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FR
Contenu de la Boîte
1 x Adaptateur Sans-fil 2-en-1
TaoTronics (TT-BA08)
Câble Audio 3.5mm
Câble 3.5mm Femelle vers
2RCA Mâle
Câble de Charge USB
Guide d’Utilisation

IT
Model:TT-BA08
TaoTronics Wireless 2-in-1 Adapter

User Guide

US UK CA
Package Contents
TaoTronics Wireless2-in-1 Adapter
(Model: TT-BA08)
3.5mm Audio Cable
3.5mm Female to 2 RCA Male Cable
USB Charging Cable
User Guide

DE
Lieferumfang
TaoTronics kabelloser 2-in-1 Adapter
(Modell: TT-BA08)
3,5 mm Audiokabel
3,5 mm Klinke auf 2 RCA Kabel
USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung

Contenuto della Confezione
TaoTronics Adattatore
Wireless 2-in-1 (Modello: TT-BA08)
Cavo Audio da 3.5mm
Cavo Maschio 3.5mm a
2 RCA Maschio
Cavo di Ricarica USB
Guida Utente

ES
Contenido del paquete
Adaptador inalámbrico 2-en-1 de
TaoTronics modelo (TT-BA08)
Cable de audio de 3,5 mm
Cable macho 3.5mm hembra
a 2 RCA
Cable de carga USB
Guía del usuario

JP

セット内容

TaoTronics Bluetooth トランスミッタ
ー＆レシーバー (TT-BA08)
3.5mm オーディオ ケーブル
3.5mmメス 2RCA オス 変換ケーブル
USB 充電ケーブル
取扱説明書

FR

Contenido del paquete

① Volume - / Piste précédente

① Volumen - / pista anterior

② Volume+ / Piste suivante

② Volumen + / pista siguiente

③ Bascule de Mode Transmetteur

③ Transmisor (TX) / Conmutador

(TX) / Récepteur (RX)

DE

④ Indicador LED

⑤ Bouton d’Alimentation

⑤ Botón de encendido

⑥ Port de charge

⑥ Puerto de carga

⑦ Port Audio 3.5mm

⑦ Puerto de audio de 3,5 mm

Contenuto della Confezione
① Tasto volume - / traccia precedente

Package Contents

Lieferumfang

① Volume - / Previous Track

① Lautstärke - / vorheriger Titel

② Tasto volume + / traccia successiva

② Volume + / Next Track

② Lautstärke + / nächster Titel

③ Modalità Trasmettitore

③ Transmitter (TX) /

③ Sender (TX) / Empfänger

④ LED di Notifica

Receiver (RX) Mode Switch

(RX) Modusumschalter

de modo receptor (RX)

④ Voyant à LED

IT
US UK CA

ES

Contenu de la Boîte

⑤ Tasto di Accensione/Spegnimento

④ LED Indicator

④ LED-Anzeige

⑥ Porta di Ricarica Micro USB

⑤ Power Button

⑤ Einschalttaste

⑦ Porta Audio 3.5 mm

⑥ Charging Port

⑥ Ladeanschluss

⑦ 3.5mm Audio Port

⑦ 3.5mm Audioanschluss

JP

セット内容

① ボリューム - / 曲戻し

② ボリューム + / 曲送り

③ トランスミッター(TX) / レシーバー
(RX) モード切替スイッチ

④ LED インジケーター
⑤ 電源ボタン
⑥ 充電ポート

⑦ 3.5mm オーディオポート

コントロールファンクション

JP

この度はTaoTronics TT-BA08 Bluetooth トランスミッター＆レシーバ
ーをお買い上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書をよくお

