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セット内容
TaoTronicsBluetooth トランスミッター＆レシーバー
（型番： TT-BA07)
3.5mmオーディオケーブル
1 x 3.5mm ステレオ(メス)と2×RCA(オス)ケーブル
USB充電ケーブル
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製品図

①  LEDインジケター              ②  電源ボタン       
③  トランスミッターモード    ④  モードスイッチボタン　       
⑤  受信モード                         ⑥  3.5ミリオーディオポート
⑦  充電ポート



付記:
•  電源を一度切って3秒してから、モードの変換が可
    能となっております。モードの変更をした後は、ペア
    リングした機器の履歴は消えます。

操作

機能

電源オン

電源オフ

ペアリング

モード変換

再生/停止

操作方法

電源が切れていたら、電源ボタンを5秒押
しつけます

電源がついていたら、電源ボタンを5秒押す
ことで切れます

電源がついている状態で電源ボタンを2度
押しするとペアリングが始まります

モードスイッチボタンをTX（トランスミッター
モード）RX（受信モード）にそれぞれ切り替え
ます

受信モードで電源ボタンを一度押すと再生、
再度押すと停止します

LEDインジケター

LEDインジケータ状態

赤色に点灯

消灯　

赤と青ランプが交互点滅

赤色点滅

青色点灯

2秒間隔で一回青色に点滅　

状況

充電中

充電完了

トランスミッター・レシーバー
のペアリングモード

ローバッテリー警告

ペアリング成功

電源は入っていますが、
Bluetooth®機器と接続して
いません。̀`

付記:
•  初期状態で電源を入れると、自動的にペアリングモ
     ードになります。以下の方法でペアリングをしてく
     ださい。

使い方
充電
1.  まず、マイクロUSBをアダプターの充電ポートに挿しこみ
ます。
2.  一方のUSBを通電状態にあるUSBポートに挿しこみます
3.  LEDインジケターが赤色に点灯すると充電中です。フル
充電すると自動的に消灯です。



ペアリング
トランスミッターモードのペアリング
1.  接続する機器のBluetooth®をオンにします。本
      製品と機器の距離が1メートル以内であることを確認し
てください。

2.  電源ボタンを5秒押します（LEDインジケターが青でゆっ
くり点滅します）さらに、電源ボタンを2度押します（LED
インジケータは赤と青に交互点滅します）その後、約30
秒間でペアリングは完了です。（LEDインジケターは青の
点灯になります）

付記:
•  お使いになる前に、2時間以上の充電をお勧めし
    ます

付記：
• 低延遅を実現するには、受信するBluetoothデバ
  イスがQualcomm® aptX™ Low Latencyコー
   デックもサポートしていることをご確認ください。
   サポートしていない場合、音声と画像の間に顕著
   なラグが発生する可能性があります。
• TT-BA07をTXモードのアンプ出力に接続しない
   でください。過電圧が発生し、本体が損傷する可
  能性があります。

受信モードのペアリング
電源ボタンを5秒押します（LEDインジケターが青でゆっくり
点滅します）、電源がついてから5秒後にペアリングは始まり
ます。（LEDインジケターは赤と青に交互に点滅します）
1.  スマートフォンのBluetooth®をオンにして近くの
Bluetooth®機器を探してください。

　•  iOS:　設定＞Bluetooth®＞オン
   •  Android: 設定>無線とネットワーク＞Bluetooh®: オン
       ＞使用可能なデバイス
2.  検索結果に表示される「TaoTronics TT-BA07」をタップし
て接続します。接続されると、LEDインジケターは青色点
灯に変わります。

付記:
• 本製品は最初に電源が入ると自動的にペアリングを 
   開始します。
• モード変換すると前のペアリングの記録は消えます。
   電源がオンになることで自動的にペアリングが始ま
   ります。
• もしPINコードを要求された場合は、0000（0が4つ）、
   8888（8が4つ）、1111（1が4つ）、もしくは1234です。
• モード変換をしなければ、本製品は前回のペアリン
   グを記憶していますので、ペアリングモードになる
   ことなく自動的につなぎにいきます。

