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使用指南

产品型号：
蓝牙版本： 
蓝牙协议： 
喇叭单元：
频响范围：
蓝牙距离：
电池容量：

单次播放时长：

总播放时长:

降噪深度：
充电时间：

ANC Pods
V5.0
HFP/A2DP/HSP/AVRCP
10 mm动圈
20Hz~20kHz
>10m
40mAh*2(耳机）
320mAh(充电盒）
4 h (ANC ON）
5 h (ANC OFF）
18h (ANC ON)
22h (ANC OFF）
-22dB ~-25dB
1.5 h (耳机）
0.5～1.5 h (充电盒)

参数：

包装内容： 产品概览：

ANC Pods 耳机*1副 充电盒*1

说明书*1

Type-C充电线*1

M (已安置)

          耳塞套*1套

充电盒指示灯

快速使用：

更换合适的耳塞套，以戴上后有明显封闭感为佳。

佩戴方式：

M

步骤一：把耳机戴上。

步骤二：轻微旋转，调整至舒适佩戴位置。
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首次连接耳机：

2.在设备的蓝牙搜索列表中，选择并连接：“dyplay 
ANC Pods”。

ON

3.连接成功后，指示灯熄灭，此时语音提示“蓝牙连接”。

4.左耳或右耳双击，切换降噪模式/通透模式/降噪关。

若您所在区域电磁波干扰信号较强，可能影响蓝牙的
连接，而出现耳机无声或者断连的情况 

功能说明：

从充电盒中取出耳机将自动开机；长按多功能键5秒后
将手动开机。

耳机置于充电盒内关上盖子时处于充电状态。使用
Type-C 充电线对充电盒进行充电，充电指示灯亮。
LED指示灯充电时橙灯常亮，充满熄灭。

耳机充电时耳机白灯常亮，充满电后白灯熄灭。

开机：

请依次检查以下步骤
•  设备蓝牙是否开启。
•  耳机是否已经回连到其它设备。
此时，将无法在新设备的蓝牙上搜索到耳机，将已连
接的设备关闭蓝牙或远离，将耳机放回充电盒，取出
后，将进入配对模式。

1.耳机无法连接到设备：

如果在正常使用时发生偶然的断连，重启，无声音，经
排查找不到原因后，请尝试以下步骤重启

•  关闭设备的蓝牙功能.。
•  将耳机放入充电盒并合上盖子。
•  打开设备蓝牙功能。
•  取出耳机重新配对。

5.异常问题的处理：

可能处于蓝牙信号干扰强烈的区域，请依照以下步骤进
行尝试

•  关闭蓝牙耳机重新配对，蓝牙耳机与设备断开连接
后，会自动重新搜索配对，如果未成功再连接，尝试重
启耳机。
•  有时可能需要在手机已连接过的蓝牙设备列表中点
击彻底忘记该设备，再进行蓝牙连接操作。

3.使用过程中断连：

主动降噪耳机在封闭的耳道中会取得更好的降噪效
果，请检查是否贴合佩戴
如何贴合佩戴：
•  选择合适的耳塞套尺寸，以戴上后有明显封闭感为
佳。
•  耳将耳塞放入耳内后，旋转调节位置至合适深
度，可同时稍向上拉耳朵使耳机更深入耳道,很多人左
右耳洞大小并不一致，有可能你需要为左右耳佩戴不
同尺码的耳塞套。

4.降噪效果不佳：

将耳机放回充电盒内，重新取出，测试是否成功互连。
检查耳机电量是否充足，耳机电量过低会自动关机，
此时应该放回充电盒进行充电。

2.只有单耳连接到设备：

通透模式可以增强语音频段，在不摘耳机的情况下可
以正常交流，并提升对周围环境声的感知。

通透模式：

主动降噪模式下可以抵消外界的低频噪音声波，以获
得更棒的音乐体验。

主动降噪模式：

取出耳机后，耳机将自动回连到上一次的连接设备。

自动回连：
左右耳机从充电盒取出后自动互连。
耳机互连：

将已连接的设备关闭蓝牙或远离，将耳机放回充电盒，
取出后，将进入配对模式/双耳模式下，任意耳机长按8
秒，将中断当前连接，进入配对模式，此时新设备可以
搜索到耳机。

