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Working state of charging case：
Before first use, please put the headset into the charging case and 
connect the Micro USB cable to charge the headset.

Working state of indicators while charging the charging case：

When the charging case is fully charged, the LED indicators will stay 
on until the charging cable is pulled out and the LED indicators go 
out.
Note: when charging the charging case, the headset's breathing light 
will also be on and flashing or stay on for longtime
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An LED indicator lights up and flashes  Remaining power is about 0% - 25%
Two LED indicators light up and flash Remaining power is about 25% - 50%
Three LED indicators light up and flash Remaining power is about 50% - 75%
All four LED indicators light up Remaining power is about 75% - 100%

In the power-on state, put the left and right headset into the charging 
case and the headset will automatically shut down and enter the 
charging state.
The LED breathing light will be on when charging the headset and 
then the LED breathing light will be off when fully charged.
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Working state of indicators when charging the headset：

When the headset is fully charged, the LED indicator will be off after 
about 20 seconds and the power output will be automatically turned 
off
Note：The headset LED breathing light will not be on when the 
charging case is charging the mobile phone; The headset needs to be 
gently pressed and lowered smoothly in order to avoid a bad contact 
between the headset and the charging cabin in the charging case, 
which will cause the headset can’t be charged.

All four LED indicators light up Remaining power is about 100% - 75%
Three LED indicators light up Remaining power is about 75% - 50%
Two LED indicators light up Remaining power is about 50% - 25%
An LED indicator lights up Remaining power is about 25% - 0%

TWS Headset Startup & Shutdown
Startup：Long press the touch area of the headset for 2 seconds or 
take the headset out from the charging case and start it up. The LED 
indicator will flash rapidly with a prompt sound after the startup of 
headset, then, the left and right headset will be paired successfully 
after about 5 seconds. After the two headsets is successfully 
interconnected, the LED indicator of the main headset flashes about 
every 5 seconds and the LED light of the secondary headset will 
enter the breathing state. At that time, the headset starts to enter the 
pairing state of Bluetooth connection with the mobile phone: Open the 
Bluetooth interface of the mobile phone, search for the Bluetooth 
device named "Hi-TWS", click the connection bouton and the LED 
light will become the breathing effect. After successful connection, the 
main and secondary headsets can be switched freely. (Note: When 
the headset is paired with the mobile phone for the first time, the left 
and right headset must be turned on at the same time and then can 
be paired with the mobile phone so as to realize the free switching 
function of the main and secondary headsets.)
Shutdown：When the headset is started up, long press the touch 
area for about 5 seconds with a prompt sound and the LED light is off 
to shut down the headset: or put the headset into the charging case 
to shut it down.
(Note：You need to exit the music playback mode for about 5 
seconds before you shut down the headset manually.）
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Basic Operation of Headset L/R
Decline a call
When a call coming, long press the touch area of 
headset L or headset R for about 1.5 seconds with 
prompt sound

Answer or Hang up a call
When the headset is connected to the mobile 
phone, click the touch area of headset L or 
headset R

Switch to the previous song or the next
When entering music playback mode, click the touch 
area of headset L twice to switch to the previous song
Click the touch area of headset R twice to switch to the 
next song

Pause or Play music
When the headset is connected to the mobile 
phone, open the music player and click the 
touch area of headset L or headset R.

Volume + / -
In music play mode, long press the touch area of 
headset L to reduce the volume; Long press the touch 
area of headset R to increase the volume.

Wake up Siri
Click the touch area of headset R or headset 
L three times

(The headset support bilateral call, namely two headsets sound 
simultaneously, also support call function of single headset)
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Parameters

TWS Headset

60 mAh

About 120 hours

5V/1.0A

4000 mAh

Version

Net weight

Working time

Product size

Working area

V5.0

102g

About 7 hours

85*52*32mm

15m (barrier-free) 

Product name

Battery capacity 
of headset

Stand-by time

Output current 
and voltage
Battery capacity 
of charging case
Support protocol (HFP1.7, HSP1.2, HD Voice, Vole® Prompts. A2DP1.3. 

