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番号 ボタン ボタンの機能
Bluetooth再度ペアリング機能：このボタンを長く押すと、
元のBluetooth接続は中断し、再度ペアリングモードに入
ります。
ハンズフリーで電話を受ける機能：お使いの携帯電話に
コールが入る時、このボタンを短く押すと、電話に出られ
ます。そして、もう一度押すと、電話を切ることができます。
FMモードの切り替え：BluetoothモードからFMラジオモー
ドに切り替えます。
このボタンを長く押すと、次の曲に入ります。このボタンを
短く押すと、音量が小さくなります。
マイク、Bluetoothモードに対応
このボタンを長く押すと、前の曲に入ります。このボタンを
短く押すと、音量が大きくなります。
音楽を再生する時、このボタンを押すと、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。
FMモードでは、このボタンを長く押すと、自動選局に入り
ます。
３秒間押すと、起動／シャットダウンが実現されます。
リセットボタン／赤いLEDが点滅すると、低電圧状態にな
ります。赤いLEDが点灯すると、充電中の状態になります。
インジケータライトが消えると、フル充電が完成しました。
充電ポート
3.5mmオーディオケーブルを介してお使いの携帯電話、
iPodなどのような音楽プレイヤ端末装置にを接続します。
Bluetoothモードでは、青いLEDライトが点滅すると、
Bluetoothペアリングがまだ接続していないことを表示し
ます。青いLEDライトが点灯すると、Bluetooth接続状態を
表示します。

多機能ボタン

音量アップ（+）ボタン
次の曲
マイク
音量ダウン（ー）ボタン
前の曲
再生/一時停止/自動選局
ボタン

電源ボタン
リセット/電源ステータス

DC－IN
AUX

Bluetoothペアリング状
態表示のインジケータ

パッケージ

Bluetooth ペアリング

•   BP2002 スピーカー×1
•  1.2m/4Ft オーディオケーブル×1
•  1.2m/4Ft USB 充電ケーブル×1
•  ケーブルタイ×2
•  取扱説明書×1

1. 「Power on」（F）ボタンを3秒間押すと、スピーカーは起動します。（既に電源オンの
状態では、この操作をすると、電源はシャットダウンされます。）

2. 電源オンし、青いLEDが点滅すると、スピーカーはペアリングモードに入ります。
3. お使いのデバイス（例えば、携帯電話やタブレット）のBluetoothデバイスリストから、 
「InateckMarsBox」を選択し、クリックすれば、ペアリングモードに入ります。ペアリ
ングが成功すると、ＪボタンのLEDは点滅から点灯に変わる同時に、スピーカーから短
い信号提示音（ペアリングの提示音）が聞こえます。
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AUXモードの使用説明

このスピーカーで電話を受ける方法

ご注意：電源をシャットダウンした後、もう一度ペアリングに入るためには、（A）
ボタンを３～４秒間を押してください。Jボタンの青いLEDが点滅すると、ペアリン
グが完成されます。

4. そして、お好きな音楽を楽しめます。

Bluetoothペアリングモードでは、コールが入る時、多機能ボタン（Aボタン）を押
すと、電話に出られます。そして、もう一度押すと、電話を切ることができます。
もちろん、お使いの携帯電話で直接に電話に出ることもできます。

ご注意：
•   AUXモードはBluetoothモードより優先度が高いので、オーディオを通して
AUX-INに接続した時、Bluetoothモジュールは自動的にAUXモードに切り替
えられます。

1. 付属の3.5mmオーディオケーブルを通して、お使いのデバイスをスピーカーに
接続してください。接続が成功すると、Jボタンの青いLEDは点灯します。
2. そして、お好きな音楽を楽しめます。
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FMモードの使用方法

本製品の充電方法

1. まず、「Power on」（F）ボタンを押し、スピーカーを起動します。そして、多機能
ボタン（A）を押して、FMラジオモードに切り替えます。
2. 初めてFMラジオをご利用する時または利用環境に変化が発生した時、FMモー
ドで自動選局（E）ボタンを長押ししてください。
3. （B）（D）ボタンを短く押すと、異なるチャンネルに変更できます。
4. DC-IN（H）ポートにMicroUSB充電ケーブルを接続すると、ケーブルはアンテナ
としてラジオの信号品質を一定的に向上できます。

•  AUXモードでは、電話を受ける機能はご利用できません。
•  AUXモードでは、再生/一時停止（Cボタン）ボタンを押すと、スピーカーは「無
音」に入りますが、「一時停止」の機能は応用できません。
•  AUXモードでは、前の曲/次の曲をワンボタンで調節する機能はご利用でき
ません。

バッテリーのインジケータ（Gボタン） スピーカーの状態を表示する
バッテリーの残量が少ない
充電中
フル充電完成

パワーボタン（Gボタン）のLEDが赤色に点滅する場合
パワーボタン（Gボタン）のLEDが赤色に点灯する場合
パワーボタン（Gボタン）のLEDに赤いライトが消える
場合（バッテリーインジケータ）

ヒント
•  省電力モード：Bluetooth ペアリングやAUX-INを介してデバイスに接続してい
ない状態が10分を超えると、スピーカーの電源は自動的に切られます。

1. 付属のMicroUSBケーブルをスピーカーとUSB充電器に接続してください。
2. すべての出力電圧5VのUSB充電器はこのスピーカーに充電することができま
す。出力電流が2Aおよび以上の充電器は充電必要時間を大きく節約できるの
で、この規格の充電器をおすすめします。
3. スピーカーの内蔵バッテリーがフル充電完成されれば、異なる音楽の種類や再
生音量により、このスピーカーの連続再生時間は10~15時間になります。

