ワイヤレススピーカ SH-298BT 取扱説明書
同梱物と名称
∙ ワイヤレススピーカ SH-298 本体
∙ 充電用ケーブル（本体 miniUSB ⇔ USB）
∙ 音声入力用ケーブル（3.5mm ミニプラグ ⇔ 3.5mm ミニプラグ)
∙ 取扱説明書

電 源 を 入 れ る に は
本機の電源を入れるには、本体横の ON/OFF スイッチを ON にします。
「ポピポピ」という音が鳴り、本機が動作を開始します。

ワイヤレス接続するには
本体各部の名称

+ / - ボタン

LED インジケータ

（あ）初めて接続する場合
お手元のブルートゥース機器（携帯電話、ゲーム機など）と本機を初
めて接続する場合は、ブルートゥース機器に本機を登録する必要が
あります。以下では、例として iPhone への本機の登録方法を示しま
す。その他の機器の場合は、各機器の取扱説明書（ブルートゥース接
続に関する項目）などをご参照ください。
(1)
(2)
(3)

ON/OFF スイッチ
音声入力ポート
充電用ポート

充

電

す

る

に

は

本機は次のいずれかの方法で充電を行うことができます。
（あ）パソコンの USB ポートを経由する方法

(4)

本機の電源を入れます。
そのまま約 10 秒間待機すると、LED インジケータが青と赤の
交互に点滅します。この状態をペアリングモードと呼びます。
iPhone で「設定」→「一般」→「Bluetooth」と選択し、Bluetooth
を ON にします。
少し待機すると「デバイス」の下に「BT Speaker」という名前が
現れ、「接続されました」と表記されます。本機側では「プル
ッ」と音が鳴ります。
これで本機がお手元のブルートゥース機器に登録され、接続
が確立されました。

（い）再度接続する場合
お手元のブルートゥース機器に既に本機が登録され、かつ Bluetooth
が ON になっている場合は、本機の電源を ON にすると自動的に本機
とブルートゥース機器との接続が確立されます。本機は「ポピポピ」
と鳴った後続いて「プルッ」と鳴ります。
お手元のブルートゥース機器に既に本機が登録され、かつ、
Bluetooth が OFF になっている場合は、自動的には接続されません。
この場合はブルートゥース機器側で Bluetooth を ON にし、かつ「BT
Speaker」を選択すると接続が開始され、成功すると機器側には「接
続されました」と表記され（IPhone の場合）、本機側では「プルッ」と
いう音が鳴ります。

付属の充電用ケーブル

充電用ポートへ

パソコンへ

（い）家庭用のコンセントを経由する方法

市販の USB-AC 変換アダプター

＜注意点＞
�
本機が同時に接続できるブルートゥース機器は１台です。お手
元のブルートゥース機器が既に他のブルートゥース機器と接続
されている場合、または、本機が既に他のブルートゥース機器
と接続している場合、新たな接続はできませんのでご注意下
さい。
�
本機とブルートゥース機器との接続可能距離は、間に障害物
がない場合で最大約１０ｍです。

ケーブル接続するには
充電用ポートへ

コンセントへ

充電中は、LED インジケータが赤く点灯します。充電が終わると赤の
LED は消灯します。
満充電までに要する時間は、およそ２～3 時間です。

本機とお手元の機器（ミュージックプレーヤー、パソコンなど）は、ケ
ーブルでも接続できます。

付属の音声入力用ケーブル

音声入力ポートへ

ミュージックプレーヤーなどへ

本機で音を聴くには
ブルートゥースまたはケーブルにて本機とお手元のブルートゥース
機器が既に接続している場合、機器側で音楽の再生などを ON にす
れば、本機からすぐに音が流れます。ワンセグの場合、お手元で画面
を観ながら音を本機で聴くこともできます。
音量の大小、一時停止などもお手元の機器側で操作が可能です。
※本機には高音質を実現するために特殊な部材を内部に装填して
あります。この部材が作動に馴染むまでに数 10 時間程度を要します
ので、ご使用初期に徐々に音質が上がっていく現象が見られます。

