Quick Start Guide

使用上のご注意
1. 説明書をよくお読みください。
2. 説明書はなくさない様、

10. 保管する際はなるべく湿度の低い
場所に保管してください。

保管してください。
11. 最低でも１か月に一度充電してください。
3. 注意事項をよくお読みください。
12. イヤーピースなど小さな部品は
4. 使用手順を守ってご使用ください。
飲み込む恐れがあるので、
5. 水がある付近でのご使用は
乳幼児の手の届くところに
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LIFE BUDS
Audiophile Wireless Earbuds with
Immersive Single Point Source Audio

置かないでください。
磨く際はドライクロスをご使用下さい。 万が一飲み込んだ場合は、
窒息や胃などへの障害の
火の中に入れないでください。
原因になるため、
長時間、陽ざしに置かないでください。 ただちに医師にご相談ください。
製品を分解しないでください。

13. 耳を刺激するような大きな音で

長時間続けて聞くと、
聴力に影響を与えるおそれがあります。
特にヘッドホンで聞くときにはご注意ください。
呼びかけられて返事が
できるくらいの音量で聞きましょう。

充電ケース

この製品マニュアルはキクタニミュージックの許可なしに
テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
またNAVERまとめ等のまとめサイトへの引用を厳禁いたします。

LED

イヤーキャップ
マイクロフォン

クィック・スタートガイド
ポーチ

Bluetooth方 式：5.0
それぞれLIFE BUDにはマルチファンクションボタン(MFB)、
マイクロフォン、LEDインジケーターがあります。
フィットするサイズのイヤーピースを選んで装着してください。

イヤーピース

蓋

正面

左

ボタン(MFB)

充電用ケーブル

ご遠慮ください。

6.
7.
8.
9.

マルチ・ファンクション

LIFE BUDS x 1ペア

右
充電ステータス

背面

充電ポート

(Micro USB)

充電ケース蓋を閉じると自動充電が行われる充電式電池が
内蔵しております。背面に充電ケーブルを差し込み
USBポートに接続してください。
表面のLEDライトがバッテリー状況をお伝え致します。

始める前に
使用する前に必ずクィック・スタートガイドをお読みください。
フル充電してからご使用ください。
３か月以上使用しない場合は適度に充電してください。

着信拒否：左右どちらかのMFBボタンを２秒間押し続けてください。
すると音声案内が流れます。
音声ミュート：右のMFBボタンを素早く２回押すと音声ミュート、
もう一度素早く２回押すと解除になります。
LIFE BUDSリセット：LIFE BUDSを充電ケースに入れ、
充電中のステータス（赤色のLED点灯）になるまで本体を押し込みます。
その状態でMFBをダブルタップし、LIFE BUDS本体のLEDが青色で
五回点滅したらリセットが成功です。もう片側も同様に行ってください。

充電のタイミング
バッテリーが少なくなると本体のLEDが赤に点滅します。
それを合図に充電を行ってください。
充電方法は本体を充電ケースに入れて蓋を閉じると充電が始まります。
フル充電完了するとLED消灯が消えます。

操作方法
自動電源 on/oﬀ：蓋を開ける/閉じる。
Bluetoothペアリング：自動でペアリングが行われます。
シャットダウン：左右どちらかのMFBボタンを赤LEDが消灯するまで
３秒以上押し続けてください。
通話の応答/保留：左右どちらかのMFBボタンを押してください。
音楽の再生/一時停止：左右どちらかのMFBボタンを押してください。
次の曲を再生：左のMFBボタンを素早く２回連続で押してください。
前の曲を再生：右のMFBボタンを素早く２回連続で押してください。
トークスルー機能：左右どちらかのMFBボタンを
３回連続で押すとon/oﬀが可能です。
※イヤホン装着時以外で、トークスルー機能をONにすると
ハウリングを起こす場合がございます。ご注意ください。

充電ケースに表示されるバッテリーステータス
LED消灯(青)・・・50%以上充電。
LED消灯(赤)・・・25%〜50%充電。
LED点滅(赤)・・・25%未満充電。
※もし充電が始まらない時はもう一度本体を入れ直してお試しください。
うまくケースとフィットしないと充電が始まらないことがあります。

