TE-BD21f-pnk

このたびは弊社のトゥルーワイヤレスイヤホンをお買い上げい

ただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、
こちらのマ
ニュアルをお読みください。

1

トゥルーワイヤレスイヤホン
ユーザーマニュアル

す。充電ケースからイヤホンを取り出すと、イヤホンの電源は自
動でオンになります。

充電ケースがお近くにない場合は、本体が電源オフの状態から

【本体】

左右それぞれのボタンを約1秒間長押しして指を離します。
（

ボタン
LEDランプ

付属品
■USB Type C ケーブル1本

■標準イヤーチップ S/M/L各サイズ1ペア
■SpinFit CP355

SS/S/M 各サイズ1色1ペア

■ シリコンストラップ

取説: v1.01
接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。充電
中はバッテリーインジケーターが点滅します。
LED

6

7
L

電源

50〜75％
75〜100％

音楽

●本体の充電をする

充電ケースに本体をセットすると充電が始まります。

※本体の電源がオンの状態で、充電ケースに本体をセットすると

イヤホンの電源は自動でオフになります。

通話

また充電ケースから本体を取り出すと、イヤホンの電源は自動的
にオンになります。

※イヤホン本体充電時に充電ケースのバッテリー容量がなくなっ

た際、本体が自動的にデバイス機器に接続される場合がございま

すが、
これは故障ではありません。充電ケースへのこまめな充電を
お願い致します。

音量
音声コマンド
Siri・Google

①充電ケースから左右両方のイヤホンを取り出し電源が自動的
②接続する機器のBluetooth機能をオンにします。
③L側のボタンを、素早く2回プッシュします。

④接続する機器の画面に本機「TE-BD21f-pnk̲L」が表示された

ら選択します。

⑤接続する機器の画面に「TE-BD21f-pnk̲L 接続済み」の表示がで

ます。
その後、
接続する機器の画面に『 Bluetoothペアリングの要求』
のポップアップが表示されますので、
「ペアリング」を選択します。
⑥接続する機器の画面に、下記のように表示されました
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電池残量
1〜25％

初回ペアリング以降は、ケースからイヤホン本体を取り出すだけ

す」の音声が聞こえます。）

充電
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操作方法一覧

25〜50％

3

スに本機を装着すると充電が始まります。

■製品保証登録カード

行う必要があります。

（LEDインジケーターが赤色と青色に点滅し「ペアリングしていま

接続し、USB(A)コネクタをUSB充電アダプタなどに接続した後、
ケー

■クリーニングクロス

初めて接続する場合は、ペアリングを

にオンになります。

充電ケースのUSBポートに付属の充電用ケーブルのUSBコネクタを

■EVAセミハードケース

■ユーザーマニュアル

お手持ちのスマートフォン等の機器と

●電源オフ：左右それぞれのボタンを約4秒間長押しして指を
の音声が聞こえます。）

1秒間長押しして指を離す

電源オフ

4秒間長押しして指を離す

再生

1 回押す

停止

1 回押す

曲送り

−

曲戻し

−

2回連続押す
3回連続押す

着信受話

着信時に1回押す

通話終了

通話中に1回押す

着信拒否

着信時に1秒間長押しして指を離す

音量上げる

3回連続で押す

−

音量下げる

2回連続で押す

−

起動する

約2秒間長押しして
指を離す

約2秒間長押しして
指を離す

8

LED表示一覧

R

電源オン

ペアリング・基本操作に
ついての動画はこちら

（例）L側からペアリングする場合、

で自動接続されます。

離します。
（ LEDインジケーターが赤色に点灯し 、
「電源オフ」

【充電ケース】

ペアリング

LEDインジケーターが青色に点滅し、

「電源オン」の音声が聞こえます。）

イヤーピース

USB Type C 端子差し込み口

4

電源ON/電源OFF

●電源オン：充電ケースから左右それぞれの本体を取り出しま

各部の名称

バッテリーインジケーター

2

子機

親機
電源オン

青色が素早く点滅

電源オフ

1秒赤色が点灯

電話ダイヤル中

3秒ごとに青色が1回点滅

電話着信中

青色が3秒ごとに1回点滅

青色が3秒ごとに1回点滅

通話中

青色が3秒ごとに1回点滅

青色が3秒ごとに1回点滅

ペアリングモード

赤色と青色が交互に点滅

5秒ごとに青色が1回点滅

充電中

赤色が点灯

満充電

赤色が一回点滅して消灯

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。
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ら左右のペアリングは完了です。
TE-BD21f-pnk̲L