２つの機器と同時につなぐ

トランスミッターモード

トランスミッターモードでは、本製品は２つのステレオイヤ
ホン、またはスピーカーに同時に配信可能です。
1.  先に示した方法で、まず最初の機器をペアリングしてくだ



付記:
• 二つデバイスと同時ペアリングして音楽再生が可能
   です。
• 電源が入ると本製品はどちらの機器にも再接続しよ
   うとします。

さい。
2.  最初につないだ機器のBluetooth®をオフにします。次に
2つ目のペアリングをするために、本製品の電源ボタン
を2回押してペアリングを同様に開始します。

3.  ２つともペアリングが完了したら、最初の機器の
Bluetooth®をオンにもどしてください。30秒後にどちら
の機器も本製品と接続しているはずです。

受信モード
受信モードにおいても、2つの機器をBluetooth®接続でつな
ぐことができます。
1. 明した方法でTT-BA07を最初の機器をBluetooth®で接続
    します。接続後、最初の機器のBluetooth®をオフにしてくだ
    さい。電源ボタンを2回押して2番目の機器のBluetooth®を
    接続します。
2. 2つ目の機器が接続したら、最初の機器のBluetooth®の機
    能をオンにもどします。これでTT-BA07は２つのBluetooth®
    機器から受信できるようになりました。

付記:

• 一つの機器で再生中の時は、もう一つの機器の音
   楽はオフにしてください。
• 電源がつくと、どちらも自動的に再接続します。

注意事項

•  火気のそばや高温多湿な場所（浴室など）に放置しないで
ください。

•  製品を直射日光またはホット・エリアの下に置かないでく
ださい。高温は、電子機器とバッテリーの寿命を短くしま
す。

•  製品を分解しないでください、それは製品を破損する可能
です。

•  製品を床まで落ちさせないで、硬いものをノックさせない
でください。それは内部回路を破損する可能です。

•  製品を清潔にするために化学薬品や洗剤を使用しないで
ください。

•  本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に一度を目安
に充電をおこなってください。



EN   The Bluetooth® word mark and logos are 
registered trademarks owned by the 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks 

by Sunvalleytek International Inc. is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their respective 
owners.

DE   Die Marke Bluetooth® und das Bluetooth Logo sind 
eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und 
jegliche Verwendung dieser Marke durch Sunvalleytek 
International Inc. ist lizensiert. Die Rechte an anderen 
Markenzeichen liegen beim jeweiligen Eigentümer.

FR   Le terme et les logos Bluetooth® sont la propriété de 
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par 
Sunvalleytek International Inc. se fait sous licence.Les autres 
désignations commerciales et marques mentionnées sont 
détenues par leur propriétaire respectif.

ES   La marca Bluetooth® y los logotipos son de propiedad de 

Bluetooth SIG,  Inc. y se encuentra autorizado cualquier uso 
de estas marcas por parte de Sunvalleytek International Inc. 
Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus 
respectivos propietarios.

IT   La parola e i loghi Bluetooth® sono marchi di fabbrica 
registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi 
utilizzo di questi marchi da parte di Sunvalleytek 
International Inc. avviene su licenza. Gli altri marchi di 
fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi 
proprietari.

JP   Bluetooth®の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 、Sunvalleytek International Inc.はこれ
らのマークおよびロゴをライセンスに基づいて使用しています。
その他の 商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属
します。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class B digital device,pursuant to part 15 
of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates uses and 
can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and   
receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help Changes or modications not expressly approved by the 
party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment. This device complieswith 
Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,and
(2) this device must accept any interference received,includ-
ing interference that may cause undesired operation.



WEEE Compliance

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic 
Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature 
indicates that the product and its electronic accessories 
should not be disposed of with other household waste at the 
end of their working life. To prevent possible harm to the 
environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, please separate these items from other types of 
waste and recycle them responsibly to promote the 
sustainable reuse of material resources. Household users 
should contact either the retailer where they purchased this 
product, or their local government office, for details of where 
and how they can take these items for environmentally safe 
recycling. Business users should contact their supplier and 
check the terms and conditions of the purchase contract. This 
product and its electronic accessories should not be mixed 
with other commercial wastes for disposal.


