
        Packing List

Charging Case X1

Earbuds X2

        Charging Case Overview         Before Use

① Choose Right Eartips

② Restore Earbuds Into Charging Case

③ Charging By USB Cable(5V/1A)

The Right Way To Wear     Easy-Use Technology

Pick Up To Use

Itself would auto complete:

  Auto Power On

  Auto Pair L&R

  Auto Reconnection

（Search and select "JellyBlue  LT39" 

on your device for first use）

Drop Down To Go

Itself would auto complete:

  Auto Disconnection

  Auto Power Off

  Auto Charging

 Manually Power-on/Power-off

OFF

Press and hold Power key to 4 second

until white indicators shine for 1 second

ON

Press and hold Power key to 2 second

until blue indicators shine for 1 second

       Playing Audio

Play / Pause Music

Next Track

Previous Track

Adjust The Volume

         Calling

Answer Calls

Reject Calls

End Call

Adjust Talking Volume

incoming

talking

      Voice Assistant

Wake Up Voice Assistant

IPone's Siri Android's Google

Note:please make sure your device 

support voice assistant

          Mono Model

Mono Mode On Single Side

*Make sure two earbuds are power off.

 *Use the right side first.

JellyBlue  LT39

1

2

          Charging

Note: Please use 5V/1 adapter,

 Otherwise it may damage the earbuds

     Reset L&R Earbuds

     Reset L&R Earbuds

1

2

*Make sure two earbuds are power off.

Note:Simultaneous operation 

on both sides 

Left Side Right Side

Automatically Relink

4s

2s

   Thanks for your continuous support to 

JellyBlue store, and we have always been 

improving ourselves in terms of service, 

quality, design, etc. It would be highly 

appreciated if you could leave us a 

positive feedback, which will be a great 

encouragement for us. If there's anything 

we can help with, don't hesitate to contact 

us at                                              We are 

always ready to help.

 

                                                                

                                                         

                                                                 EN

triple

incoming

talking

5V/1A

Earbuds Overview
Version: 5.0

Support：A2DP HFP HSP ACRCP

Dimension: 56mm*48.5mm*21mm

Support iPhone/iPad Battery Indication

Range: 10M

Support Dual Stereo Talk

Battery:

  Charge Case: 650mAh

  Earbuds: 50mAh

Talk/Music Time: 2.5~3.5H

Standby TIme: 240H

Voice Prompt: Yes

Voice Assistant: Siri、Google Assistant

Charge Time:

  Charge Case: 2H

  Earbuds: 1H

Working Temperature:0℃ to +35℃

Storage Temperature:-10℃ to +40℃

One of the following actions will 

trigger the battery indicator blinks

 1,Pick up the earbud from the case

 2,Drop down the earbud in the case

 3,Charging the case

Battery Status VS Battery Indicator 

Blinks

 0% - 25%                        1Blinks

 25% - 50%                      2Blinks

 50% - 75%                      3Blinks

 75% - 100%                    4Blinks

 Charging completed    Solid Blue

        Read all safety instructions and 

warnings prior to using this product. 

Improper use and failure to follow safety 

guidelines could result in damage, excess 

heat, toxic fumes, fire, explosion, 

electrical shock or other hazards causing 

serious and/or fatal injury and/or 

property damage and not 

themanufacture's responsibility. The user 

is responsible for maintaining this 

product with care for maximum use.

 1. Always store the earbuds in the case 

when not in use.

 

 2. Do not store the device in a depleted 

state. Battery cells may be 

damaged,Charge the earbuds and the 

charging case at least once every months 

even when not in use.

 

 3. Permanent hearing loss may occur if 

you listen at high volumes. Set the volume 

to a safe level.

60 mm

User Manual

 LT39
SM

L SM

More Bass X 2 

More Comfortable X 3

Eartips:

*First remove stickers from earbuds charging contact*

Q&A

 4. Maintain volume levels that will allow 

you to hear sound around you and be 

alerted to potentially hazardous situations.

 

 5. Do not store at extreme 

temperatures(below -10℃ or above 40℃)

 

 6. Recharge your device with the included 

Micro USB charging cable or a certified 3rd 

party cable and a 5V/1A charging adapter. 

Non-standard cables and adapters may 

charge the battery too slowly and 

damage/overheat the battery or cause a 

fire hazard.

 

 7. Do not attempt to modify, disassemble, 

or repair this product.

 

 8. Avoid excessive drops, bumps, and 

abrasions.

 

 9. If the device has dents, punctures,tears, 

deformities or corrosion, discontinue use 

and contact the manufacturer or dispose 

of in an appropriate method.

 10. If you find this product rapidly 

increasing in temperature, emitting odor, 

deformed, abraded, or demonstrating an 

abnormal phenomenon, discontinue use 

immediately.

 

11. Unit is waterproof. But, do not 

submerge or expose to corrosive 

materials. Do not clean with harsh 

chemicals, soaps or detergents.

 

12. To protect the enironment, please 

dispose lithium batteries properly. Please 

put them into the right recycle garbage 

after they were separated from the 

earbuds and charging case.

WARNING: This product may contain a chemical 

known to the state of California to cause cancer.