连接新设备：

将耳机放入充电盒并合盖后，耳机自动关机/长按10秒
将手动关机。

关机：

从充电盒拿出单耳后，耳机将自动回连到上一次的连
接设备，未连接设备的状态下，需长按8秒单耳进入配
对模式，此时设备可以搜索到耳机。

单耳配对：

耳机同时在充电盒内，充电盒连续开盖6次，并在最
后一次保持开盖，单次时间小于1秒，清除与设备配
对记录，并进入配对模式。

恢复出厂设置（清除配对）：

充电盒充电：

警告：
 FAQ：

为避免引起伤害：
•  当产品出现明显损伤时，请停止使用。 
•  为避免听力受损，请以适度的音量使用耳机，请勿长
时间在高音量下使用。
•  请不要在驾驶或其它需要注意力集中的活动时使
用，如在驾驶过程中使用本耳机通话，应谨慎使用，并
遵守关于手机和耳机使用的相关法律。
•  包含小部件，可能导致窒息危险，不适宜3岁以下儿
童使用。
•  请不要靠近心脏起搏器等易受磁场影响的物品，尤
其是医疗用品。关于是否会影响可植入医疗设备的情
况，请咨询医生。未经授权切勿改装本产品。

其它注意事项：

保护您的耳机：

•  不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加
装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发
射天线。
•  使用时不得对各种合法的无线电业务产生有害干
扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取
措施消除干扰后方可继续使用。
•  用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的
干扰或工业、科学及医疗应有设备的辐射干扰。

•  请勿将本机放在潮湿、充满灰尘、油烟、蒸汽或受阳
光直射的地方。
•  请勿在本机上放重物或施加压力，否则可能会导致
本机在长期存放中发生变形。
•  请勿使本机受到过度撞击。
•  请勿在潮湿的地方或者雨雪等恶劣天气下使用本机。
•  请勿自行拆开或维修改装耳机
•  请勿使用化学品清洁产品
•  6岁以下儿童请在成人监护下使用本机

防水提示：

声明：

日常使用中的遇水情况

产品
型号

防水
等级

     ANC Pods 生活防水

少量溅射

可以 不可以 不可以 不可以

游泳 打湿清洗 潜水等海
上运动

任何未在使用说明书中指定的使用方法都被认为是
对产品的错误使用，对由于不规范或错误使用或其它
人为过失而导致的损失，我司不承担任何责任。

有毒有害物质或元素

铅
（PB）

汞
（Hg）

镉
（Cd）

六价铬
（Cr，VI）

多溴联苯
（PBB） （PBDE）

印制
电路板 ○○

○

○

○ ○ ○ ○

金属
壳体 ○ ○ ○ ○ ○

其他
部件 ○ ○ ○ ○ ○

多溴二苯醚

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的
含量在SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材
料中的含量超出SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

•  切勿在无法听到周围的声音即可能对自己或他人造
成危险时使用耳机，例如，在街道，铁路或施工现场附
近等。使用过大音量收听音讯可能会使听力永久丧失。
应使用尽可能低的音量。长期暴露在过高音量下，可能
会导致噪音引起的听力受损。如果长时间暴露在高声
压级别下，应遵循美国职业安全与健康部（OSHA）制
定的指导原则， 以避免听力受损。

110dB SPL   115dB SPL    120dB SPL 
  半小时          十五分钟       尽量避免，否则
                                                   可能会造成损伤  

90dB SPL      95dB SPL     100dB SPL     105dB SPL
  八小时            四小时           两小时              一小时

  LED指示灯

外侧降噪麦克风

ANC
主动降噪

1.从充电盒中同时取出耳机，自动开机并进入配对
模式。

电量≥20%亮白灯 电量＜20%亮橙灯

左(L) 右(R)

通话/音乐控制：

功能                          左耳机（L）                  右耳机（R）

接听来电                  

拒接来电                           2秒                                2秒

挂断来电        

暂停/播放                                                           

通透/ANC模式

语音助手                      

    

●●

  ● 短按            长按    

或

或

● ●

●● ●●

或2秒 2秒 

或2秒 2秒 

耳机充电：

Type-C 充电 无线充电

Multi-function touch 
button (MFB)

