
・再生：音楽を聴くときは端末のプレイボタンを押すと自動
的に再生します。
・停止：再生中の音楽を停止する場合は端末の停止ボタン
を押すと停止します。
・イヤホンでの再生停止：どちらか一方のイヤホン本体の電
源ボタンを一回押すと再生/停止します。

取扱説明書

POWER BANK 　　　　
取扱説明書

POWER BANK

本体/付属品を確かめる

製品の名称

イヤホン

Lx2

（Mx2 装着済）

L　　　　 M　　　　S

Sx2

イヤーピース バッテリーケース　

1．イヤホン電源ボタン
2．LEDランプ
3．イヤーピース

4．バッテリーケース
5．MicroUSB ポート
6．充電ランプ
7．USBポート

USBケーブル 取扱説明書

バッテリーケースを充電する

製品仕様 Bluetoothについて故障と思ったときには 保証書

充電バッテリーの残量目安
バッテリーケースを振ると青の充電ランプが点滅し点滅回
数によって残量を表示します。

USBポートから、充電したい端末にあったケーブルで充電
が可能です。

注意

１．もし、イヤホンから時間内（5分間）にペアリングが完了しない場合、自
動的に電源がOFFになります。

２．本製品を３ヶ月以上使用されていない場合、必ず充電してからご使
用ください。

３．本製品を高温や低温(０℃以下又は４０℃以上）の場所に置かない
ようにしてください。変色や変形または故障に原因になります。

４．雷などの悪天候の時は使用しないでください。感電や故障の原因に
なります。

５．修理及び分解しないでください。
６．イヤホン本体やバッテリーケースを子供やペットの手が届かない場
所に保管してください。事故や怪我の原因になります。

７．本製品を水に入れないでください。感電や故障の原因になります。
８．洗剤やベンジン・シンナーなどの薬品を使用しないでください。
９．初期不良でない故障や損失、紛失に関しては保証対象外となります。
10．本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したも
のではありません。

11．本製品は2つ以上のデバイスと同時接続はできません。（マルチポイ
ント非対応）

・Bluetoothの特性上、近くで他の無線機器などを使用していると電波障
害や、接続不能になる場合があります。
・接続において周辺に他の電波を発する機器や障害物の多いところ、電
波状態の悪い環境では接続が頻繁に切れたり、エラーが発生する可能
性があります。
・特に鉄筋コンクリートや、人の体などを挟むと雑音が入ったり、接続が
途切れる可能性があります。
・Bluetoothの特性上、一部のビデオ再生やゲームなどで使用した場合、
動画と音ズレが生じる場合があります。

＜Bluetooth通信をスムーズにするために＞
・本製品は端末からBluetoothの電波をステレオでメインチャネル（L）
に送信し、その後、電波を振りわけ、サブ（R）のイヤホンに転送します。
　使用の環境によって、メインからサブへの通信が一時的に途切れる
場合がございますが、本体の故障ではございません。
・万が一頻繁に途切れる場合は、端末をメインチャネル（L）に近づけて
みてください。
・図のようにイヤホンを着用することで、スムーズに通信できる場合が
あります。

本製品についての情報やサポートに関しては本製品のホームページをご覧ください。

スマートフォンの充電

ペアリングの方法

USBケーブルを使用してアダプターやパソコンからでも充
電可能です。
充電中は青い充電ランプが点滅、充電完了後、青い充電ラ
ンプが点灯に変わります。
充電時間は約2.5時間です。

イヤホンをお使いいただく前に

最適なサウンドをお楽しみいただくため、3サイズのイヤ
ーピースを用意しています。ご自分の耳に合ったサイズ
のものをご使用ください。

＜ペアリング中＞

サブ（R） メイン（L） サブ（R） メイン（L）

サブ（R） メイン（L）

＜1回点滅＞ ＜2回点滅＞ ＜3回点滅＞ ＜4回点滅＞

＜ペアリングモード＞

6秒間

2-1 耳に装着してペアリングモードにした場合には、最初に「
PowerON」次に「Connected」という音声が流れ、その後に左
右それぞれのイヤホンから「Right channel」「Left channel」と
いうアナウンスが流れます。

