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概要
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パッケージ

BH1102 Hi-Fiイヤホーン使用手順

•   1*BH1102 デュアル·ダイナミック·ドライバーHi-Fiイヤホーン
•   3*シリコーン　イヤピース（S/M/L）
•   1*クリップ
•   1*イヤホーンケース
•   1*航空機用オ-ディオジャック変換アダプタ
•   1*ユーザーズマニュアル
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このイヤホーンをデバイスの標準オーディオ再生3.5ミリメート
ルジャックを接続して、オーディオ再生機器で音楽を再生して
いただければ、素晴らしい音楽の時間を楽しめられます。
Apple生産のiOS（iPhone、iPad、iPod）設備ご利用する場合
はモードAにする、Android、Windows Phoneなどの設備ご利
用する場合はモードBにすることを確認してください。

応答/切る (一時停止/再生)

音量アップ（+）

音量ダウン（ー）

A

B

iOS
(iPhone/
iPad/iPod)

Android/
Windows 
Phone

A

B
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音楽を再生する時、一時停止\再生ボタン（A）を短く
押すと、一時停止になります。もう一度押すと、音楽
を再生できます。
音楽を再生する時、一時停止\再生ボタン（A）を2回
短く押すと、次の曲に入ります。
音楽を再生する時、一時停止\再生ボタン（A）を3回
短く押すと、次の曲に入ります。
＋ボタンを押すと、�音量が小さくなります；－ボタ
ンを押すと、�音量が大きくなります。

一時停止\再生

次の曲

前の曲

音量控制

音楽を再生する時、コントロールを利用して一時停止\再生、次
の曲、前の曲の切り替えができます。

ご注意
コントロール機能はiPhone、iPad、Android、Windows Phone
などの主流モデル設備にご利用いただけますが、他の携帯、プ
レーヤー（iPod）などの設備との相性が悪くて使用不可の可能
性があります。
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イヤホーンを使用してコールに応答する
方法

このイヤホーンで音楽を再生している時、着信がある場合は、リ
モコンのボタンを押して応答します。もう一度ボタンを押すと、
通信を切ります。2～3秒間ボタンを押し続ければ、着信を拒否
します。もちろん、以上の操作はお使いの携帯電話で直接に操
作できます。
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Hello

ご注意
•  コントロール機能はiPhone、iPad、Android、Windows Phone
などの主流モデル設備にご利用いただけますが、他の携帯、
プレーヤー（iPod）などの設備との相性が悪くて使用不可の
可能性があります。
•  右のイヤホーン（R）だけを使用することができますので、通話
中に周囲の音を聞くことができます。

Answer/Endボタンを押して放す
Answer/Endボタンを押して放す
電話が入る時、Answer/Endボタンを2～3秒間押して放す

応答
切る
拒否
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シリコンイヤピース交換手順

シリコーンイヤピースの外側を引き出して、ゆっくりと本体から
外します。適切なサイズのシリコンイヤピースを選択して、表面
を外へめくって、シリコーンソケットを顕します。イヤホーンの
ガイドチューブをシリコーンソケットに挿入して、シリコンイヤ
ピースが元にします。

調整スライダーの使用方法
調整スライダーは上下に移動し、イヤホンの左右のコードの
長さを調整できます。

イヤホーンを装着する方法
イヤホーンが正しく耳に装着する
1. イヤホーンには左耳と右耳を区別できるL、Rマークが付いて
います。また、イヤホーンのマイクが右チャンネルにインスト
ールされているために、すぐに左右のチャンネルを区別する
ことができます。
2. S、M、L、3つサイズのシリコンイヤピースを提供します。密閉
性を向上して、イヤホンを耳にしっかり固定できて、良い音
質で楽しんでいただくために、S、M、Lから最適なイヤーピー
スを選び、耳穴にフィットさせてご使用ください。
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クリップを利用します
クリップを利用して、ケーブルを服にしっかり固定できるので、
ケーブルの管理に便利です。体を鍛える時、または片側のイヤ
ホーンにて電話に出る時、ケーブルを服にしっかり固定でき
て、非常に役に立ちます。