ANC Pods
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Product Model：
Bluetooth Version：
Bluetooth Agreement ： 
Speaker Unit： 
Frequency Range：
Bluetooth Distance： 
Battery Capacity：

Single Play Time：

Total Duration: 

ANC depth：
Charging Time：

ANC Pods
V5.0
HFP/A2DP/HSP/AVRCP
10 mm driver
20Hz~20kHz
>10m
40mAh*2(earbuds）
320mAh(charging case）
4 h (ANC ON）
5 h (ANC OFF）
18h (ANC ON)
22h (ANC OFF）
-22dB ~-25dB
1.5 h (earbuds）
0.5～1.5 h (charging case)

Specifications：

Packing List:
Product overview:

ANC Pods* 1 pair Charging case*1

User manual*1

Type-C charging cable*1

M (installed)

  Eartips*1 set

Charging Case LED

Quickly Start:

Replace suitable eartips,it is better to have a clear 
sense of closure after wearing it. 

Insert Earbuds：

M

Step 1：Tilt and insert the earbuds.

Step 2：Adjust the earbuds by rotating it back and 
forth, until it is worn comfortably.

dyplay ANC Pods

Connect earbuds for the first time:

2.In the bluetooth search list，select and connect
 'dyplay ANC Pods'.

ON

3.After the connection is successful, the indicator 
light is off, and the voice prompt 'Connected'.

4.Double click on the left or right earbud to switch 
ANC mode/transparency mode/ANC off.

If the wireless signals surrounding  are too 
strong,the Bluetooth connection might be 
affected,causing unstable earbuds connection. 
If this happens, it is suggested to reconnect the 
connection or move to other places.

Function Description:
Take out the earbuds from charging case will auto-
matically power on；Long press the MFB button for 
5 s, it will be turned on manually.

The earbuds will be charged in charging case when 
the cover is closed. The charging indicator is on 
when it be charged with type-c cable. The LED in-
dicator is on with orange light in charging, and it will 
be off when fully charged. 

Turn ON:

The pass through mode allows outside sounds to 
enter, and you can be more aware of the surround-
ing  while playing while wearing earbuds.

Transparency mode:

In the active noise cancelling mode, it can cancel 
out the low-frequency noise waves of the outside 
world, so as to obtain a better music experience.

ANC mode：

Take out both earbuds, it will automatically connect 
back to the last connected device.

Automatic connection:

The left and right earbud are automatically connec-
ted after being taken out of the charging box.

Earbuds Interconnection:

Turn off the bluetooth or stay away from connected
device. Put the earbuds into charging case then take 
out and the earbuds will enter pairing/binaural mode. 
Long press on earbuds for 8 seconds to cut off the 
connection, then the earbuds enter pairing mode to 
be available for new devices. Put the earbuds into 
charging case and close the case to turn it off auto-
matically or long press on earbuds about 10 seconds
 to turn it off manually. 

Connect new device:

The left or right earbud will connect to the device 
automatically after being taken out of charging case. 
If it is not connected, long press on left or right ear-
bud for 8 seconds to enter pairing mode.

Turn Off:

After taking out a single earbud from the charging 
case, the earbud will automatically connect back to
 the last connected device. When the device is not 
connected, double-click the single earbud to enter 
the pairing mode. At this time, the device can sear-
ch for the earbud.

Single earbud pairing:

Put both the earbuds into charging case and open 
the case 6 times continuously(The interval should 
be within 1 second). And keep the case open in last 
step. Clear the pairing records and earbuds will 
enter pairing mode.   

Reset（clear pairing code）:

Charge the charging case:

LED indicator

Outside noise 
cancelling mic

1.Take out the earbuds at the same time, it will be 
power on automatically and into pairing mode.

The battery power≥20%， the white light is on
            The battery power＜20%,  the orange light is on

Left(L) Right(R)

Call/Music Function：

Function               MFB（Left）                MFB（Right）

Answer call                   

Rejuect call                       2s                                   2s

Hang up        

Pause/Play                                                           

Transparency/ANC mode

Voice assistant                       

    

●●

  ● Short press              Long press    

or

or

● ●

●● ●●

or2s 2s 

or2s 2s 

The white light is on during charging and it will be 
off after fully charged.

