be charged 
     soon.
Q: Can I use my transmitter 
     while it is charging?
A: Yes, we have updated the 
    Mimitakara transmitter since 
    Dec. 1st  2013, so now you 
    can use it while charging.
Q: I haven’t used the Mimitaka-
     ra for a while, now the 
     battery is dead. What can I 
     do?
A: If the unit has not been used 
    for more than 21 days,     
    please charge the unit for at 
    least 4 hours as the battery 
    will need a full charge and be 
    aware the LED indicator light 
    may take several hours to 
    show recharging is complete.



For technical assistance, please 
email to with your purchase 
order number and a detailed 
description of your issue. We 
normally respond to enquiries 
within 24 hours.

This product is covered with 
parts and labor warranty for 12 
months from date of the original 
purchase from authorized retailer 
and distributor. If the device fails 
due to a manufacturing defect, 
please contact support immedi-
ately to launch a warranty claim. 
We will instruct you on how to 
return the defective unit back to 
us for repair and replacement.

TECHNICAL ASSISTANCE

WARRANTY



The following are excluded from 
warranty cover:

Device purchased as 2nd 
hand, used or from unautho-
rized sellers.
Damage resulted from misuse 
and abusive action.
Damage resulted from chemi-
cal, fire, radioactive substance, 
poison, liquid.
Damage resulted from natural 
disaster.
Damage caused to any 3rd 
party / person / object and 
beyond.

No return will be accepted without 
seller authorization.



無線藍牙麥克風發射器



產品介紹:
Mimitakara無線藍牙麥克風發射
器是一款高清藍牙立體聲發射器，
它可以使任何立體聲設備成為無線
設備！產品內建高感度麥克風，可
以接收周遭的聲音並傳輸給藍牙耳
機或藍牙喇叭，或可以使用所附屬
的訊號線，連接到具有3.5mm或 
RCA(AV端子)音頻設備，即可為電
視機，個人電腦以及所有缺乏無線
傳輸功能的音頻設備添加藍牙發射
功能，通過將高清立體聲信號解碼
為傳輸到您的藍牙接收設備的藍牙
數位信號，您可以無線方式享受非
藍牙手機，iPad，Kindle Fire甚至
電視上的所有音樂！。 ( 注意：此
發射器無法與任何手機或平板電腦
配對。）



Mimitakara無線藍牙麥克風發射
器是一個可以快速立即使用的設置
，簡易的安裝使您的音頻設備能夠
與您的藍牙耳機、藍牙喇叭、音箱
、藍牙電視耳機或Amazon Echo
進行配對通信， 高可達33英尺
/10米的傳輸距離，可以讓您在運
動時無拘無束享受音樂，或在觀看
深夜電視節目不打擾室內其他人，
讓您隨時隨地享受無線音頻傳輸。

Mimitakara無線藍牙麥克風發射
器兼具廣泛的兼容性，可以相容絕
大多數藍牙裝置，具有流暢的通信
和完美同步發射能力，可以使原音
重現，讓您享受無可挑剔的音質。
同時Mimitakara無線藍牙麥克風
發射器體積小巧，電池使用壽命長
，可長達7〜8小時的連續音頻播放



或140小時待機。

Mimitakara無線藍牙麥克風發射器
可視需求切換功能，不論是直接當
作藍牙麥克風，或無線藍牙耳機，
都不需作其他設定，只需進行配對
，就可以把家中播放設備升級成無
線藍牙，輕鬆享受無線音樂。

具備3.5mm音頻輸出插孔之音頻或
音樂播放設備。
可支援藍牙A2DP配置的藍牙立體
聲接收設備，如藍牙耳機，揚聲器
等。

系統要求



1. 輔具用途
可搭配具有藍牙連線的助聽器，可
以降低聲音因為透過空氣傳導的失
真度，有助於聽力障礙者之語言學
習，或於吵雜環境便利與其溝通。
2. 會議用途
將Mimitakara無線藍牙麥克風發射
器放置於演講者或會議主持人附近
，再以藍牙耳機或藍牙喇叭接收其
發言，以利遠方聆聽。
3. 教學
以Mimitakara無線藍牙麥克風發射
器傳送老師上課的發言至教室遠方
配置之藍牙喇叭，以增強教學效果
。
4. 觀看電視功能
將Mimitakara無線藍牙麥克風發射
器放置於電視喇叭附近，內建高感

