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Product Diagram
1. Multifunction Button 

2. LED Indicator

3. Micro USB Charging Port 

4. 3.5mm Audio Port

EN

Produkt Diagramm
1. Multifunktionstaste

2. LED Anzeige

3. Micro USB Ladeanschluss

4. 3.5mm Audioanschluss
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Schéma du Produit
1. Bouton Multifonction

2. Voyant à LED

3. Port de Charge Micro USB

4. Port Audio 3.5mm
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Diagrama del Producto
1. Botón Multifunción

2. Indicador LED

3. Puerto de Carga Micro USB

4.  Puerto 3,5 mm de Audio
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Schema del Prodotto
1. Tasto Multifunzione

2. Indicatore LED

3. Porta di Ricarica Micro USB

4. Porta Audio 3.5 mm 
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製品図
1. 電源/多機能ボタン
2. LED インジケーター
3. マイクロUSB 充電ポート
4. 3.5mm オーディオポート
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MADE IN CHINA

セット内容
1 x TaoTronics ワイヤレストランスミッター (TT-BA11)

1 x USB 充電ケーブル 

1 x 3.5mm メス から RCA オス 変換ケーブル
1 x 3.5mm オーデオケーブル
1 x 取扱説明書 
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使い方
1.充電
1） 充電ポートを、USB充電アダプターまたは起動中のコンピューターのUSBポートに
接続します。
2） LEDインジケーターが赤色に点灯し自動的に充電が開始されます。
3） トランスミッターは完全に充電されると、LEDインジケーターが消灯します。
注：
トランスミッターを保管する前に、バッテリーを完全に充電してください。 長期間使用
しない場合は、6ヶ月に1回程度充電してください。
2.ペアリング
1） トランスミッターとBluetooth®機器が、それぞれ近くにあることを確認します（1メー
トル以内）。
2） トランスミッターの電源を入れる際に、LEDインジケーターが赤と青で交互に点滅
するまで多機能ボタンを押し続けます。 LEDインジケーターが赤と青に点滅した状態
がペアリングモードです。
3） デバイスのBluetoothを有効にしてペアリングモードにし、TT-BA11と接続します。接
続すると、TT-BA11は青色のLEDインジケーターが点灯状態になります。
付記：
· ペアリングリセット：トランスミッターの電源が切れた状態から、LEDインジケーター
が同時にパープルの2回点滅するまで多機能ボタンを長押したあと、トランスミッター
を再起動して再度ペアリングしてください。
· トランスミッターを再起動後、送信機がペアリングモードに入らない場合は、本機の
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．同時に2台目のデバイスに接続する
TT-BA11は同時に2台のBluetooth ステレオイヤホン／スピーカー などに接続できま
す。
1） 前述の方法で、まず1台目をTT-BA11とペアリングします。
2） 次に、ペアリング完了した1台目のデバイスの電源を切り、トランスミッターの多機能
ボタンを2度押しし、ペアリングモードにして、2台目をペアリングしてください。
3） 1台目のデバイスの電源を入れます。約10秒後に1台目のデバイスも自動的にトラン
スミッターに接続されます。
付記：
· 2台を接続すると, 2台で同時に同じ音楽を再生することになります。
· 電源を入れると本機は以前接続した機器に接続しようとします。
· 本機はスマートフォン、タブレットPCやノートパソコンとペアリングしません。

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 o� 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 transmitter.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit di�erent from that to which the 

transmitter is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modi�cations 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.

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。

MANUFACTURER
Shenzhen NearbyExpress Technology Development Company Limited
Address: 333 Bulong Road, Jialianda Industrial Park, Building 1,
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China, 518129
Learn more about the EU Declaration of Conformity:
https://www.taotronics.com/downloads-TT-BA11-CE-Cert.html

www.taotronics.com