Charge the earbuds:：

Type-C charge wireless charge

多機能タッチエリア(MFB)

ANC Pods
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取り替え説明書

製品型番：
Bluetoothバージョン： 
Bluetoothプロファイル： 
ドライバーユニット：
周波数範囲：
Bluetooth通信有効距離：
 バッテリー容量：

本体最大再生時間：

総再生時間:

ノイズキャンセリング効果：
充電所要時間：

ANC Pods
V5.0
HFP/A2DP/HSP/AVRCP
10 mmドライバー
20Hz~20kHz
>10m
40mAh*2(イヤホン）
320mAh(充電ケース）
4 h (ANC ON）
5 h (ANC OFF）
18h (ANC ON)
22h (ANC OFF）
-22dB ~-25dB
1.5 h (イヤホン）
0.5～1.5 h (充電ケース)

パラメーター：

 パッケージリスト： 商品詳細：

ANC Pods　イヤホン*1 充電ケース　*1

　取り替え説明書*1

 Type-c 充電ケーブル*1

M (装着済み)

イヤピース*1セット

充電ケースインジケータ

クイックガイド：

耳にフィットしたイヤピースを交換してください。

装着仕方:

M

ステップ一：イヤホンを装着します。

ステップ二：耳にフィットするまで、イヤホンを回し位置を
調節します。

dyplay ANC Pods

 初めてイヤホンに接続する：

2.デバイスのBluetooth検索リストで、「dyplay ANC Pods」
を選択し接続します。

ON

3.接続に成功したら、インジケーターが消灯し、
「Bluetooth Connected」という音声で知らせます。

４．左や右耳のどちらをダブルタッチして、アクティブノイ
ズキャンセリングモード・外音聞き取りモード・通常モー
ドの間に切り替えます。

付近には強い電磁干渉信号がある場合、それが
Bluetooth接続に影響を与える可能性があり、イヤホン
が無音若しくはその接続が切断される恐れがあります。

機能説明：

イヤホンを充電ケースに入れて、ケースを閉めた状態で
充電モードに入ります。Type-C充電ケーブルを使って充
電ケースを充電できます、充電状態に入ると充電インジ
ケーターが点灯します

イヤホン充電時白いランプが点灯します、充電完成後ラ
ンプが消えます。

次の手順を順番に確認してください
•  デバイスのBluetoothがオンになっているかどうか
•  イヤホンが別のデバイスに接続しているかどうか
この場合、新しいデバイスのBluetooth画面でイヤホン
を見つけることができません。すでに接続されているデ
バイスの電源を切るか、もしくはBluetooth通信有効エ
リアを離して接続を切断し、イヤホンを充電ケースに戻
して再び取り出すとペアリングモードに入ります。

1.イヤホンがデバイスに接続できません：
正常使用中に偶発的な接続切断、再起動、音が出ない
という不具合な現象が発生し、そしてその原因を見つ
けない場合、機器を再起動させるために次の手順を試
してください

•  デバイスのBluetooth機能をオフにします。
•  イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉じます。
•  デバイスのBluetooth機能をオンにします。
•  イヤホンを取り出し、もう一度ペアリングします。

5.不具合の対処：

Bluetooth信号への干渉が強い場所にいる可能性があ
ります。次の手順を試してください。

•  Bluetoothイヤホンをオフにしてもう一度ペアリングし
ます。Bluetoothイヤホンがデバイスと接続を切断され
ると、自動的に再度ペアリングします。接続に成功しな
い場合、イヤホンを再起動してください。
•  スマホのBluetooth欄でこの製品を削除し、再度ペア
リングする必要がある場合もあります。

3.使用中に接続が切断された：

本製品は密封した外耳道でより優れたノイズキャンセリ
ング効果を得られます、イヤホンが耳にフィットしている
かどうがを確認してください。
耳にフィットするため：
•  装着した時に密封感を感じるように適切なイヤピース
をお選びください。
•  イヤホンを耳に入れると、イヤホンを回転させ適切な
場所と深さまで調整してください。耳をすこし引き上げ
ると深く入れやすくなります。多くの人は左右耳の穴のサ
イズが違いますので、左右の耳に違うサイズのイヤピー
スを装着する場合もあります。