AVRCP1.6. IOS BATTERY STATE MONITOR, 
Voice reporting. Multipoint)

Pairing
1. Correct way of wearing：L is Left, R is Right
2. When the left and right headset is used respectively：
When the headset is paired with the mobile phone for the first time, 
the left and right headset must be turned on at the same time, and 
then pair the headset with the mobile phone so as to realize the free 
switching function of the main and secondary headsets. The name of 
Bluetooth device is "Hi-TWS".
3.  Clear device pairing records：
Firstly, turn off the Bluetooth function on your phone, after the 
headset is taken out from the charging case and turned on, click the 
touch area of the left and right headset for three consecutive times 
and the headset will automatically unpair with your phone;  After 
unpairing, the headset needs to be restarted to pair with other 
phones.
Note：If the pairing is unsuccessful for a long time, please clear all 
Bluetooth pairing records on the phone, refresh the Bluetooth 
interface of the phone, and search again to Bluetooth device named " 
Hi-TWS " and click it for pairing.
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Safety Precautions
If you use headset while driving, please follow the rules of the country 
and region. Please keep all device and accessories out of the reach 
of children and pets because swallowing parts by mistake may lead to 
asphyxia or other serious consequences. Please do not put the 
device in an environment where the temperature is too high or too low 
(below 0 ℃ or above 45 ℃) because extreme temperature will lead to 
the deformation of the device, reduce the charging capacity of the 
device and shorten the service life.
If you listen at a high volume for a long time, it may damage your 
hearing. It is recommended to talk and listen at the lowest volume.
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充電ケースの動作状態:
初めてお使いになる前に、イヤホンを充電ケースに入れ、Micro USBケ
ーブルを接続してイヤホンを充電してください。

充電ケースを充電するときのLED状態:

満充電になったらLEDが常時点灯となります。充電ケーブルを抜き出し
てから消灯します。
メモ:充電ケースを充電する時、イヤホンの呼吸ランプも点滅または常時
点灯します。
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一つのLED点滅　バッテリー残量0-25％
二つのLED点滅　バッテリー残量25-50％
三つのLED点滅　バッテリー残量50-75％
四つのLED点灯　バッテリー残量75-100％

電源を入れた状態で、左右イヤホンを充電ケースに入れると、イヤホン
は自動的にシャットダウンして充電状態に入り、イヤホンのLED呼吸ラン
プが点灯します。充電完了後、LED呼吸ランプが消灯します。
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充電ケースを充電するときのLED状態:

両耳のイヤホンが充電完了約20秒後にLEDが消灯し、電力出力が自動
的にオフになります。 
ご注意:充電ケースが携帯電話を充電するときは、イヤホンのLEDランプ
は点灯しません。イヤホンを充電ケースに入れる時、充電ケースの充電
ピンとの接触不良で充電できないことを防ぐために、イヤホンを軽く押
さえてください。

四つのLED点滅　バッテリー残量75-100％
三つのLED点滅　バッテリー残量50-75％
二つのLED点滅　バッテリー残量25-50％
一つのLED点灯　バッテリー残量0-25％

TWSイヤホンの電源オン／オフ 
電源を入れる:イヤホンのタッチエリアを2秒間長押しする、または充電
ケースから取り出して電源を入れます。電源を入れるとLEDがすばやく点
滅して案内音声が鳴ります。約5秒後、左右のイヤホンがペアリングに成
功します。ペアリングに成功した後、メインイヤホンのLEDが約5秒ごとに
点滅し、サブイヤホンのLEDは呼吸ランプの状態に入ります。この時は、
携帯電話との接続を待つ状態になり、携帯電話のBluetoothを開いて
「Hi-TWS」というBluetoothデバイス名を検出して、クリックして接続しま
す。
正常に接続できたら、イヤホンのLEDランプが呼吸ランプ効果になり、メ
インとサブイヤホンは自由に切り替わることができます（ご注意:初めて
イヤホンを携帯電話に接続する時は、左右のイヤホンを同時にオンにし
て、携帯電話に接続する必要があります。そうでないと、メインとサブイヤ
ホンの自由切り替え機能は実現できません）。
電源を切る：イヤホンの電源を入れた状態で、タッチエリアを約5秒間長
押すると、案内音声が鳴り、ランプが消灯して、電源を切ります。または充
電ケースに入れて電源を切り、充電状態になります！ 
（ご注意:手動で電源を切るには、音楽再生モードを終了してから５秒待
つ必要です）
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L/R耳机基本操作方式
着信拒否: 
着信が来た状態でLイヤホン或いはRイヤホンのタッチ
エリアを1.5秒ほど長押しします。同時に案内音声が鳴
ります。 