飛行機用ヘッドホンアダプタ
飛行機の中のオーディオエンターテイメントシステムは特別
なDual-Monoインターフェイスを使うために普通のヘッドフ
ォンの3.5mmプラグが直接に使えません。当製品は航空機用
ヘッドホンアダプタを付属し飛行機の中にも弊社のヘッドホ
ンによって高品質のテイメントシステムを楽しんで暇つぶす
ことができます。
使う方法について説明させていただきます。
ヘッドホンの3.5mmプラグをヘッドホンアダプタに挿入し、そ
れから飛行機のシートアームレストのDual－Momoインター
フェイスに挿入してください。
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トラブル 対応策
•  イヤホーンのケーブルが3.5mmイヤホ
ーンコネクタに接続されていることを確
認します。
•  別のオーディオデバイスを試してみてく
ださい。
•  オーディオソースにすべてのオーディオ
強化機能をシャットダウンします。
•  イヤホーンとサウンドホールの屑や耳垢
をクリアします。
•  イヤホーンのケーブルが3.5mmイヤホ
ーンコネクタに接続されていることを確
認します。
•  別のオーディオデバイスを試してみてく
ださい。
•  イヤホーンプラグを確実にイヤホーンジ
ャックに挿入されているかを確認してく
ださい。
•  ボタン上のマイク部が遮られていないか
を確認します。
•  もう一度コールを試してみてください。
•  別のデバイスを試してみてください。
•  コントロールのOSモードスイッチは正し
い場所にすることをチェックしてくださ
い。iOS（iPhone、iPad、iPod）設備はモー
ドAにする、Android、Windows Phone
などの設備はモードBにすることを確認
してください。
•  接続端子はちゃんと設備に挿入したこと
を確認してください。
•  別のオーディオデバイスを試してみてく
ださい。

音が出ない/途切れる

低音が強すぎる

サウンドがこもる

マイクがサウンドを受信
していない

コントロールのボタンは
正常に使用できない

トラブルシューティング
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他の情報
安全に関する注意事項
本製品をご使用する前に、必ず安全に関する注意事項をよくお
読みいただき、正しくお使いください。
•  大きな音量で長時間の使用をご遠慮ください。聴力に悪い影響
を与えることがありますので、適切な音量でご使用ください。
•  自転車・自動車・オートバイなどの運転中は、絶対にイヤホーン
を使用しないでください。
•  歩行中にご使用になる場合には、周囲の交通に十分注意してく
ださい。
•  熱が出たり、音が聞かなくなったりする時、すぐにイヤホーンを
外して、デバイスとの接続を切断してください。
•  高温多湿な場所での放置は故障の原因になりますので、避けて
ください。水泳、水上スキー、サーフィンやその他のウォーター
スポーツ過程でイヤホーンを使用しないでください。
•  火災や感電のリスクを高める可能性があるので、水に濡れない
ようにしてください。本製品は火気から逺く離れてください。

クリーニング
このイヤホーンは、定期的なクリーニングが必要です。
•  シリコンイヤピース：シリコンイヤピースは本体から外して、中
性洗剤と水できれいに手洗いしてください。洗浄後は水分を
ふき取ってからご使用ください。
•  サウンドホール：乾燥かつ柔らかい綿の布または類似のもの
のみをご使用ください。
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規格
9.8mmと6.0mmデュアルダイナミックドラ
イバー
9Ω
102デシベル/ mW
10Hz-25kHz
10ミリワット
30ミリワット
3.5ミリメートルデュアルチャネルプラグ
130mm

ドライバーユニット

定格インピーダンス
感度　
周波数特性　
定格電力
最大入力電力
プラグ
ケーブル

ご注意:
•  小さな部品が含まれているので、誤って飲み込まないように、
小児の手の届かない所に保管してください。
•  本製品は、磁性材料が含まれているので、埋め込まれた医療機
器の動作に影響を与えると思われる場合は、医師にご相談く
ださい。
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ドイツ

電話：+49 342-07673081    Fax：+49 342-07673082

営業時間：平日午前9時 - 午後5時（CET）

Eメール：support@inateck.com

公式サイト：http://www.inateck.com/de/

住所： F&M TECHNOLOGY GmbH, Montgolfierstraße 6, 

04509 Wiedemar

連絡先

米国

電話：+1 513-644-9712

営業時間：平日午前9時 - 午後5時（EST）

Eメール：support@inateck.com

公式サイト：www.inateck.com

住所： F&M Technology LLC, 9852 Crescent Park Drive, 

West Chester, OH 45069 USA

日本

Eメール： support@inateck.com

公式サイト： www.inateck.com/jp/

住所： F＆M株式会社 東京都昭島市拝島町三丁目10番3号 
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