4.ノイズキャンセリング効果が優れていない：

イヤホンを充電ケースに戻し、もう一度取り出し、相互
接続が正常に行われるかどうかを確認します。 イヤホ
ンの電量が十分であるかどうかを確認してください。
低電量の場合、イヤホンが自動的にオフになります。
この場合、充電ケースに戻しイヤホンを充電してください。

2.片耳のみがデバイスに接続されている：

外音聞き取りモードの場合、音声の周波数帯域を拡張
し、イヤホンを取り外すことなく通話が良くでき、周囲の
音の感知を向上させます。

外音聞き取りモード：

アクティブノイズキャンセリングモードでは、外部の低周
波ノイズ音波をキャンセルし、より良い音楽体験を得ら
れます。

アクティブノイズキャンセリングモード：

充電ケースから取り出すと自動に電源Onします。多機能
ボタンを5秒以上押すとイヤホンの電源もOnにできます。

電源On：

イヤホンを（電源ケースから）取り出すと、自動的に前回
ペアリングしたデバイスに再接続します。

自動再ペアリング：

左右のイヤホンを充電ケースから取り出すと自動的に相
互ペアリングします。。

イヤホンペアリング：

既にペアリング済みのデバイスのBluetoothをオフして、
もしくは通信有効距離を離れて、イヤホンを充電ケース
に戻し、再び取り出すとペアリングモードに入ります。こ
の状態で新デバイスへの接続が可能となります。

新デバイスに接続：

イヤホンを充電ケースに戻しケースを閉まるもしくは多
機能ボタンを１０秒長押しすると電源Offできます。

電源Off ：

充電ケースから片方イヤホンを取り出すと、イヤホンは自
動的に最後に接続したデバイスに接続します。デバイスに
接続してない場合、多機能ボタンをダブルタッチしてペア
リングモードに入る必要があります、ペアリングモードの
状態でデバイスからイヤホンを検索することができます。

片耳ペアリング：

両方のイヤホンが同時に充電ケースに入っている場合、
単回の開閉を１秒以内で充電ケースを連続６回を開閉
し、最後の一回で開いたままにしてください。これでデバ
イスとのペアリング履歴が削除し、ペアリングモードに
入ります。

イヤホン初期化（ペアリング履歴削除）：

充電ケース充電：

警告：  FAQ：

危害や損害を未然に防止するために：

•  本製品が明らかに破損した場合、本製品の使用を停止
してください。 
•  聴力を損ないため、適度の音量で本製品を使用してく
ださい、高音質で長時間のご使用をお控えください。
•  運転や他の注意力が必要なシチュエーションでのご使
用はお控えください。もし運転中に本製品を使用してい
る場合、慎重にご使用ください、そしてイヤホンとスマホ
の使用規制を必ずお守りください。
•  小さい部品が含まれているため、誤て飲み込むと窒息
する恐れがあります、3歳未満の子供には使わせないで
ください。
•  心臓ペースメーカーなどの磁場に影響されやすい機
械には絶対近寄らないでください、特に医療機械には
ご注意ください。体内に埋め込まれている医療機器へ
の影響については、医師にご相談ください。許可なくで
本製品を改造しないでください。

他の注意事項：

イヤホンを保護する：

•  許可なく送信周波数を変更したり、発射効率を拡大し
たり（RFパワーアンプの追加を含む）、外付けのアンテナ
を接続したり、他の送信アンテナを使用したりしないで
ください。
•  使用中、各種の合法的な無線サービスに有害な干渉
を与えないでください。干渉が見つかったら、ただちに
使用を中止し、その干渉を解消しから、使用を続けてく
ださい。
•  マイクロパワー無線機器を使った場合、各種の無線サ
ービスの干渉または工業、科学、医療機器の放射線干渉
に耐えなければなりません。

•  湿気、ほこり、油、蒸気、直射日光のあたる場所での
使用・保管はしないでください
•  重いものを載せたり、力を加えたりしないでください。
その長時間の保管で変形する恐れがあります
•  過度の衝撃を与えないでください
•  濡れた場所や、雨や雪などの悪天候では使用しない
でください
•  勝手に改造したり、また分解・修理したりしないでく
ださい
•  化学溶剤で本品を清潔しないでください
•  6歳未満のお子様には大人の看護のもとで使わせてくだ
さい

