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各部名称

内容物

取扱説明書・保証書

3.5ｍｍオーディオケーブル 充電用Micro USB ケーブル

1. 内容物・各部名称



人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守り
いただくことを説明しています。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が

死亡または重症を負う危険性がある内容です。
【警告】

●対応以外のＵＳＢケーブルを使わない
    電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となり ます。

●分解や改造をしない
    火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。

●煙が出る場合、異常なにおいや音がする場合はすぐに電源をきる
    煙が出なくなるのを確認して販売店またはサービスセンターに修理を依頼してください。

●水道の蛇口付近や風呂場などのぬれている場所や水気の多い場所では使用しない
    火災・感電の原因となります。

●本機の内部に水などが入った場合は本機の電源を切り、サービスセンター
    に点検を依頼する
    そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

●直射日光が当たる場所や、温度が異常に高くなる場所 （暖房機の傍など）に設置しない
    本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

●音が歪んだ状態で長時間使用しない
    スピーカーが発熱し、火災の原因になる場合があります。

●航空機の中で使用するときは航空会社の指示に従う
    航空機の計器などの誤作動の原因となる恐れがあります。

    ご使用の前に航空会社にご確認ください。

2. 安全上のご注意



【注意】 この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が

障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。

●不安定な場所や振動する場所に設置しない
    本機が落下して、破損や怪我の原因になります。

●本機を叩いたり、蹴ったり、踏んだりしない
    破損や怪我の原因になります。特に小さいお子様にはご注意ください。

●濡れた手で本機に触れない
    感電や本機の内部に水が入り、故障の原因になることがあります。

●薬物厳禁
    ベンジン・シンナー・合成洗剤などで外装をふかない。

    また、接点復活剤を使用しない。外装が痛んだり、部品が溶解することが

    あります。

●強い電波を発する機器、他の Bluetooth 機器と近づけて使用しない

通信速度が極端に低下したり、音楽や音声が途切れる場合があります。

●音量を上げすぎて使用しない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、

聴力に悪影響を与える場合があります。

●運転中の操作はしない
運転中の操作は思わぬ事故を引き起こす危険があります。



【内蔵電池についてのご注意】

内蔵電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す。

漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

また内蔵電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明や怪我、皮膚の炎症の原因となります。

●液が漏れたとき

→触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。

　乾いた布などでよく拭いてください。

●液が目に入ったとき

→目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けて

    ください。

●液が体や衣服に付いたとき

→すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。

内蔵電池には以下のことに注意する。

本製品はリチウムイオンバッテリーを使用しています。

リチウムイオンバッテリーにはリチウムが含まれており、誤った使用、取扱い、廃棄

により爆発する恐れがあります。

●火の中に入れたり、過熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の

   場所、車中などに放置しないでください。

●使用中や保管時に発熱したり、異臭を発したり変色、変形、その他今までと異なる場合は使用

    を中止してください。

●電子レンジや高圧容器に入れないでください。

●水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。

●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

●所定の充電時間を超えても充電が終わらない場合は充電をやめてください。

●本書で指定している以外の方法で充電しないでください。



【Bluetooth に関するご注意】

本機は、2.4ＧＨｚの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でも

いろいろな機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。

以下のような場所で本機を使用する場合、送信 /受信ができなくなることがあります。

2.4ＧＨｚを利用する無線ＬＡＮ、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発

生するところ。（環境により電波が届かなくなる場合があります。）ラジオから離してお使い

ください。（ノイズが出る場合があります。）テレビにノイズが出た場合、本機（および本機

対応製品）がテレビ、ビデオ、ＢＳチューナー、ＣＳチューナーなどのアンテナ入力端子に

影響を及ぼしている可能性があります。

本機（および本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

注意
本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、

当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

本機は全ての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。

弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について一切の責任を負いかねます。

あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作す

るなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

航空機内や病院など、使用を制限された場所では電子機器や医療用電気機器に影響を与え、

事故の原因となる恐れがあります。ご使用の前に航空会社、医療機関にご確認ください。

ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知機、その他自動盛業機器など。

ペースメーカー、その他医療用電気機器を使用される方は、該当の各医療用電気機器メー

カーまたは販売業者へ影響についてご確認ください。

電波法に基づく認証について
本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、

本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし以下の行為を行うと法律に

より罰せられることがあります。

   本機を分解 /改造すること。

周波数について
この無線機器は 2.4ＧＨｚ帯を利用しています。

変調方式としてＦＨＳＳ（周波数拡散方式）を採用し、想定される与干渉距離は約 10ｍです。

この機器の使用周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造

ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定

小電力（免許を要しない無線局）が運用されています。



・Bluetooth ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG. inc が所有する登録商標であり、

   株式会社スリーイーホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。

・iPod,iPad,iPhone は米国およびその他の国々で登録された Apple inc の商標です。

・iPhone 商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

・本説明書では ® およびＴＭ表記を省略しています。

この度は Bluetooth Speaker “The Bull” をお買い上げ頂きまして、

誠にありがとうございます。

製品のご使用の前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

 本製品は以下の特徴を持った、Bluetooth 接続対応スピーカーです。

3. 本機の特徴

1. 今までにない牛革仕様の洗練されたデザイン
2. 最新の音響技術を採用し、さらなるハイクオリティを実現
3.3D サウンドモードやハンズフリー通話など多彩な機能を搭載
4.PC、スマートフォン、ミュージックプレイヤーなど多くのデバイスと
    Bluetooth 接続可能
5. 持ち運びに便利なサイズで、どこでもお気に入りの音楽をお楽しみ頂けます