LIFE BUDS LED状態
赤に点滅：バッテリーが少量。
赤に消灯：充電中 (本体が充電ケースに入っている状態)。
ledライトが間もなく消える：電源がOFFになる。
青LEDがゆっくり点滅する：LIFE BUDSが正常に起動。
LEDが青と赤と点滅：LIFE BUDSがペアリング中。

ペアリング方法 その１
１

LIFE BUDS本体はケースに入れ、スマートフォンや
その他のBluetooth機器をOFFにしてください。

２

蓋を開けると電源がONになりペアリングモードなります。

３

左本体は青に点滅、右本体は青と赤に点滅し、
ペアリング機器をサーチします。

４

スマートフォンのBluetoothモードをONにするとLIFE BUDと表示されるので
それをタップするとペアリングします。
ペアリングが完了すると本体は青色にゆっくり点滅します。

ペアリング方法 その２
１

LIFE BUDS本体はケースに入れ、スマートフォンや
その他のBluetooth機器をOFFにしてください。

２

蓋を開けて右本体を出すと自動でペアリングサーチが行われます。

３

スマートフォンのBluetoothモードをONにするとLIFE BUDと表示されるので
それをタップするとペアリングします。
ペアリングが完了すると本体は青色にゆっくり点滅します。

４

左本体のLIFE BUDを出すとLEDが青に点滅し、自動ペアリングが行われます。

片方のみ使用する場合
LIFE BUDS本体はケースに入れ、スマートフォンや
その他のBluetooth機器をoﬀにしてください。
蓋を開けて右のLIFE BUDを取り出してください。
ＬＥＤが青と赤と点滅します。
左のLIFE BUDを使用する場合はLEDが青と赤に点滅
するまでMFBボタンを押してください。
スマートフォン、もしくは他のデバイスの
Bluetoothモードをonにしてください。
LIFE BUDをデバイスに表示されたらそれを
タップしてください。
ペアリングが完了するとLEDが青にゆっくり点滅します。

Channel No.

79

送信出力

10 dBm

LIFE BUDSパフォーマンス
出力

10 mW

周波数特性

20 Hz ~ 20 kHz

バッテリー(LIFE BUDS本体)
バッテリー容量
充電時間

3.7 V/50 mAh
約１時間

利用時間

トラブル・シューティング
Q.ペアリングモードにしてもLIFE BUDSが探知しない。
A.LIFE BUDSがマッチングしているかどうか確認してください。
青と赤の点滅はペアリング中の状態です。
もしなかなかマッチングしない場合はいちど電源を切って
もう一度やり直すかリセットしてももう一度お試しください。
Q.通話ができない。音楽がうまく聞こえない。
A.アンドロイドスマホをご使用の場合、”Mobile Audio”
か“Media Audio”を選択する必要があります。
一度確認してもう一度お試しください。
Q.ペアリング完了したが、音が出ない。
A.一度電源を切って再ペアリングしてみてください。

スペック詳細

再生時間

約４時間

通話時間

約４時間

スタンバイモード

約１２０時間

充電ケース

バッテリー容量

3.7 V/450 mAh

充電時間

約２時間

LIFE BUD 再充電

ケースフル充電時、３回可能

充電方法

Micro USB, 5 V / 1 A

その他

Bluetooth通信方式

V 5.0

動作温度

-10℃ ~ 50℃

最大通信距離

10メートル (障壁がない場合)

寸法(充電ケース)

対応Bluetoothプロファイル

HSP/HFP/A2DP/AVRCP

68.5 x 32 x 33.5mm
(2.7 x 1.26 x 1.32”)

使用周波数帯域

2402 ~ 2480 MHz

重量(充電ケース含む)

43 g (0.09 lbs)

お問い合わせ窓口のご案内
TANNOY製品の保証、修理につきましては下記リンクをご活用ください。
http://www.kikutani.co.jp/tctannoybugera/support.html
修理・製品サポートに関してましてはMUSICトライブ・サービセスJP株式会社様へ
お問い合わせ下さい。
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12 ユニゾ岩本町三丁目ビル南館7階
電話：03-5821-9781 (修理。製品サポート)
電話受付時間：9:30〜17:00 (土日祝日を除く)
fax：03-5833-9020