防水メッセージ：

声明：

日常使用中的遇水情况

製品
型番

防水
レベル

     ANC Pods 生活防水

少量飛び散る

  可    不可   不可  不可

水泳 水洗い ダイビングなど
マリンスポーツ

取扱説明書の以外の取り扱いは誤った取り扱いとみなさ
れています。誤った取り扱いまたはその他の人為的ミスに
よる損失については、弊社が一切の責任を負いかねます。

有毒有害物質若しくは元素

鉛
（PB）

水銀
（Hg）

カドミウム
（Cd）

六価クロム
（Cr，VI）

ポリ臭化ビ
フェニル
（PBB） （PBDE）

プリント
回路基板 ○○

○

○

○ ○ ○ ○

金属シ
ェル ○ ○ ○ ○ ○

ほかの
部品 ○ ○ ○ ○ ○

ポリ臭化ジフ
ェニルエーテル

○：該部品のいかなる均質材料に含まれる有毒有害
物質の含有量が、SJ / T 11363-2006で規定された制
限容量を超えないことを示します。
X：該部品のある均質材料に含まれる有毒有害物質の
含有量が、SJ / T 11363-2006で規定された制限容量
を超えていることを示します。

•  周囲の音を聞き取れないと周りの人に迷惑をかける
場合は本製品の使用をお控えください、例え：道路・鉄
道や工場現場など。大音量で本製品を使用すると聴力
の永久喪失になる場合もあります、できるだけ小音量で
ご使用ください。

•  長時間大音量の音を聞き続けると騒音による聴力損
傷を起こす場合があります。大音量に長時間使用する場
合、聴覚を損ないように、米国労働安全衛生省（OSHA）
が定めた規則に遵守してください。

110dB SPL   115dB SPL    120dB SPL 
 ３０分                １５分           聴力を損なように
                                                   極力お避け下さい

90dB SPL      95dB SPL     100dB SPL     105dB SPL
  八時間            四時間           两時間              一時間

  LEDランプ

外側ノイズキャンセリングマイク

ANC

1.１．充電ケースからイヤホンを同時に取り外すと、
イヤホンが自動的にオンになり、ペアリングモードに
入ります。

充電20%以上白いランプ点灯

充電20%以下オレンジランプ点灯

左(L) 右(R)

通話/音楽コントロール：

機能                   左イヤホン（L）              右イヤホン（R）

着信応答                  

着信拒否                           2秒                                2秒

電話を切る        

一時停止/再生                                                           

聞き取り/ANCモード

音声アシスタント                       

    

●●

  ●   短く押す            長押しする   

もしくは

もしくは

もしくは

もしくは

● ●

●● ●●

2秒 2秒 

2秒 2秒 

イヤホン充電：
Type-C Charge

wireless charge

User Manual

ANC
Active Noise Cancelling

Not suitable for children under 3 years old.
•  Please keep away from pacemakers or other magne-
tic goods which are susceptible to magnetic fields, es-
pecially medical supplies. This product contains mag-
netic material. Consult your physician on whether this 
might affect your implantable medical device.
•  Do not use the earphone at any time the inability to 
hear surrounding sounds may present a danger to yo-
urself or others, such as near traffic, construction site 
or railroad, etc.Listen to audio at excessive volumes 
can cause permanent hearing damage. Use as low 

Warning:

To avoid causing harm：
•  When the product is obviously damaged, please stop
using it.
•  Do not use the headphones at a high volume for any
 extended period. To avoid hearing damage, use your 
headphones at a comfortable，moderate volume level. 
•  Be careful and follow applicable laws regarding mo-
bile phone and headphone use if using the headpho-
nes for phone calls while driving. DO NOT use the ear-
phone for any other purpose while driving.
•  Contains small parts which may be a choking hazard. Other Notes：

•  Do not modify the transmission frequency and incr-
ease the transmission power (including the additional 

 
a volume as possible. Over exposure to excessive 
sound levels can damage your ears resulting in per-
manent noiseinduced hearing loss(NIHL). Please 
use the following guidelines established by the Oc-
cupational Safety Health Administration (OSHA) on 
maximum time exposure to sound pressure levels 
before hearing damage occurs.
90dB SPL           95dB SPL           100dB SPL           105dB SPL
At 8 hours          At 4 hours          At 2 hours              t 1 hour
110dB SPL        115dB SPL         120dB SPL 
At half hour    At 15 minutes   Avoid or damage may occur

radio services during use; if any interference is found, 
stop using it immediately and take measures to elim-
inate interference before continuing to use.
•  The use of micropower radio equipment must end-
ure interference from various radio services or radiat-
ed interference from industrial, scientific and medical 
equipment.