電話を出る/電話を切る:
イヤホンが携帯電話に接続されている状態で、L
イヤホンまたはRイヤホンのタッチエリアをクリッ
クして、電話を出る/電話を切ることができます。

曲送り/曲戻し：
音楽再生モードで、Lイヤホンのタッチボタンを二回クリッ
クして、前の曲に切り替えます。
Rイヤホンのタッチボタンを二回クリックして、次の曲に切
り替えます。

音楽の一時停止/再生: 
携帯のプレイヤーを開き、イヤホンが携帯電話
に接続されている状態で、LイヤホンまたはRイ
ヤホンのタッチエリアをクリックして、音楽を一
時停止/再生します。 

音量増減（+/-）: 
音楽再生モードに入るときは、Lイヤホンのタッチエリア
を長押しすると、音量が小さくなります。Rイヤホンのタッ
チエリアを長押しすると、音量が大きくなります。

Siriを呼び出す: 
Rイヤホン又はLイヤホンのタッチエリアを3回
クリックします。

（両サイド通話、すなわち両耳イヤホンが発声することに対応し、片耳で
通話することもできます。）
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仕様

ペアリング
1.正しい装着方法:Lは左耳、Rは右耳 
2.左右のイヤホンを独立して使用される場合: 
イヤホンと携帯電話を初めて接続する場合、メインイヤホンとサブイヤ
ホンを自由に切り替えるには、左右のイヤホンを同時に電源に入れて携
帯電話にペアリングする必要があります。Bluetoothデバイス名は両方と
も「Hi-TWS」です。 
3.デバイスとのペアリング記録を取り消す:まず携帯電話のBluetoothを
オフにします。それからイヤホンを充電ケースから取り出して電源を入れ
て、左右イヤホンのタッチエリアを同時に3回クリックすると、イヤホンは
自動的に携帯電話とのペアリングを解除します。ペアリングを解除した
後、再度携帯に接続するには、イヤホンの電源を入れ直す必要がありま
す。 
ヒント:長時間のペアリングに失敗した場合は、携帯電話のBluetoothの
ペアリング履歴を全部クリアし、携帯電話のBluetooth画面を更新して、
「Hi-TWS」 というBluetoothデバイス名を検出して接続すればよいです。

06

V5.0

102g

約7時間

85*52*32mm

障害物ない場合15M
(HFP1.7、HSP1.2、HD Voice、Voice Prompts、 A2DP1.3、
AVRCP1.6、IOS BATTERY STATE MONITOR、
Voice reporting、Multipoint)

製品名 

待機時間

出力電流電圧

適用プロトコル

イヤホンバッテ
リー容量 

Bluetooth
バージョン

充電ケースバッ
テリー容量

TWSイヤホン

60 mAh

約120時間

5V/1.0A

4000mAh

正味重量

動作時間

製品サイズ

有効距離

安全上のご注意：
車を運転するときにイヤホンを使う場合は、お住まいの国や地域の規定
を守ってください。本機や付属品を子供やペットの届かないところに保
管してください。誤って部品を飲み込むと窒息や重大な結果を招く恐れ
があります。 デバイスを極端に高温または低温（0℃以下または45℃以
上）の環境に保管しないでください。機器が変形したり、バッテリーの容
量が低下したり、寿命が短くなったりする原因になります。
高音量で長時間聴くと聴力が損なわれる恐れがありますので、通話や音
楽を聞くと、一番低い音量を使用することをお勧めします。
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