Can I take a shower with them?

Though they are waterproof, it is not 

recommended to wear in the shower, 

which can increase the risk to damage.

How long do they take to fully charge? 

It takes about one hour for the earbuds, 

but two hours for the charging case to 

fully charge.

Can the charging case itself be charged 

while charging the earbuds at the same 

time?

Yes

Does the earbud support to connect 

two separate Bluetooth devices?

Yes. It supports two devices during mono 

use.

Why Easy-Use function fails to work 

after a few weeks not use some time?

It means charging case battery runs out 

and it cannot supports the Easy-Use 

function. Pls fully recharge before use it 

again. Charging case stands by for 240 

hours. It is advised to put stickers on 

bottom of earbuds to keep isolated from 

charging case thus to save battery power.

Why can't I hear sound or only hear 

sound from phone even earbuds are 

connected functionally?

Currently not all smartphones support 

Bluetooth function well. Pls check the 

root cause of this problem or disconnect 

and reboot your phone.

When do I need to reset my 

earbuds?When earbuds do not connect 

to each other well or some connections 

issue occurs. Resetting is the best way to 

settle them.

Advices And Warning Advices And Warning Q&ABattery Indicator Definitions Advices And Warning
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Appearance Show Appearance Show Appearance Show How To Use

USB Cable

Package Box  User Manual 

How To UseHow To UseHow To UseHow To UseHow To UseHow To Use How To Use How To Use How To Use

Charging with USB Cable

MADE IN CHINA

Specifications

User Manual

B18

Microphone

Eartips

Charging Contact

Power Key

Lights

once

double

once

double

once

1s

Du

4s
4s

Charge Port

Earbuds Case 

Indicator Lights

Charging Contact

Note: A snug fit to ears would maximize 

the sound effect. JellyBlue  LT39

パッケージリスト 

充電ケース　1個 

イヤフォン　１ペア 

充電ケース外観図 ご使用前の準備 

① 適切なイヤーチップを選択 

② イヤフォンを充電ケースに入れます

③ USB充電またはワイヤレス充電（5V/1A）

正確な装着方法 使いやすい

持ち上げて使用できます

次のアクションが自動的に実

行されます:

自動電源投入 

自動左右ベアリング

自動的にデバイスを再接続

（最初のご使用時、デバイス上にJellyBlue  LT39という名

前のBluetoothイヤフォンを探して接続してください）

次のアクションが自動的に実行されます:

  自動接続解除

  自動オフ

  自動充電

手動で電源オン/オフ 

オフ 

電源ボタンを4秒間長押して、インジケータ

ー（白）が一秒間点燈するまで放します。

オン

電源ボタンを2秒間長押して、インジケーター

（青）が一秒間点燈するまで放します。

音楽再生

音楽再生または一時停止

曲送り

曲戻し

音量の調節

通話コントロール 

着信に応答する

着信を拒否する

通話を終了する

音量の調節

音声アシスタント 

音声アシスタントのアクティビティ

IPone's Siri Android's Google

ご使用しているデバイスが音声アシスタント機能を

サポートしていることをご確認ください。

モノラルモード 

モノラル音声の受信モード

*両方のイヤフォンの電源が切れていること

を確認してください

 *右のイヤフォンの使用を推奨します

JellyBlue  LT39

1

2

USBケーブルで充電 左右イヤフォンの再ペアリング

左右イヤフォンの再ペアリング

1

2

*ご注意:両方を同時に操作する必要があります。

4s

2s

     JellyBlueストアへの継続的なサポートに心

より感謝いたします。弊社はサービス、品質，

デザインなどの面で継続的改善しております

ので、お客様より貴重なフィードバックをい

ただけると非常にありがたいと思っておりま

す。それは私たちにとって大きな励みになり

ます。ごサポートが必要な場合、

support@jelly-blue.comにお気軽にお問い

合わせください。いつでも迅速にご対応させ

て頂きます。

三回

5V/1A

イヤフォン外観図 バージョン：5.0 

対応：A2DP、HFP、HSP、AVRCP 

サイズ：56*48.5*21mm 

iPhone/iPadの電力表示をサポートします。

距離：10M 

デュアルステレオ通話：対応

バッテリ：

    充電ケース：650mAh 

    イヤフォン：50mAh 

通話/音楽再生時間：2.5~3.5H 

待機時間：240H 

音声コントロール：対応 

音声アシスタント：Siri、Google Assistant

充電時間：

    充電ケース：2H 

    イヤフォン：1H 

動作温度：  0℃ ~ +35℃

保管温度：-10℃ ~ +40℃

以下の操作によってバッテリインジケータ-が

点滅します。 

1、充電ケースからイヤフォンを取り出しま

す。

2、充電ケースにイヤフォンを収納します。

3、充電ケースを充電します。

バッテリー残量とインジケーター点滅 

0%-25%　　                    

25~50%　　                   

50%-75%　                    

75%:100%　                   

充電完了　                        

                                          