読みになり正しく安全にお使いください。
もし、何かあれば、お気軽に

カスタマーサポートsupport.jp@taotronics.comにご連絡ください。

ファンクション

やり方

電源 On/Oﬀ

電源ボタンを3秒間長押し

ペアリング

通電状態で, 電源ボタンを2度押してペアリングを開始

モードの変更

モード切替スイッチを TX または RXにスライドする

再生 / ポーズ

RX モードで, 電源ボタンを1度押すと再生・
及びポーズになる

ボリューム + / -

RX モードで, ボリュームの + / - ボタンを長押し

次の / 前の
トラックへ

RXモードで, ボリューム + / -ボタンを1度押し

付記:
モードの切替は本製品を5秒間OFFにすることで正常に行えます。
モードの切替により、ペアリングのメモリーはなくなってリセット状態になって
います。
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LED インジケーター

付記:
• 最初にお使いになる時は少なくとも2時間は充電することをオススメします。

LED の状態

意味

LEDが赤く点灯

充電中

LED が消えている

充電完了

赤と青の点滅

TX/RX モードでペアリング

赤の点滅

ローバッテリー

LEDがブルーで点灯

ペアリング完了

青の点滅

待機モード

使い方
充電

1. 動作中のUSB ポートに付属のUSBコードで本機を接続すると充電が自動的
に開始します。

2. 充電中LEDライプが赤色に点灯し、充電完了後LEDランプが消灯します。

ペアリング

トランスミッター（TX）モード:

1. TT-BA08 を TX モードに設定し、Bluetooth機能がないオーディオ機器に接
続します.

2. イヤホンやスピーカーなど、接続したいBluetooth® 受信デバイスをご準備く
ださい。本機から3フィート/1 メーター範囲に置くことでペアリングすること
ができます。

3. TT-BA08 の電源ボタンに電源を入れて、次に2度押ししてペアリングモード
に入ります。約10秒ほどでペアリングは完了します。

レシーバー（RX）モード:
1. TT-BA08をRX モードに設定し、Bluetooth機能がないデバイスに接続します。
2. TT-BA08 に電源を入れて、
電源ボタンを2度押ししペアリングモードに入ります。
3. スマートフォンやタブレットなど送信する方のデバイスのBluetoothを有効
にし、近くのBluetoothデバイスを探します。

4. 表示された“TaoTronics TT-BA08”をタップして接続します。接続されると,
LED インジケーターは青の点灯になります。
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付記:

• 最初に通電した時は、
自動的にペアリングモードになります。

• 最新のペアリングの状態はモードの切替でクリアーになりますが、電源のオン
オフでは記憶され前の接続をしようとします。

• 前回のペアリングは記憶されており、ペアリングモードにならずに接続に行こ
うとします.

同時に２つのデバイスとペアリングさせる
トランスミッター（TX）モード:
TXモードではステレオヘッドセットやスピーカーなど、同時に２つのデバイス

で Bluetooth® 接続ができます。

1. 前述の方法でTT-BA08 を最初のデバイスで接続します。
2. 接続した最初のデバイスのBluetooth®をオフにします。,本気の電源ボタン を
2度押ししペアリング状態にして、2台目のデバイスもペアリングします。
3. ２台目のペアリングが完了したら、最初のデバイスのBluetooth® を再び有効
にします。約10秒後に1台目のデバイスも再接続が完了します。

Note:

２つのデバイスとペアリングと同時にペアリングする時、両方は同時に音楽を
再生できます。

本機は通電すると前回のデバイスに再接続しにいきます。
レシーバーモード (RX) モード

RXモードではステレオヘッドセットやスピーカーなど、同時に２つのデバイス
で Bluetooth® 接続ができます。

1. 前述の方法でTT-BA08 を最初のデバイスで接続します。最初のデバイスの

Bluetooth機能をオフし、電源ボタンを2回押すと第二台のデバイスとペアリ

ングする。

２台目のペアリングが完了したら、最初のデバイスのBluetooth® を再び有効
にします。1台目のデバイスも再接続が完了します。

Note:

• 音楽を再生させることができるのは1台のみです。
もう一台を再生させたい時
は、一つはストップしてください。

• 本機は通電すると前回のデバイスに再接続しにいきます。
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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 modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with 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, including 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.