適用場合



度麥克風將接收電視的聲音並傳輸
給藍牙耳機或藍牙喇叭，或使用所
附屬的訊號線，連接到電視3.5mm
耳機輸出孔或RCA(AV端子)音頻輸
出口，再以藍牙耳機或藍牙喇叭接
收電視聲音，以降低他人受到電視
音量干擾。
5. 與Amazon Echo通信
使用Mimitakara無線藍牙麥克風發
射器與Amazon Echo進行配對通信
，以增長Echo之接收距離。
6. 兒童監護功能
將Mimitakara無線藍牙麥克風發射
器放置於嬰兒附近，再以藍牙耳機
或藍牙喇叭接收嬰兒發出聲音，以
利遠端監護。



附屬配件

發射器主體

3.5mm 音源線

AV 線

USB充電線



各部說明

音量
調整

固定夾

電源
開關
麥克風

LED 
指示燈

USB充電埠 音源輸入孔



1.充電
發射器可在2小時左右充滿電。我
們建議首次使用前至少對本機充電
4小時。
1）將充電電線的micro-USB端插
      入變壓器的充電口。
2）將充電電線的USB端插入USB
      充電變壓器或任何活動的USB
      端口。
3）充電時電源指示燈紅燈閃爍。
      當充滿電時，它將自動變為紅
      燈恆亮。
注意：您可以在充電時使Mimita-
kara發射器。內部防止過充電路，
可以自動避免電池過度充電。

使用方法



2. 打開 / 關閉發射機
開機：推動電源滑動開關至右方位
置，此時LED紅燈、藍燈交互閃爍
。
關機：推動電源滑動開關至左方
位置，LED熄滅。

3. LED指示燈
1）充電時紅燈閃爍，當充滿電時，
      紅燈恆亮。
2）配對模式時，紅燈和藍燈交替
      閃爍。
3）藍牙連接建立後，藍燈閃爍。



4. 藍牙配對
注意：在配對之前，請確保您的藍
牙接收設備支持藍牙A2DP（高級
音頻分配配置文件）。
為了讓您的發射器與其他藍牙設備
配對，您必須將發射器帶入配對模
式。 LED指示燈紅色和藍色交替閃
爍。
1）開啟發射器電源。請確保周圍
     沒有其他藍牙設備處於配對模
      式。
2）發射器與您的藍牙接收設備彼
      此相鄰或距離3英尺 (1公尺 )。
3）同時按住音量+ / - 按鈕約5秒
      ，或直到LED指示燈紅燈和藍燈
       交替閃爍。
4）此時發射器處於配對模式。請
      按照藍牙接收設備的說明進行
      配對。



5）成功配對後，LED指示燈將持續
      藍色閃爍。
注意：
● 如需配對PIN碼，請嘗試以下代
     碼：0000”“1234”“1111”
     或“8888”。
● 當您的設備開機時，它會自動連
     接上一個配對的設備。要將其與
     其他設備配對，請先關閉舊的配
     對接收設備，然後使用上面列出
     的相同步驟將發射機配對到新設
     備。
● 如若找不到配對裝置，發射器將
     持續維持配對模式，直到配對成
     功。
● 如若配對設備關閉或藍牙斷開，
     發射器將切換至待機模式，直到
     配對設備重新開啟或藍牙開啟
     後。



● 發射器可以在充電時使用。
● 當本機正在充電時，紅色LED將
     不斷閃爍，直到充電結束後轉為
     恆亮。為避免同時充電和使用時
     出現混淆，建議先將設備配對，
     然後開始充電。

5. 重置
有 時 發射器會 拒 絕 與 其 他 設 備配
對，即使它處於配對模式。請重置
發射器，並再次配對即可。

重置發射器方法如下：
● 打開發射器
● 雙按音量鍵
● 關閉發射器
如果第一次配對不起作用，您可能
需多嘗試幾次。



產品規格
● 具有EDR的藍牙版本藍牙V2.1
    ，Class II
● 藍牙配置文件A2DP，AVRCP
● 範圍33英尺/10米 (在開放空間)
● 充電電源DC 5V
● 充電類型通用微型USB端口
● 內建電池：可充電鋰聚合物
● 工作時間：6-7小時
● 待機時間：140小時
● 充電時間：約2小時
● 尺寸：長61*寬22*高10 mm
● 重量：13g