4. 充電方法
　本体の電池残量が少なくなると、LEDライトが赤色にゆっくりと

    点滅します。完全に点灯した場合は電池切れとなり、

    本体の充電が必要な状態となります。

    なお、充電が完了しますと、赤色の LEDライトが消灯します。

※本体の充電は、スタンバイの状態か電源OFF の状態で、

    付属の充電用Micro USB ケーブルを使用して行ってください。

5.Bluetooth 接続による再生
■Bluetooth 接続

     1.             ボタンを 1回押すと、本体の電源をON/OFF できます。

     2.  電源を ONにすると発信音が流れ、LEDライトが青色に点滅します。

          ご使用のデバイス上に表示される Bluetooth 接続画面において、

          接続可能なデバイスを自動で検出しますので、デバイス上で

          “The Bull” を選択してください。PIN コードの入力が必要な場合は、

          “0000” を入力してください。

     3.  Bluetooth 接続が完了すると、LEDライトが青色に点灯します。

■Bluetooth 接続中の各ボタン機能

    Bluetooth 接続中に           ボタンを押すと、音楽の再生 /停止ができます。

    また 、                     ボタンを押すことで音量を調整できます。

    最大音量もしくは最小音量になった場合は、発信音が流れます。

■iPhone 本体上でのバッテリー残量表示

    iPhone で Bluetooth 接続した場合、本体のバッテリー残量が

    iPhone 上に表示されます。

   また、本製品を通してデバイスの音量を調整することもできます。

■オートOFF 機能

    本体の電源をONにした後、約 10 分間 Bluetooth 接続されなかった

    場合は、自動的に本体が電源OFF になります。

    ※Aux-in モードを除く



6.3D サウンドモード
    音楽再生中に             、           ボタンを同時に押すことで 3Dサウンドモードに

    切り替えることができます。

切り替えまでの流れ

1. 音楽再生中に            、           ボタンを同時に押す

2. 約 1 秒間再生が停止する

3. 本体前面の LEDライトが緑色に変わり、3Dサウンドモードに切り替わる

※LEDライトが赤色に点滅した場合は、電池残量が少ないことを表します。

※3Dサウンドとは･･･
　周囲から聞こえるような聞こえ方で、振動的効果も伴います。

    同じ空間内で聞いた場合、どの位置で聞いても同じような音響効果に聞こえます。

7.NFC による再生
お使いのデバイスがNFC に対応している場合、NFC による音楽再生ができます。

             は NFC 検出エリアを表しており、NFC 対応デバイスをNFC 検出エリアに

ワンタッチ（触れるだけ）するだけで機器が認証され、Bluetooth 接続と同じように

無線通信ができます。

   NFC とは、Near Field Communication の略で、今、最も注目を集めている

近距離無線通信技術となります。

特徴的な機能は、NFC 検出エリアにワンタッチするだけで、無線通信ができます。

  ※NFC とは･･･



8. 有線による再生
    ■Aux-in モード

        Aux-in ケーブルを本体背面の Aux-in ジャックに差し込み、          ボタンを押すと

        Aux-in モードに切り換わります。なお、           ボタンを押すことで、

        Bluetooth 接続モードに切り替えることができます。

        Aux-in モード中は LEDライトが点灯し、            、            ボタンを押すことで

       音量を調整できます。

       音量が最大もしくは最小に達した場合は、LEDライトが青色に 2回点滅します。

                 を押すことで、サウンドをON/OFF することができます。

9. ハンズフリー通話
iPhone・携帯電話･スマートフォン等とハンズフリー（HFP）接続すると、

本機の          ボタンで iPhone・携帯電話・スマートフォン等の簡単な操作を

行うことができます。

Bluetooth 接続による音楽再生中に、           ボタンを押すことで

ハンズフリー通話を行うことができます。

1. 着信中に          を 1 回押す　→　電話を受けます