（ACアダプタはパッケージに含まれていません）
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バッテリーの残量が少ない
充電中
フル充電完成

トラブルシューティング

ご注意： Bluetoothワイヤレス技術の特徴により、Bluetooth発送のデバイスから
信号を受ける方のデバイスに信号を発送し、音楽を再生する時、一定的な時間遅
れが発生する可能性があります。

•  充電器提供しない原因： ほとんどのスマートフォン（apple \ android \ 
windows）のUSB充電器は5V/1Aの充電標準に対応し、タブレットのUSB充
電器は基本的に5V/2Aに対応しているので、このスピーカーを効率良く充電
できます。
•  同じようなものの再購入、工業が環境に与える破壊を減少するために、本製
品の充電器を提供しません。

1. Bluetoothスピーカーを起動できない時の解決策。
•  この場合、スピーカーの内蔵バッテリーには電力が使い果たされた可能性が
あります。
•  付属のUSBケーブル（正常利用可能のACアダプタまたはPC）をスピーカーに
接続し、スピーカーを起動する前に、最低一時間連続充電してください。

2. BluetoothスピーカーはデバイスにペアリングまたはAUXを介して接続できない。
•  お使いのBluetoothスマートデバイスはA2DPプロファイルをサポートするかど
うかをご確認ください。
•  お使いのスマートデバイスのペアリングリストから「Inateck MarsBox」を削
除し、デバイスとスピーカーをもう一度接続します。
•  ペアリング接続する前に、お使いのBluetoothデバイスやスピーカーはほかの
デバイスと接続していないことをご確認ください。
•  Bluetoothモードでは、このスピーカーの最大伝送距離は10メートル（開放的
な空間が最適。壁およびその結構はデバイスの伝送距離に影響を与える）で
す。この範囲を超えていないことを確認し、デバイスをBluetoothスピーカー
の近くにおいてみてください。
•  このスピーカーを再起動してみてください。

3. Bluetoothスピーカーを通して音楽を再生する時、音が途切れたり、Bluetooth
が途切れたり、爆発音が出るなどの状態が発生する場合。
•  Bluetoothの干渉源を検索し、ある場合はお使いのBluetoothデバイスやスピ
ーカーから離れた場所においてください。
•  擬似干渉源のデバイスをBluetoothデバイスやスピーカーから10メートル離れ
た場所においてください。
•  Bluetoothデバイスやスピーカーの置く位置を調整してください。
•  擬似干渉源のデバイスの電源をオフにしてください。
•  BluetoothデバイスやBluetoothスピーカーを金属性のものの上または中に置
かないでください。

4. Aux-inポートを介して、音源デバイスをスピーカーに接続する際、音楽を再生す
るとき、音声の問題または無音の問題が発生する場合。
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そのほかの情報

規格
Bluetooth 4.0 
2402-2480 MHz
2200mAH*2
DC 5V / 1.5A
10W
8W*2
0°C - 45°C (32°F -113°F)
76-108MHz
A2DP, AVRCP, HFP, SPP, DIS, FMP, HRP, HRS, HTP, HTS, IAS, LLS
* お使いのBluetoothデバイス（ノートブック、PC、モバイル機器）
対応のプロファイルについては、製造元のドキュメント/ Webサ
イトをご参照ください。
SBC
本スピーカーのBluetoothの範囲は、障害物がない場合は10-15
メートルまでです。壁や建築構造は、装置の範囲に影響を与える
ことがあります。

Bluetooth バージョン
動作周波数
バッテリー容量
入力
パワーアンプ
出力
温度範囲
FMラジオ周波数帯域
Bluetoothプロファイル対応

コーデック対応
Bluetoothサポートの範囲

安全使用に関する情報
大変お手数ですが、Inateck製品をご利用する前に、少々お時間をかけて、次の注
意事項をご覧ください。

内蔵バッテリー
•  内蔵バッテリーを解体したり、開けたり切り裂いたりしないでください。
•  このバッテリーを高温環境（例えば、日差しまたは火のそばに）に置かないでく
ださい。

Bluetoothデバイスに関する付加ガイドライン
•  ワイヤレスデバイスの短波無線周波数信号は、他の電子医療機器の操作に損害
を与えることがあります。

•  「Inateck MarsBox」スピーカーに接続していない時、お使いのオーディオの
品質に問題がない（イヤホーンを介して）ことをご確認ください。
•  音源デバイスの音量を小さくしてみてください。
•  音源デバイスとスピーカーを繋がるオーディオケーブルは固く接続されている
ことをご確認ください。
•  ほかのAux-inケーブルを使用してみてください。
•  マイク接続機能付きの4極ステレオオーディオケーブルを使用しないくださ
い。3極ステレオオーディオケーブルをご利用ください。

•  ワイヤレスデバイスが禁止されている区域では本製品の電源をオフにしてくださ
い。自動ドア、自動火災報知器や医療施設、航空機、給油ポイントおよびその
他の自動制御機器の近くでは本製品を使用しないでください。
•  本製品をペースメーカーやその他の医療装置から20cm以上離れて使用してく
ださい。ワイヤレス電波は、ペースメーカーや他の医療機器の操作に損害を与え
ることがあります。
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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 

互換性に関する免責事項
ワイヤレス性能は、お使いのデバイスのBluetooth無線技術によって決められま
す。（お使いのデバイスの製造元のマニュアルをご参照ください。）Inateckは、こ
れらのデバイスを使用することによって発生した任意のデータの損失または漏れ
については一切の責任を負いません。
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