請閱讀以下建議，以確保您的產品
能夠長期順利運行。
● 保持遠離熱源和潮濕環境。
● 請勿將產品放在陽光直射或高溫
     的地方。高溫會縮短發射器及電
     池或內部電路板的使用壽命。
● 不要試圖拆開產品。這可能會造
     成嚴重的損害。
● 請勿將發射器掉落或撞擊在堅硬
     的表面上，否則會損壞內部電路
     。
● 請勿使用化學品或清潔劑清潔產
     品。
● 不要用鋒利的物體刮擦表面。

保養和維護



問：我的發射器不能開機。
答：請立即充電，確保發射器有足
夠的電量。將本機插入充電器充電
，觀察LED指示燈是否亮紅燈。

問：配對和連接到我的藍牙配對設
備時遇到問題。
答：請檢查以下內容：
● 請確保您的藍牙設備支持A2DP
     配置文件。
● 請確保關閉其他藍牙設備
● 請確保發射器與您的設備相鄰或
     相距3英尺 / 1公尺內。
● 您必須使發射器進入配對模式
    ，LED指示燈以紅色和藍色交替
    閃爍你可能需要清除記憶。
    請閱讀“如何清除內存”以獲取
    相關說明。

故障排除



問：連接和配對藍牙設備後，我聽
不到來自音響系統的任何音樂。
答：請檢查以下內容：
● 請確保發射器與播放器連接良好
● 請確保發射器音量有調高
● 請確保播放器正在播放音樂，音
     量調高

問：為什麼我的發射器不能與智慧
手機或iPad配對？
答：藍牙發射器不是接收器。您
必須將發射器連接至非FireFox，
iPod、TV、電腦等藍牙音頻發聲
設備，然後將其與藍牙耳機或揚聲
器配對。
注意：由於藍牙壓縮 / 解壓縮，音
頻 / 視頻使用可能會延遲。這是所
有發射器的標準配置。



問：我的發射器閃爍紅色。
答：這意味著電池電量不足，需要
立即充電。

問：我可以在充電時使用我的發射
器嗎？
答：是的，發射器可在充電的同時
使用它。

問：長時間未使用發射器，現在電
池電力已經耗盡。我能做什麼？
答：如果發射器已連續21天以上未
使用，請將發射器充電至少4小時
，電池才能充滿電。請注意LED指
示燈可能需要幾個小時才能顯示充
電完成(紅燈恆亮)。



耳宝無線Bluetooth
オーディオ発信器



製品紹介
耳宝無線Bluetoothは音質向上デ
ジタル信号処理から音割れやノイ
ズの抑制に開発しました。オーディ
オ発信器は高質Bluetoothステレ
オ発信器です。どんなステレオ設
備ともこの発信器を通じて無線設
備になります。発信器には高い感
知度のマイクが付いてあるため、
音声を受け取れてからBluetooth
イヤホン或はBluetoothスピーカ
ーに伝送します。付属ケーブルを
使って3.5mmのオーディオケーブ
ルもしくはRCA(AV端子)が付いて
あるオーディオ設備と繋ぎ、接続安
定性が高くテレビ、パーソナルPC
および無線伝送機能がないオーデ
ィオ設備にBluetooth発信機能を
加えることによって高質ステレオ信



号をBluetoothレシーバにBlue-
toothデジタル信号を受け取ります
。ワイヤレスでBluetooth機能が付
けてない携帯、iPad、Kindle Fireと
テレビなどのオーディオシグナル
がBluetoothでBluetooth受信機
に送信して、ワイヤレス高音質生活
を楽しむ。
※携帯或はiPadとも本発信器とコ
    ネクトができません。

取付しやすい発信器装置はオー
ディオ設備とBluetoothイヤホン、
Bluetoothマイク、スピーカー、
Bluetoothテレビイヤホン或は
Amazon Echoコネクトで通信が
行います。
最大伝送距離10mで運動、深夜に
テレビを見たいですが家族の睡眠



