ユーザーマニュアル

製品各部

製品仕様

イヤホン充電時間：40-50分钟
対応通信プロトコル ：SBC/AAC/FHSS
スピーカー感度率：120±3dB
Bluetooth帯域：20-20000Hz
スピーカーインピーダンス：32Ω

製 品 名 ： TW S
Bluetoothバージョン：5.0
充電ケース出力： DC 5V/1A
充電ケース電池容量：400mAh
イヤホン電池容量：35mAh
動作時間：約3-4時間
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使用方法

1、電源ON

充電ケースからイヤホンを取り出すと自動電源オンになります。手動の場合、イヤホンを
5秒長押しで電源オンとなります。

（注意：充電ケースに長時間保管している場合、自動電源オンにならない場合があります。
イヤホンを5秒長押しして電源をいれてください。）
2、電源OFF

充電ケースにイヤホンを戻すと電源オフになります。手動の場合、イヤホンを5秒長押しして
電源オフとなります。
3、自動ペアリング
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①充電ケースからイヤホンを取り出し、青と赤ライトが交互に点滅します。
②スマートフォンのBluetooth設定をオンにして下さい。
③【TWS 】
を検索し選択します。
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④自動ペアリングが始まります。案内音声が鳴るとペアリングが成功になり、イヤホンライトが

消灯します。

⑤一度ペアリングを完了させた端末であれば、ケースから取り出すだけでBluetooth接続が
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C. マイク

E. 充電ケース指示ライト

TWS

②両方のイヤホンをオフーの状態で長押しして２回赤青点滅した後にピンクと青ライト点滅

したら右イヤホンをダブルクリックしてから両耳イヤホン自体がペアリング状態になります。
③両耳イヤホンが遅く青赤点滅したら、左右イヤホン自体ペアリング完了します。

5、充電指示

充電ケースの充電中は赤ライトが点滅し、満充電になったら、赤ライトが点灯となります。
イヤホンの充電中は、充電ケースが青ライトに点灯し、満充電になったら、青ライトが

消灯となります。

着信時、案内音声と着信電話番号通知が鳴り、LイヤホンもしくはRイヤホンのタッチエリアを
一回タップ、電話を出る/通話を切ることができます。

音楽再生／停止

RもしくはL 1回タップ

曲戻り

Lイヤホン2回タップ

音量上げ
音量下げ

着信拒否・Siri起動

3. イヤホンは規範的に使用する必要があり、スムーズな接続を
確保するために、スマートフォンとイヤホン間の距離が
10m以内にお願いします。
4. イヤホンに接続不能や通信障害などの問題がある場合は，
イヤホン本体や部品を無断で取り外さないで下さい。

5. イヤホンを充電するには、製品仕様による充電器を使用して下さい。

6、通話モード

曲送り

2. 有機溶剤成分を含む洗剤をしようしたメンテナンスは
行わないでください。

6. イヤホンを正常使用するために、電力量を確保して下さい。

保証対策

A. 3ヶ月長期保証期間！

B. 使用上のご注意をお守りいただけなかったことに起因する故障に

関しては保証できできません。

Rイヤホン2回タップ
Rイヤホン3回タップ
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RもしくはL 2秒長押し

Products speciﬁcation:

Appearance

Model: TWS
Blutooth version: 5.0+edr
Battery voltage： DC 5V
Battery : 3.7V/35mAh
Play time: 3-4 hours
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Charging time: 40-50 minutes
Support ：SBC/AAC/FHSS
Sensitivity：120±3dB
Frequency：20-20000Hz
Impedence：32Ω

Product use:

1.Power on
They will auto pairing when you take the earphone out of the charging box. Also you can
press the touch area for 5 seconds, then it will turn on
(if the earphone can not power on automatic, please press the touch area for 5 second)

2.Power oﬀ
They will power oﬀ when you put the earphone into the charging box, also you can long
press it for 5 seconds to turn it oﬀ. ( if there is no connection, it will turn oﬀ
after three minutes)