2. 通話中に          を 1 回押す　→　電話を切ります

3. 着信中に          を長押しする　→　着信拒否します

4.　　  を 2 回連続で押す　→　リダイヤルします

※機種により、一部の機能が使えない場合があります。

※携帯電話・スマートフォンの取扱説明書も併せてご覧ください。

操作方法



10. トラブルシューティング
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11. 製品仕様

Bluetooth CSR4.0

外形寸法 80×90×208mm

質量 657g

Aux-inジャック 3.5mm

材質 アルミニウム,牛革,プラスチック

対応プロファイル A2DP1.2、AVRC1.0、HFPV1.6

対応コーデック CVSD、ｍSBC、SBC、MP4

周波数範囲 60Hz-18kHz

最大出力 RMS（実効値）10W×2

入力電圧 DC5V/1000mAh

SN比 85db

使用ユニット 50mmフルレンジスピーカー（2基）

充電時間 約5時間　※1Aで充電した場合

連続再生時間 約10時間　※使用環境により異なります

インピーダンス 4ohms

バッテリー容量 2200mAh/7.4V

Bluetooth接続距離 10M以内　※使用環境により異なります

※電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと
    徐々に使用できる時間が短くなります。
※高温で保管すると、電池性能の劣化が早まります。
※直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。



12. 保証規定
●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。

●保証期間は、ご購入年月日から起算した期間内に限ります。

●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、

    弊社で無償修理いたします。

●本保証書は本 Bluetoothスピーカー本体のみの保証でご使用に際して携帯電話、

    その他の各種メモリー内容に関する損害などの保証をするものではありません。

●保証期間内であっても次の場合は保証の対象外となります。

      1, 保証書がない場合。

      2, 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。

      3, 譲渡、あるいは再販された場合。

      4, 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。

      5, 消耗、劣化の場合。

      6, その他当社の責任とみなされないと判断した故障または損傷の場合。

●本保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではございません。

●修理、輸送に関しての注意 

      1, 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社サポートへご依頼の上、

          弊社指定住所へお送りください。

      2, 記録媒体内データは一切の保証をいたしかねます。

      3, 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。

          なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。



13. 保証書
●本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で
    万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件の元において修理いたします。

お名前

ご住所

品番

保証期間

ご購入日
  （販売店様記入欄） 年        　月　      　日

3E-BSP1

お客様

ご購入日より6ヶ月間有効

注意事項

●この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

●販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またお客様のご購入を

     確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合は、保証が

     適用されませんのでご注意ください。



www.3ec.jp  