を妨げずに高音質を楽しむことが
出来ます。

耳宝無線Bluetoothオーディオ発信
器は幅広く多いBluetooth装置と交
換性ができ、すらすら会話と完璧な
同時発信能力が持つことによって
元声が再現できてすばらしい音質
を楽しめます。発信器本体がコン
パクト、電池寿命が長い、待機時間
140時間、7~8時間連続使用ができ
ます。

発信器にある二つの機能を切替て
ニーズに合わせることが出来ます、
Bluetoothスピーカーにしても
Bluetoothイヤホンにしても設定
せずコネクトだけで家にある放送
設備をグレッドアップして無線



Bluetoothになりワイヤレス生活を
楽しめます。

システム
3.5mmのオーディオケーブルが付
いてあるポータブルオーディオケー
ブルを接続或は音楽を流す装置。
A2DPが組み込まれたBluetoothス
テレオ受け取り設備とコネクトし
ます。例え：Bluetoothイヤホン、
拡声器など。



1、 サブ用途
Bluetooth機能付きの補聴器とあ
わせて、音声を空気伝導からの音
声失真度を下げることが出来ます。
聴力障害者には言語学習がより易
くなります。噪音値高い環境でも
よりよいコミ ュニケーション取るこ
とができます。
2、 会議用途
ワイヤレス発信器を講演者或は会
議司会者の近くに置き、Bluetooth
イヤホン或はBluetoothスピーカー
から遠聴ができます。
3、 授業用途
教師授業中の発言を発信器より教
室内に遠く設置したBluetoothスピ
ーカーに伝送することによって授業

使用場面



効果上がるようになります。
4、 テレビ見る
テレビスピーカーの近くに置き、テ
レビの音声がBluetooth化して簡単
にイヤホン或はスピーカーに送ら
れます。もしくは付属しているケー
ブルをテレビにある3.5mmのオー
ディオケーブル或はRCA(AV端子)と
接続して、Bluetoothイヤホン或は
Bluetoothスピーカーからテレビの
音声を受け取ることによって他人に
テレビからの邪魔を抑えられます。
5、 アマゾンEcho通信
発信器とアマゾンEchoをコネクト
にして通信することによって、Echo
の受取距離を増やします。
6、 寝ている子供の横に置くだけで
子供が泣いているかどうかわかり
ます。



セット内容

発信器イヤホン
3.5mm オーディオケーブル
AV コード
Micro USB充電コード



各部位名称

音量
調整

固定
クリップ

電源
スイッチ

ランプ
指示

USB充電ポート ケーブルポート

マイク



1、 充電式USB仕様
発信器約2時間で満充電、初めて使
用する前に4時間充電お勧めです。
1) 充電ケーブルのマイクロUSB端
子をアダプターの充電口に差し込
みます。
2) 充電ケーブルのUSBをUSB充電
アダプター或はほかのUSB端子に
差し込みます。
3) 充電したときに電源ランプ赤ラ
ンプ点滅します。満充電したときに
赤ランプ通常点灯になります。

2、電源ON / OFF
ON ： 電源ONにしたときにLEDラン
プは赤・ブルーストロボします。
OFF ： 電源OFFにしてLEDランプが
切れます。

使用方法



3、 LEDランプ
1) 充電したときに赤ランプ点滅し
ます、満充電したときに赤ランプ通
常点灯します。
2) コネクトモードしたときに赤・ブ
ルーランプがストロボします。
3) Bluetoothコネクトで繋がって
いるときにブルーランプが点滅
します。
4、Bluetoothコネクトします
※コネクトする前にBluetoothレシ
ーバ設備にA2DPサポートしている
のをご確認ください。
発信器とほかのBluetooth装置を
コネクト出来るよう、発信器をコネ
クトモードにしてください (LEDラン
プは赤・ブルー点灯します)。
1) 発信器OFF。周りのほかのBlue-
tooth装置はコネクトモードにない



ことをご確認ください。
2) 発信器とBluetoothレシーバ装
置を約1m離れたところに置いてく
ださい。
3) 音量ボタン＋/－を同時に約5秒
、LEDランプ赤・ブルーフラッシュ
まで押してください。コネクトにな
ったらブルーランプのみ点滅しま
す。
4) 発信器はコネクトモードになっ
ている。Bluetoothレシーバ装置の
説明通りにコネクトモードにして自
動的に発信器とコネクトします。
5) コネクトになってから、LEDラン
プはブルー点滅し続けています。

