Wireless Bluetooth Flat Panel Speaker Hands Free

取扱説明書
このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用の前に本書をお
読みのうえ、正しく安全にお使いください。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

■充電池について
本機に内蔵している充電式バッテリー(リチウムイオン電池)はリサイクルできます。
■各部の名称と働き

①

②

③ ④

➄

本機底面

⑥

本機上面

本取扱説明書は以下の URL からダウンロートできます。
http://www.authentic.co.jp/download/manual/tb2_manual_jp.pdf
■TOUGH BEATⅡの特長
壁やテーブル等に貼付けるだけで空間一体がライブ空間に生まれ変わる貼付け振動スピーカーです。
スマートフォンやタブレットなどと Bluetooth で簡単に接続して音楽を聴くことができます。
スマートフォンと接続し、ハンズフリー通話ができます。
IPX5 等級の基準を満たしているのでお風呂、シャワー、スイミングプール、ハイキングなど屋内、屋
外、旅行、スポーツに最適です。
■パッケージ内容の確認
本製品のパッケージには以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確
認してください。
□Bluetooth スピーカー本体
□専用充電器
□貼付け専用シート
□セットアップ手順書
□取扱説明書(本書)
□防水シール
※無線充電器は Qi 規格対応の TOUGH BEATⅡ専用です。他目的に使用する場合は保証致しません。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
■安全上の注意
振動の加わる場所、温度、湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボード、暖房器具の近く、直射日
光のあたる場所など）、静電気の発生する場所などでの使用・保管は行わないでください。故障、火災、
感電などの原因となります。
火中に投下や加熱しないでください。発熱、火災、破裂、液もれの原因となります。
本製品内部から漏れた液体にはさわらないでください。皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害
がおこるおそれがありますので、すぐに水道水などきれいな水で十分に洗い流してください 。目に入
った場合は直ちに医師の診察を受けてください。失明の原因となるおそれがあります。
充電時、数時間以上充電が完了しない場合は、充電を中止してください。液漏れ、発熱、火災、破裂
の原因となります。
付属の専用充電器以外で充電しないでください。故障、発熱、火災、破裂、液もれ、感電の原因とな
ります。
修理や改造、または分解しないでください。故障、火災、感電などの原因となります。
本書に記載されていない操作はしないでください。事故、故障などの原因となります。
■ご注意
本製品を使用したことによって生じた損害(動作障害、データ損失など)については、弊社では一切の
責任を負いかねます。
本製品は一般的な環境、場所での使用を目的としています。医療機器や人命にかかわるシステム、安
全性や信頼性がもとめられる環境、場所では使用しないでください。
磁気の影響を受けやすい物（精密機器、磁気製品、磁気カード等など）に近づけないでください。
本製品を飛行機で使用しないでください。
温度変化の激しいところでは、使用しないでください。
汚れた場合は洗剤等で洗いとり柔らかい布で乾拭きしてください。
本製品を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。
3 か月に一度は充電してください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。
本製品は IPX5 等級の防水機能を満たしています。強く水がかかる場所や水中での使用はしないでくだ
さい。(IPX5 等級の基準を満たすために、主電源スイッチに防水シールを正しく貼ってください)
本製品はすべての Bluetooth 対応の機器との接続、動作を保障したものではありません。

操作パネルの説明

①

音量

 －音量が下がります。
 ＋音量が上がります。(音源側設定の最大音量まで)

②

マイク

ハンズフリー通話用マイクです。
電源

③

電源
再生
一時停止
Bluetooth
ハンズフリー

再生
一時停止
Bluetooth
ハンズフリー

④

スキップ

⑤

残電池ステータス

⑥

主電源スイッチ
(リセット)

長押し約 5 秒以上で電源オン/オフ。
電源がオンになると LED は赤(点滅)。
再生されていない状態でタッチすると再生します。
再生中の LED は青。
再生中にタッチすると一時停止します。
一時停止中の LED は青(点滅)
LED が赤で点滅している場合は、ペアリング待ち状態です。
電話を受けたり、切ったりします。
 < 前の曲にスキップします。
 > 次の曲にスキップします。
 4 個の LED は、電池の残量を示します。
 電池が満タン時は 4 個の LED が点灯します。
 充電中は点滅します。
 最初に使用する場合にオンにします。
 動作・操作がおかしくなった場合、オフにしリセットします。
 防水シールが貼られている場合は剥がして使用してください。

■基本操作
１. 主電源オン
主電源(操作パネル⑥)をオンにします。右側(外側)にスライドさせるとオンになります。
２. 電源オン
電源ボタン(操作パネル③)を約 5 秒以上長押しすると電源がオンになります。電源が入ると操作パ
ネル②が点滅します。オンになった場合、ピッという音が鳴ります。
３. Bluetooth ペアリング
① Bluetooth LED(操作パネル③)の状態を確認します。
 Bluetooth LED が赤で点滅している場合はペアリング待ち状態です。
 Bluetooth LED が青の場合はすでに端末とペアリングしている状態です。
 自動的にペアリングされない場合は、③からの操作を行ってください。
② ご使用の端末の取扱説明書をご参照の上ペアリング操作を行い、登録、接続をします。
ペアリングするデバイス名は”TOUGH BEAT“です。
③ 端末とペアリングが成功した場合、Bluetooth LED が点滅をやめ青く点灯します。
④ 端末とペアリングが成功した場合、ピッという音が鳴ります。
➄ 端末とペアリング中に別の端末とペアリングしたい場合は、接続している端末の Bluetooth 設定
をオフにし、接続したい別の端末でペアリングしてください。
４. 音量調節
操作パネル①を押し音量を調整します。-/+を長押しすると連続的に音量の上げ下げもできます。
最小音量または最大音量になった場合、ピッという音が鳴ります。(音源機器の設定音量まで)