3.Bluetooth pairing
After the earphone turn on, it will pair automatic, there will a “dudu” voice indication
then connect it with your phone. The led light will oﬀ after it connected.
Open phone device and ﬁnd “ TWS ” bluetooth nameto connect pairing , it will pairing
successful within 3 seconds, and then the earphone LED will turn oﬀ .
You just need open phone bluetooth and earphone, it will auto pairing when you use the
same phone device. If it is diﬀerent phone device, you need refer pairing step.
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4.Charging step
the charging box of LED light will on,after charging full, the four light will on.
When earphone charging in the charing box, the led will light in red, when it charged full,
the led light will oﬀ.
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5.Call.
Touch the earphone for 2 seconds, it will active Siri voice ass istance (this for IOS phone, for
android phone, touch it for 2 seconds, it will call the last call phone number in your memo)
and both side work during phone call
When there is incoming call, there will voice and say the phone number, click one time for
one of the two earphone to receive the call. long press 2 seconds to hang up the incoming call.
6.How to use the touch function
One click: Play/Pause, Answer/Hang up
Double click: Left earphone is previous song,right earphone is next song.
Triple click: left ear voice volume down, right ear voice volume up
Long press 2 seconds: Summoning Siri

A. Charging ponit B. Touch area

D. USB charging port

E. Indicator light

D
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製品内容

ワイヤレスイヤホン
イヤホン充電ケース
USB充電ケーブル

Lイヤホン3回タップ

を指先でクリックしていただきますと接続が完了します。

A

User manual

あります。その場合は、まず両耳をケースに戻してから暫く充電してください。

使用上ご注意事項

1. 製品性能に影響しないようにイヤホンは乾燥環境で保存し、油、
湿気、ほこりなどと接触しないように保存します。

④接続端末のBluetoothをONにし、デバイスにがTW60 /TWS表示されたところで、その表示
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C. MIC

※取り出した時、両耳のペアリングできない場合、イヤホンの充電が足りない可能性が

7、L/Rイヤホン機能定義:

①両方のイヤホンを長押しして電源オフーにします。

D

3.ケースを開けて両耳を同時に取り出し、五秒ぐらい待てはペアリング開始できます。

4、データ消去（このモードはイヤホンペアリング失敗の場合に適用します）
てください。

B. タッチエリア

2.ペアリングしたデバイスのBluetooth登録を削除します。

着信拒否時、LイヤホンもしくはRイヤホンのタッチエリアを2秒長押し案内音声が鳴ると拒否します。

※ペアリングが失敗した場合は、右耳のほうをダブルクリックしてください。

D.充電口

1.両耳をケースに戻してしっかりケースを閉めてください。

行えます。

※設定する前に接続端末のイヤホンTW60 /TWS表示を削除してBluetooth機能をOFFにし

A. 充電接点

「初期リセット」

5

Precautions:

Warr anty Card

water,moisture,and dust aﬀecting product performance

username

1.The earphone should be stored in a dry environment to avoid oil,
2.Avoid using stimulus, organic solvents to clean the earphones .

3.The use of the earphone should be correctly as per the specification,

pay attention to do not use the earphone in the above ban environment.
In order to ensure the smooth connection, it is suggest that the distance
between the earphone and phones within 10meters.

4.If the earphones failed to connect or with poor connection, pls do not
Dismantling the earphone by your own.

5.Regarding charging earphones, please use the standard usb cable or
the one supply by our company to charge the earphone.

Warranty service：

A. In the course of normal use of this product , if the product has non-hu
man damage per formance failure, purchase From the date of the con
sumer, the consumer enjoys a free warr anty. Warr anty period is 12 m
onths
B. In one of the f ollowing circumstances, consumerscannot enjoy the fr ee
warranty bene t s:
1 person is damaged.
2 exceeds the warr anty period.
3 Cannot provide valid proof of pur chase.
4 Failu r e t o use, main t ain, and main t ain the product in accordance with
the instructions.
5 Unauthori zed disassembly, repair of products or products in water.
6 Other damage caused by force majeure.
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日本語取扱説明書
包装箱
イヤーピース
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Warranty card number
User phone

User addr ess (including zip code)
Purchase date
Invoi ce code

Sales unit name

Sales unit add r ess (including zip code)
Sales unit phone

Packing List

Wireless Headphones
charging case
USB charging cable
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user manual
Beautiful box

6