To protect your earphone:
•  Do not place the earphone in a location exposed to 
moisture, dust, fumes, steam, or direct sunlight.
•  Do not place heavy objects or exert pressure on the 
machine, otherwise it may cause deformation in 
long-term storage.
•  Do not overimpact the earphone.
•  Do not use this earphone in wet places or in bad 
weather such as rain and snow.
•  Do not disassemble or repair the earbuds by yourself.
•  Do not use chemical to scrub the product. 
•  Adult supervision is required for children under 6 ye-
ars old.

Waterproof Tips：

Statements：
Any use that not specified in the instructions is consi-
dered to be a misuse of the product; The product ma-
nufacturer does not bear any liability for losses caused 
by incorrect use or other man-made negligence.

Water contact in daily use

Product 
model

Waterproof 
level

ANC Pods       Live 
waterproof

Splash

YES NO

Swim Wet Cleaning Maritime sports 
such as diving

NONO

HAZARDOUS SUBSTANCES

PB Hg Cd Cr6+ PBB PBDE

PCB ○ ○ ○ ○

metal 
shell ○ ○ ○ ○ ○

Other 
comp-
onents ○ ○ ○ ○ ○

○○

○

○

○：Indicates that the concentration of the hazard-
ous substance contained in all the homogeneous 
materials of this part is below the limit requireme-
nt of the SJ/T11363-2006 standard. 
×：Indicates that   the concentration of the hazar-
dous substance contained in all the homogeneous 
materials of this part is above the limit requireme-
nt of the SJ/T11363-2006 standard.

 

Please check the following steps
•  Whether the device’s Bluetooth is turned on.
•  Whether the earbud is connected to another dev-
ice.At this time, you will not be able to find the ear-
bud on the Bluetooth of the new device. Turn off 
the Bluetooth of the connected device or stay away. 
Put the earbud back into the charging case and 
take out it, you will enter the pairing mode.

1.Earbuds can’t connect to device：

Put the earbuds back to charging case,   take it ag-
ain and test whether interconnected successfully. 
Check whether the power of the earbuds is sufficient. 
If the power of the earbuds is too low, it will automa-
tically shut down. At this time, it should be put back 
into the charging case for charging.

2.Only single earbud connected to the device：

FAQ: 3.Interrupt the connection during use：

Active noise-cancelling earbuds will achieve be-
tter noise cancelling effect in the closed ear can-
al, please check if it fits snugly
How to fit:
•  Choose the right size of eartips , it is better to 
have obvious closed feeling after wearing.

It may be in an area where Bluetooth signal inte-
rference is strong. Please try the following steps
•  Turn off the earbud and re-pair.
After the earbud is disconnected from the device, 
it will automatically search for pairing again. If it 
fails to connect again, try restarting the earbud.
•  Sometimes it may be necessary to forget the 
earbud in Bluetooth list of the device and then 
connect Bluetooth again.  

4.ANC don’t have significant effect：

If there is an accidental disconnection /restart/
no-sound during use, can’t finding the cause 
after investigation, please try the following steps 
to restart
•  Turn off the Bluetooth function of the device.
•  Put the earbud in the charging case and close 
the case.
•  Turn on the Bluetooth function of the device.
•  Take off the earbud and pair it again.

•   After inserting the earbud into the ear, rotate 
to adjusting position to the appropriate depth, 
and at the same time, pull the ear slightly up to 
make the earbud deeper into the ear canal.
Many people have different size ear canal. May-
be you need to wear different sizes of eartips for 
the left and right ears.

5.Handling of abnormal problems：

THANKS

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1817 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

3

20

36

充满电
充电中

Finished
Charging

Finished
Charging