       この製品を使用する前に、すべての安全

に関する注意事項および警告をお読みくださ

い。不適切な使用や安全ガイドの不遵守によ

り、重大または致命的な傷害および物的損害

を引き起こし、損傷、過熱、有毒ガス、火

災、爆発、感電やその他の事故を引き起こす

可能性があります。製造業者の責任ではあり

ません。この製品を維持し、最大程度な安全

使用を注意することは、ユーザー様の責任で

す。

 １、イヤホンを使用しないときは、耳栓を必

ず充電ボックスに保管してください。

２、長時間アイドル状態のまま放置し、電池

が消耗してしまらないでください。バッテリ

は壊す可能性がありますので、使用しなくて

も、すくなくでも月に一度ヘッドセットと充

電ボックスを充電してください。

３、大ボリュームを使用すると、永久的な難聴

が起こす可能性があります。音量をセキュリテ

ィレベルに設定してください。

60 mm

取扱説明書

 LT39

SM

L SM

より多く低音　2ペア 

もっと快適　3ベア 

イヤーチップ

Q&A

４、周囲の音が聞こえるように音量を保ち、潜

在的に危険な状況に注意してください。

５、極度の温度（-10℃以下または40℃以上）

で保管しないでください。

６、付属したマイクロUSB充電ケーブルまたは

認定サードパーティ製ケーブルと5V / 1A充電

アダプタを使用してデバイスを充電してくださ

い。標準以外のケーブルやアダプターでは、バ

ッテリーの充電が遅すぎるため、バッテリーが

損傷または過熱したり、火災の危険がありま

す。

７、本製品を改造、分解、修理しないでくださ

い。

８、過度に落ちること、衝撃、擦り傷をこしら

えることしないでください。

９、設備が凹んだり、穿孔したり、破れたり、

変形したり、腐食した場合は、使用をやめ、製

造業者に連絡するか、適切な方法で処分して

ください。

１０、この製品の温度が急激に上昇し、匂い

が出で、変形、磨耗、または異常な現象を表

示していることが判明した場合は、直ちに使

用を中止してください。

１１、設備が防水です。ただし、腐食性物質

に浸さないでください。過酷な化学薬品、石

鹸、洗剤を使用して洗わないでください。

１２、製品寿命が終わった場合は、適切に取

り扱ってください。リチウム電池が付属して

いますので、電池専用のゴミ収集箱に入れて

ください。

装着したまま入浴することができますか？

 防水設計ですが、入浴時に装着するのはお勧

めできません。破損の恐れがございます。

満充電までどのぐらいの時間がかかりますか?

イヤフォンは約1時間、充電ケースが約2時間ぐ

らいかかります。

充電ケースを充電する時、イヤフォンも充電さ

れていますか?

はい、そうです。

イヤフォンは同時に二つのデバイスに対応でき

ますか? 

はい。モノラルモードで二つのデバイスと接続

可能です。

Easy-Use機能が何週間も使用されていない場

合、無効になるのはなぜですか?

充電ケースのバッテリーが消耗されましたの

で、Easy-Useは機能できなくなりました。再

利用する前に、充電ケースを充電してください。

充電ケースは約240時間待機できます。長時

間使用しない場合、イヤフォンの充電接点に

絶縁シールを貼って電力を節約することをお

勧めします。

イヤフォンが正常に接続されている状態で、

なぜイヤフォンから音が聞こえないですかま

たは携帯電話から音が出てきますか?

すべてのスマートフォンはBluetoothワイヤ

レス機能をちゃんとサポートしているわけで

はありません。この状況が発生した場合はス

マートフォン関連の設定やアプリケーション

で問題を起こしたかをチェック、あるいはス

マートフォンを再起動することをお勧めしま

す。 

どのような場合にイヤフォンをリセットする

必要となりますか?

2つのイヤフォンが自動的にペアリングでき

ない場合、または接続の問題が発生した場合

に最も適した方法はイヤフォンをリセットす

ることです。

Q&Aバッテリインジケータ-の定義 アドバイスと警告
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アピアランスショー 使い方

USBケーブル 

パッケージ 取扱説明書

USBケーブルで充電 

MADE IN CHINA

詳細仕様

マイク

耳掛

充電接点 

電源ボダン 

インジケーター

一回

二回

1s

Du

4s

4s

USB充電ポート

イヤフォンタンク 

インジケーター

充電接点 

ご注意：最高の音質を得るためには、イヤホ

ンを耳にしっかりフィットさせてください。 JellyBlue  LT39

アピアランスショー アピアランスショー

*まずイヤフォンの上にあるプラスチックシールを

除却してください。

使い方使い方使い方使い方使い方使い方 使い方 使い方 使い方

使い終わったら置くだけで済みます

一回

一回

二回

ご注意:標準の5V/1Aアダプタを使用してください。

そうではない場合、イヤフォンを損傷しやすいです。

左右のイヤフォンを同時に長く押して、青

と白のLEDが交互に点滅するまで放します。 

五秒間を待って、左右は自動的に接続して

ペアリングします。 

アドバイスと警告 アドバイスと警告

取扱説明書

 LT39

JP

左 右

点滅1回 

点滅2回 

点滅3回

点滅4回

インジケーターが常 

に青く点灯します。

support@jelly-blue.com
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