TE-BD21f-pnk̲R

接続済み
未接続

*

* 使 用 機 器 や O S の バージョンによっては、子 機 側 が

“Headset”の表示になることがございますが、仕様には問題ござ
いません。

●リセット操作について

ペアリング が 出 来 な い 場 合 や、本 マ ニュアル に記 載してい な
い 点 滅 や 音 声 が 流 れ た 場 合 には、以下 の 操 作でリセットをお
試しください。

【リセット操作手順】
①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。
②電源がオフの状態で、イヤホン片側のボタンを約10秒間押
し続けてください。片方のイヤホンだけリセットすると、左右の
ペアリングができなくなりますので、リセットするときは必ず両
方のイヤホンを長押ししてください。LEDが赤色になったら指
を離します。以上でリセットが完了です。

5

充電ケースの機能について

● 内蔵バッテリーを充電する
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仕様

■製品型番：TE-BD21f-pnk
■駆動方式：ダイナミック型及びバランスドアマチュア型ドライバー
によるハイブリッドタイプ
■ドライバー：ダイナミック型 x 1基、バランスドアマチュア型 x 2基
■搭載SoC：Qualcomm社製QCC3020
■ドライバーサイズ：9mm (ダイナミック型）
■通話用内蔵マイク：MEMSマイク
■再生周波数：20Hz - 20kHz
■最大通話時間：5時間
■最大再生時間：7時間
※apt-Xコーデックを使用した場合には、再生時間が2〜3割程度短くなります。

■充電時間：約2時間
■対応コーデック：SBC, AAC, aptX
■対応プロファイル：A2DP、AVRCP、HFP、HSP
■充電ポート：USB Type C
■防水規格：IPX5
■Bluetooth version：5.0
■Bluetoothマルチペアリング 登録可能デバイス数：7
■Bluetoothマルチポイント：1デバイス

※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

本製品の品質保証は、弊社が指定する正規販売店でご購入いただ

いたもので、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、当社

が無償交換を行わせていただきます。お問い合わせの際は、
ご購入
店、
ご購入年月日をお確かめいただき、購入店のレシートや納品書

などご購入を証明する書類をご用意の上、お問い合わせください。
1、保障期間はご購入日より12ヶ月で日本国内のみ適用いたし ます

。(This warranty is valid only in japan. )

ユーザー登録により更に3か月延長致します。保証対象
はイヤホン及びチャージングケースのみとなります。

本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。本商品

はBluetooth®を使用している為、電子レンジや、その他強い電波

を発生する機器などの近くでは電波干渉を起こす場合があります
。本製品をご使用前に、付属の

取扱説明書や弊社動画をご覧いただき、正しくご使用ください。

パッケージや取扱説明書に記載されているブランド名、製品名な

どは一般に企業又は個人の商標（登録
商標）です。

2、次の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意くださ

-5a,弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていない
場合。

b,販売店のレシートや納品書などご購入を証明する書
類が無い場合。

c,誤用（ 過大入力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等不注意の
事故、保存上の 不備によって故障が生じた場合。

d,当社サービスセンター以外で修理、改造を行ったもの。

e,消耗品に関するもの。

f,故障の原因が本製品以外の他の機器にある場合。
g,本体外装やプラグに傷など外観に生じた損傷。

（購入後発生したもの）

h,規格以外の電源及び電圧で使用された場合。
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-6様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本
製品を使用することによって生じた使用機器の故障・トラブル、お
よびデータの消失・破損等に関しましては弊社は一切の責任を負
いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他の
ソフトウェア、対応機器等の故障・トラブルおよびデータの破損・消
失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます
。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場
合も同様です。本保証は日本国内においてのみ有効です。
4、修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。予
めご了承ください。
5、万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求さ
せていただきます。予めご了承ください。

3、当社扱い以外の製品は同製品であっても保証いたしかねます。

《免責事項》

取扱いを誤ったために生じた本製品の故障・トラブルに関しまして
は保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後の輸送

中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災
害を原因とする場合も同

210-130970

FCC ID : 2ASLC-TE-BD21F

Tuned in JAPAN assembled in China
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い。
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