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1. 充電

1）本製品のMicro USB充電ポートと、任意のUSB充電アダプ
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タまたは起動中のPCのUSBポートを、USB充電ケーブルで
接続します。

2）LEDインジゲーターが赤く点灯したら、充電が開始します。
3）満充電になると、LEDインジケーターが消灯します。

注：長時間使用しない場合は、少なくとも6カ月ごとにヘ
ッドセットを1回充電してください。
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2. ペアリング
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1）本製品とペアリングされるデバイスとの通信距離が1m以
内にあることを確認してください。

2）本製品が電源オフのときに、マルチファンクションボタン
を約５秒長押ししてください。ペアリングモードになり、

6

LEDインジケーターが青と赤で交互に点滅します。

3）ペアリングされるデバイスのBluetooth®機能をオンにし
1 Flexible Headband

5 マルチファンクションボタン

3 Volume -

7 マイク

2 Volume +

4 LEDインジケーター

6 Micro USB充電ポート

て、本製品【TaoTronics TT-BH041】
を検索します。

4)【TaoTronics TT-BH041】
を選択すると、LEDインジケータ
ーが青で点滅しペアリングが完了となります。
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ない場合は、下記操作をお試しください。

カスタマーサポート

ペアリング履歴を消去したい、
または本製品が正常動作をし
本製品の電源ＯＮの状態で、マルチファンクションボタンと

セット内容
1 x TaoTronics Wireless Mono Headset (TT-BH041)

Model: TT-BH041
TaoTronics Wireless Mono Headset
取扱説明書

1 x USB充電ケーブル

株式会社SUNVALLEY JAPAN

3. リセット方法

Volume-を長押ししてください。ペアリングされているデバイ

ス情報が消去され、初期出荷状態にリセットされます。

03-5542-0238

カスタマーサポートメール

support.jp@sunvalley.co.jp
同製品は、
ご購入日より 1年間 が保証期間となります。

1 x 取扱説明書

MADE IN CH INA

TT-BH041_V1.0_JP

ご使用方法
機能
電源オン/電源オフ
リダイヤル

音声アシスタント
電話を受信

電話を拒否

電話を切る
ミュート/ミュー

ト解除

保証規定
操作

マルチファンクションボタンを
2秒間押す

マルチファンクションボタンを
2回押す

マルチファンクションボタンを
1秒押す

着信時にマルチファンクション
ボタンを1回押す

着信時にマルチファンクション
ボタンを1秒押す

通話中にマルチファンクション
ボタンを1回押す

通話中にマイクボタンを1回押

す/ミュート中にマイクボタンを押す
通話中にマルチファンクションボタ

電話切替

ンを1秒押すヘッドセットから電話

機に音声とマイクが切り替わります
マルチファンクションボタンを2回

リダイヤル
音量+/曲戻し/曲送り
再生/停止

押すと、最後の電話番号にリダイヤ
ルをします

Volume+を押す/Volume-を押す
Volume-を1秒押す/ Volume+を

ご注意

保証サービスをお受けいただくためには「ご購入

• 火気のそばや高温多湿な場所（浴室など）に放置

のご提出をお願いします。

• 直射日光または高温な場所に置かないでくださ

日のわかる書類」
（領収証、納品書、購入履歴など）
ご提出いただけない場合は保証サービスは適用されず、有
償での対応となります。

【保証対応内容】

新品ご購入から1年以内の不具合に対して、無償で修理又は
交換対応をいたします。

以下の場合は保証期間内であっても有償修理となります:

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.

しないでください。

い。高温は、電子機器とバッテリーの寿命を短縮します。

• 製品を分解しないでください、分解は製品を破損する可能
性があります。

• 製品を床まで落としたり、硬いもので叩いたりしないでくだ
さい。それは内部回路を破損します。

• 化学薬品や洗剤で製品を洗浄しないでください。
• 鋭利な物で表面をこすらないでください。

• 使用説明書の内容に従った正常な使用を行わなかったこ
とにより故障が生じた場合。

•「ご購入日がわかる書類」のご提示がない場合。

• 不当な修理や改造をされた場合、
または純正部品以外の
使用で故障が生じた場合。

保証書

• 火災、地震、水害、公害その他の特殊な外的要因により故
障・損害が生じた場合。

• 保管上の不備や、手入れの不備による故障。
• 激しい使用による消耗・損傷による故障。

• 落下や衝撃、水没による故障・損傷による故障合。
• レンタル・リース品の場合。

保証対応は日本国内に限ります。

故障に起因する付随的損害については、保証いたしかねます。

品名 TaoTronics Wireless Mono Headset

品番 TT-BH041

お名前
お客様

ご住所

保証期間

お買い上げから1年間有効

様

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.

電話

ご購入日

年

月

日

購入店名
住所
電話

注意事項

この保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。販売
店がご購入の日付を記入していない場合、
またはお客様の購入日
を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は適用
されません。保証書は日本国内のみ有効です。

1秒押す

株式会社SUNVALLEY JAPANカスタマーセンター

マルチファンクションボタンを押す

製品に関するお問い合わせ窓口

〒104-0032東京都中央区八丁堀三丁目18番6号PMO京橋東9F

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.