本 機 側 で の 操 作
本機側では、以下の操作が可能です。
＜音量の大小＞
本体の+/-ボタンの「+」側を押し続けると音量が上がります。
本体の+/-ボタンの「-」側を押し続けると音量が下がります。
※本操作は、ワイヤレス・ケーブルいずれの接続の場合でも可能です。

＜曲の一時停止・再生＞
曲の再生中に本体の+/-ボタンの「▶II」ボタンを押すと一時停止に、
一時停止中に「▶II」ボタンを押すと曲を再開します。
＜曲のスキップ・リバース＞
曲の再生中に本体の+/-ボタンの「+」を短く押すと、次の曲に飛びま
す。同じく「-」ボタンを短く押すと、前の曲に戻ります。

トラブルシューティング
ワイヤレス接続が確立できない場合は、以下の点をご確認下さい。
�
本機とブルートゥース機器が十分に電波の届く範囲にあるか
（通信可能距離は見通しで最大 10m です）
�
本機がペアリングモードを終了した状態（青の LED の遅い点
滅）になっていないか
→一旦電源を OFF→再度 ON にして下さい
�
本機の電池残量が少なくなっていないか
→充電を行って下さい
＜注意！＞
２つの異なるブルートゥース機器を交互に本機に接続しようとした場
合、機種によっては本機が登録されているにもかかわらず、接続出
来ないことがあります。(iPhone では「接続できませんでした」と表
示されます）
この場合は、ブルートゥース機器の登録リストから一旦本機を削除し、
再度本機を登録していただくと接続が可能となります。

ハンズフリー機能について
本機はハンズフリー会話機能には対応しておりません。本機の使用
中にブルートゥース機器に着信があった場合の動作については、お
使いのブルートゥース機器の仕様に準じます。（iPhone の場合は通話
を優先します）

※曲の一時停止・再生、スキップ・リバース操作はワイヤレス接続の場合のみ可能で
す。

ご 使 用 上 の 注 意
1)

ペアリングモードについて
本機の電源を ON にした後に、本機は周辺に既に登録されたブルート
ゥース機器がないかまず探しますが、約１０秒間探して見つからない
場合はペアリングモード（LED＝赤と青の交互点滅）に入ります。
お手元のブルートゥース機器の Bluetooth を ON にするとブルートゥ
ース機器は周辺の他のブルートゥース機器を探し始めますが、本機
がペアリングモードにあった場合は「BT Speaker」として認識し、登録
または接続を開始します。
ペアリングモードは約３分間継続しますが、その間に他の機器との接
続がなかった場合はペアリングモードは「ブー」という本体の音と共
に自動的に終了します（電源は入ったままです）。
ペアリングモードが終了した状態ではワイヤレス接続はできません。
ワイヤレス接続を行う場合は、一旦本機の電源を OFF→再度 ON にし、
再度ペアリングモードに移行させて下さい。

LED インジケータについて
i
n
n
j
i
本機の LED インジケータは以下の状態を示します。
インジケータ

状態

青の緩やかな点滅

1) 電源 ON 直後
2) ワイヤレス接続が確立された状態
3) ペアリングモードが終了した状態

青の早い点滅

電源 ON の後、ペアリングモードへの移行
準備を行っている状態（1～２秒のみ）

赤と青の交互点滅

ペアリングモード中

赤の点灯

充電中

小さなお子様の手には触れないようご注意下さい。故障の原
因となることがあります。
本機を落としたり叩いたりしないようご注意下さい。
本機は通常の環境での使用を前提に設計されています。高
温・高湿の場所、または、粉塵の多い場所には放置しないで下
さい。

2)
3)

本

機

の

仕

様

項目

仕様

内部電源電圧

3.7V

内部電池容量

500mAh

充電電圧

5V

出力

3W

周波数特性

180 - 20,000Hz

S/N 比

> 80dB

歪率

< 1.0%

外寸法

Φ60 x H50mm

お問い合わせ先：
シースピリッツ合同会社（HAKOJIRO SOUND BOX）
川崎市高津区梶ヶ谷 2-6-11
TEL. 044-571-3470
Mail. info@hakojiro.com