注意点
● PINコードをコネクトする場合、
     まず”0000”、”1234”、”1111”、



”8888”コードを試してください。
●装置ONにしてから、自動的に
コネクト出来る装置と繋がります。
ほかの装置とコネクトしたいときに
コネクトしたレシーバ装置をOFFに
してください。上記4コネクト手順通
り発信器とコネクトしたいレシーバ
装置と繋がってください。
●コネクト出来る装置がみつから
なかったら、発信器はコネクト出来
るまでコネクトモードになっていま
す。
●コネクトしたい装置電源OFF或
はBluetooth OFFにしたときに、発
信器は待機モードになります；レ
シーバ装置再び電源ONあるいは
Bluetooth ONにしたときに発信器
は再び自動的にコネクトします。
●充電しているときに発信器も使



えられます。
● 発信器充電しているときに赤
LEDランプが点滅し続けています、
満充電になった時に赤ランプ通常
点灯になります。

リセット
もし発信器はコネクトモード(赤・ブ
ルーランプ点滅)にしたときでもコ
ネクト出来ない場合、発信器をリ
セットしてください。
リセット方法：
● 発信器をONにしてください。
● 音量ボタンを同時に押してくだ
      さい。
● 発信器をOFFにしてください。



● EDR Bluetoothバージョン
     BluetoothV2.1、クラスⅡ
● BluetoothプロファイルA2DP
    (Advanced Audio Distribution 
     Profile)、AVRCP
● 範囲10m(開放空間)
● 電源DV 5V
● 充電タイプ共通型USB端子
● リチウム充電電池使用
● 稼働約6～7時間
● 待機約140時間
● 満充電約2時間
● サイズ: 61*22*10 mm
● 重量: 13g 

仕様



● 水に浸したり、水洗いしないでく
ださい。 
● 湿気の多いところや湿度の高い
ところ、直射日光のあたるところで
のご使用や保管はしないでくださ
い。
● 本体の汚れは、水または中性洗
剤液を含ませたら柔らかい布でふ
き取ってください。ガソリン、ベン
ジン、シンナーなどの揮発油は使
わないでください。 
●  分解や改造はしないでください
。 

整備とメンテナス



発信器電源ONにできません。
Ans：まず充電してください。本器に
充電器を差し込んでLEDランプ赤に
なるかをご確認ください。

Bluetoothレシーバ装置とコネクト
出来ない
Ans：下記をご確認ください。
・Bluetooth装置にはA2DPサポー
  トすることをご確保ください。
・ほかのBluetooth装置の電源を
  OFFになっているかをご確保くだ
  さい。
・発信器とBluetoothレシーバ装置
  約1m離れたところに置いている
  かをご確認ください。
・発信器はコネクトモードに切り替
  えて、LEDランプは赤・ブルーを繰
  り返し点滅している場合、メモリを



  クリアしてください。”メモリクリア
  し方”をご参考ください。

Bluetoothレシーバ装置とコネクト
で繋がってからステレオからの音
楽が聞こえられません。
Ans：
・発信器とプレーヤーちゃんと繋が
  っているかをご確保ください。
・発信器の音量を調整してみてくだ
  さい。
※ 携帯或はiPadとも本発信器とコ
ネクトすることはできません。
Ans：本器はBluetooth発信器でレ
シーバではありません。発信器を
FireFox、iPod、TV、コンピュータな
どではないBluetoothオーディオ装
置と繋がってから、Bluetoothイヤホ
ン/拡声器とコネクトしてください。



※Bluetooth圧縮/解凍により、オー
ディオ / 映像が遅れる恐れがありま
す。

本器赤ランプ点滅しています。
Ans：バッテリー電力がなくなった
らお早めに電池を交換してくださ
い。

充電しているときに発信器も使え
ますか？
Ans：充電しながら使えます。

暫くの間に発信器使用してない、バ
ッテリーがあがったらどうすればい
いですか？
Ans：21日間を使用しましたらせめ
て4時間を充電して満充電(満充電：
赤ランプ通常点灯)まで充電してく
ださい。