2-2 両耳のイヤホンが接続されると、片方のイヤホンは青のLED
ランプがゆっくり点滅します。赤・青交互に点滅するイヤホン
がメインチャネル（L）になります。

イヤホンの操作方法

音楽再生

通話

＜電源ON＞

電源ON

イヤホン電源ボタンを長押しすると青のLEDランプが
点滅し、音声案内が流れます。

1

2

1

2

3

6
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5

　電源OFFの状態で、Beat-inイヤホンの左右ボタンを同時
に6秒以上長押しします。

6-1 接続が成功した際はイヤホン側の音声では「Second 
device connected」というアナウンスが流れます。

6-2 メインチャネル（L）は青のLEDランプがゆっくり点滅します。
サブチャネル（R)は青色のLEDランプが２回連続で点滅し
ます。

　イヤホンのLEDランプが青と赤に点滅しペアリングモード
に入ります。

電源OFF：
片方のイヤホンのみでも終了することができます。

電源が付いた状態でイヤホンの電源ボタンを長押しす
ると赤のLEDランプが点滅し、音声が流れます。
2つのイヤホンを繋いだ状態で片方のイヤホンの電源を
消すともう片方のイヤホンの電源も自動的に消えます。

項目

イヤホン バッテリー容量
Bluetoothバージョン
電圧
マイク感度
周波数
最大通信距離
インピーダンス
オーディオ転送フォーマット
CODEC

55mAh
4.1
3.2V~4.2V
－40 ±2db
2.4 ~ 2.48GHZ 
10ｍ
32Ω
A2DP/HFP/HSP/AVRCP 
AAC/SBC

充電容量
DC出力電圧
DC出力電流（MAX)
DC充電電圧
DC充電電流（MAX)

2100mAh
DC5V
1A
DC5V
1A

バッテリー

仕様
症状 原因 解決策

販売元：株式会社 ロア・インターナショナル
カスタマーセンター: support@roa-international.com

販売元：株式会社 ロア・インターナショナル
カスタマーセンター: support@roa-international.com

イヤホンを充電する

使用前にイヤホンとバッテリーケースを十分充電してか
らご使用ください。
本製品はマグネット式です。
充電中は、LEDランプ（赤）が点灯し、充電完了後にLEDラ
ンプ（赤）は消灯します。
充電時間は約1.5時間です。

※イヤホンのバッテリーが足りないときは、赤のLEDランプが
点滅します。

※ご使用前に十分充電したことをご確認下さい。

※ペアリング作業前にBeat-inイヤホン本体を満充電して下さい。
※端末のBluetoothはオフのまま作業を開始して下さい。

上記手順が完了したら、端末の音楽ファイルやプレーヤーを立ち
上げ、再生して下さい。

充電が完了すると
LEDランプがOFF

② 取り出す

① 押し上げる。

購入年月日：

購入店舗：

購入金額：

保証期間：

お客様情報

※保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
※製品の故障が発生した場合は販売店もしくはカスタマーセンターに
ご連絡ください。
※本説明書の内容及び製品のデザインについては、よりよい品質のた
めに事前予告なしに変更することがあります。

※製品の保証に関しましては日本国内のみ有効となります。
※保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報（お名前、ご住所）が記載
されていない場合、記入内容を任意に修正した場合、保証書を紛失
された場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。
※使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になりま
す。