５．再生と一時停止
操作パネル③をタッチします。再生されていない状態でタッチすると再生、再生されている状態
でタッチすると一時停止します。LED の色は、再生中は青、一時停止中は青(点滅)になります。
６．スキップ
操作パネル④をタッチします。>をタッチすると次曲にスキップします。前の曲にスキップしたい場
合は、<をタッチします。
７．ハンズフリー通話
本機と接続しているスマートフォンに着信があった場合、操作パネル③をタッチすると電話を受け取
れます。操作パネル②のマイクに向かって会話してください。
操作パネル③を約 2 秒以上長押しすると通話が終了します。
８．電源オフ
操作パネル③を約 5 秒以上長押しすると電源がオフになります。放置時間 5 分でも電源が自動オフ
となります。オフになった場合、ピッという音が鳴ります。(主電源はオフになりません)
９．主電源オフ
長期間使用しない場合は主電源(操作パネル⑥)をオフにしてください。
左側(内側)にスライドさせるとオフになります。
１０．充電
内蔵電池の容量が少なくなった場合ビッビッビッ、ビーという音が鳴りますので充電してください。
■セットアップ(主電源オン、防水設定)
本機をはじめてご使用する場合、主電源のオンおよび防水シールを貼る必要があります。
①本機の底面にある主電源スイッチをオンにします。
②付属品の防水シールを主電源スイッチの上に貼付けます。
主電源スッイチがきちんと隠れるよう正しく防水シール
を貼ってください。
防水シールが正しく貼られていないと IPX5 等級の基準を
満たすことができません。

主電源スイッチ

電源が入らない。

音がでない。

音が割れる
雑音が入る
動作・操作がおか
しい

防水シールを貼る

・専用充電器の上に本機を乗せて充電します。
・本機の中心が充電器の中心に載るように置いてください。
・本機が充電器上の適切な位置に置かれ充電が開始されると、4 個の残
電池ステータス LED が順番に点滅します。4 個の LED が点滅を繰り
返す場合は、本機の置く位置が正しくありません。置く位置を調整し
適切な位置を探して下さい。本機が適切な位置に置かれた場合１個の
LED が点滅し、充電を開始します。(充電中は 1 個の LED が点滅)
・充電が完了すると残電池ステータスの 4 個の LED が点灯します。
・充電器は、本製品以外でも Qi 規格に対応しているものであれば使用
できますが保証はいたしません。
・安全のために充電終了後または使用していない場合には microUSB
ケーブルを充電器または USB アダプターから抜いてください。
(充電器の電源をオフにしてください)













電池が充電されているか確認してください。
主電源がオンになっているか確認してください。
電源がオンになっているか確認してください。
Bluetooth のペアリングが正しくできているか確認してください。
本製品の音量設定を大きくしてください。
接続端末の音量設定を大きくしてください。
接続端末または本機で再生操作をしてください。
貼付け場所に正しく貼付けているか確認してください。
貼付け場所を変更して確認してください。
音量を下げて確認をしてください。
リセット(主電源のオフ、オン)してから Bluetooth のペアリングを行ってく
ださい。
 Bluetooth の電波が届きやすい場所に本製品/接続端末を移動してください。
 本製品の電池の残量が十分あるか確認してください。

■主な仕様
音声入力
最大出力、インピーダンス
Bluetooth 適合規格
送信出力
通信距離
対応プロファイル
対応機種

■貼付け専用シートの使いかた
平らな壁(平面)
磁石が貼付かない壁等に本機を貼付けたい場合は、付属の貼付け専用シートを使用
してください。
 貼付け専用シートのネバネバしている面を壁等に貼付けます。
 貼付け専用シートの上に本機を貼付けます。
貼付け専用シートは凸凹のある平面に貼付けないでください。
(平らな面に貼付けてください)
 本機を貼付け後、重低音の音楽を鳴らし本機の位置ズレや落下が無い事を十分
確認し使用してください。
貼付け専用シート
 貼付け専用シートから本機が落下し破損または故障した場合は、保証対象外です。
■充電のしかた

■こんなときは

連続再生時間
内蔵電池
無線充電
充電時間
本体サイズ、重量

Bluetooth
4.5W + 4.5W 4Ω
Bluetooth Ver.4.1
Class 2
最大約 10m（使用環境によって異なります）
A2DP、AVRCP
Bluetooth 4.1+EDR A2DP プロファイル対応の Bluetooth デバイス、
Bluetooth 内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど。
約 6 時間(中音量) 音量により再生時間が長短いたします。
リチウムイオン電池 1800mA
Qi 規格
約 4 時間(付属の専用充電器使用時)
230mm(横) × 60mm(縦) × 19mm(幅) 約 250g

■保証書
保証規定
本製品は当社基準に基づく検査により合格したもので、下記保証規定により保証いたします。
1.保証期間中に正常な使用状態で、万一故障等生じた場合は無償で修理いたします。
2.本保証書は、日本国内のみ有効です。
3.下記事項に該当する場合は、無償修理の対象から除外いたします。
a.不適切な取扱、使用による故障
b.設計使用条件等を超えた取扱、または保管による故障
c.当社もしくは当社が委託した者以外の改造または修理に起因する故障
d.その他当社の責任と見なさない故障

製品名
TOUGH BEAT
保証期間
販売店名/販売代理店名・住所

総販売元・製造元・問い合わせ先
株式会社オーセンテイックインターナショナル
〒110-0016 東京都台東区台東 3-2-5 大林ビル 3F
TEL: 03-5826-4324 FAX: 03-5826-4325

年

月

日より１年間