※火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障は対象外に
なります。

※注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷また
は身体に及ぶ障害等は対象外になります。

※初期不良でない故障や損失、紛失に関しては保証対象外となります。

製品ご購入から1年間

お名前：

ご住所：

連絡先：

■免責事項

メイン（L）

Beat-in

通話が始まるとメイン（L）イヤホンだけに発信者の着信音
が流れます。メイン（L）イヤホンから通話が可能です。

・通話/通話終了: 電話がかかって来た時にイヤホンの電源
ボタンを1回押すと通話ができ、通話が終わった時にイヤ
ホンの電源ボタンを一回押すと終了になります。
・呼び出し拒否：呼び出しを拒否したい場合は、電源ボタン
を2秒間押すと拒否できます。
・リダイヤル：イヤホンの電源を連続で2回押すと直近で発
信した番号にかけることができます。

電源が付かない バッテリー不足 イヤホンの充電

ペアリング後無音 ペアリング方法の間違い ペアリングを再度行う

通話は可能だが
赤のランプ バッテリー不足 イヤホンの充電

イヤホンが自動的
にOFF バッテリー不足 イヤホンの充電

発信者の声が低い イヤホンの着用に問題 イヤホンの位置を調節する

エコー 音量が高すぎか周りの
環境が悪い 音量の調整や環境の変更 

通話中のノイズ
周囲の環境音による妨害、
またはイヤホンがデバイス
から離れすぎている

イヤホンとデバイスの距離
を短くする

シグナルが低下、
途切れ

距離が離れているか
他の電波の妨害

ペアリングが上手く
できない ペアリング方法の間違い

デバイスとイヤホンの距離
を短くし、他の電波が入ら

ないようにする

充電中の表示が
ない

イヤホンの配置の
間違い

イヤホンを正しく配置
したか確認

ステレオ接続される前に
モノラルにて接続されてい
る可能性があります。（
Beat-inは片耳のモノラル
接続でも使えます）

端末のデバイスリストから
「Beat-in」を解除し、最初か
らペアリングを行ってくだ
さい。

イヤホン同士のペアリングが完了です。

「Beat-in」の横に「接続済み」という表示が出ていれば
接続成功です。

7 端末とイヤホンのペアリングが完了です。

端末のBluetooth機能をONにします。
デバイスリストに「Beat-in」という項目が表示されるので、
タップし選択します。

www.beat-in.jp/manual/powerbank.pdf
この「取扱説明書」をWEBで確認できます。

// Both the line art and copy can be modified for your application.
// Use the line art, copy, or both (click on instructions below to download)

  

 

ComplyTM Tip instructions(required)

Inserting the ComplyTM Premium Earphone Tip

Inserting the Comply Earphone Replacement Tips 

1. Remove the silicone tip from the earphone. 

2. Clean the earphone nozzle of any debris with a dry cloth. 

3. Insert the earphone sound port nozzle into thetip’s core at an 
angle. Then push the rest of the tip onto the earphone’s nozzle.

4. Repeat for the other side.

1. Squeeze down the foam tip and roll the tip into a thin, round 
cylinder.

2. Pull back and up on the ear to open the canal. Gently insert 
the entire tip into the ear. 

3. Hold the tip in place until it expands.

【コンプライ使用方法、注意事項】

①元々付いているシリコンチップを慎重に取り外します。
②ノズルに汚れなどが無いことを確認し、コンプライイヤーチップを
　ノズルの根元までしっかり取り付けます。
※コンプライはシリコンに比べて多少きつくなっておりますがしっかりとノズルの
奥まで差し込んでください。バッテリーケースでの充電不良の原因になります。
③耳に入れる前に指の腹で小さく丸めます。
④コンプライが縮んだ状態のまま、イヤホンを耳にセットします。
⑤そのまま軽く指で押さえて頂くと約15秒～30秒で縮んだイヤーチップが広がります。

ペアリングが上手くできないときには一度イヤホンをリセットして、再度イヤ
ホン同士のペアリングをしなおしてください。

< リセット方法 >
充電ケースに両方のイヤホンを装着したまま両方のイヤホンのボタンを同
時に長押しします。
長押しするとイヤホンの青ランプが１度だけ点灯して赤ランプになりイヤホ
ン同士がリセットされます。


