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安全にご使用いただくために
• 過度な衝撃を与えないでください。
• 危険ですので分解しないでください。
• 水に浸さないでください。
• 本製品は屋内での使用専用です。
• 水滴や水しぶきがかからないように注意してください。
• 極端な温度下では使用しないでください。
• 激しい雷雨の時は屋外でのご使用をお控えください。
• 純正または認証されたケーブルをご使用ください。
• 腐食防止剤や消毒用オイルは使用しないでください。
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 ライトセンサー
 FM ラジオボタン
 音量 - ボタン 
 多機能ボタン
 音量 + ボタン
 Bluetooth ボタン / Bluetooth 表示 
 アラーム時計ボタン
 ワイヤレス充電ステータスの LED ライト
 ワイヤレス充電エリア
 DC 入力ポート
 PowerIQ USB ポート
 3.5 mm オーディオ入力ポート
 FM アンテナポート
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Soundcore Wakey の使用方法
1. 電源のオン / オフ ( 電源アダプターを差し込むと、
Soundcore Wakey は自動的に電源がオンになります )

注意：Soundcore Wakey の使用を開始する前に、Soundcore アプリをダウン
ロードしてください。Soundcore Wakey がアプリリストに追加されると、時
刻が自動的に更新されます。

ON

OFF

POWERED BY ANKER

オン 電源に接続
オフ 電源から抜く

a. Bluetooth モード 

× 1

Soundcore Wakey
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白色の点滅 Bluetooth ペアリングモード

白色の点灯 機器と接続完了

× 1 再生 / 一時停止

× 2 次の曲へ

× 1 電話に出る / 通話終了

1s 電話を拒否する / 保留中の通話と通話中の通話を切り替える

2
通話を終了し、新規着信に出る / 通話を終了し、保留中の通話に
戻る

1s 音源をスピーカーとスマートフォンの間で切り替える

2 通話を保留し、新規着信に出る

音量のアップ / ダウン

LED 表示 ( バックライト )

白色の点灯 通話中

白色の点滅 着信

電源が入ると、Soundcore Wakey は前回接続していた機器と自動的
に接続します。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペ
アリングモードを起動します。
他の機器と接続したい場合は、Bluetooth ボタンを 2 秒間長押しし
て再度ペアリングモードに入ります。その後、もう一度ペアリング
手順を実施します。
ペアリングができない場合、接続する機器の Bluetooth の履歴から
Soundcore Wakey を削除し、接続機器との距離を約 90 ㎝以内とし
て、再度ペアリングを行ってください。高音質でお楽しみいただく
ために、接続機器と Soundcore Wakey との間に干渉物を置かない
ようにしてください。

b. AUX モード

AUX

AUX

POWERED BY ANKER
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*SoundLine AUX ケーブルは別売です。 

Bluetooth 接続と AUX 接続が両方接続されている場合、Soundcore 
Wakey は Bluetooth 接続を優先して音楽を再生します。
AUX モードを使用する際には、接続機器側の再生機能を操作してく
ださい。

c. FM ラジオ
Soundcore アプリで FM ラジオを設定します。(FM ラジオを利用する際は、
付属のアンテナケーブルを使用してください )

9:41

96.6

Back FM Radio

Favorite Stations

104.9

94.6 99.3 100.2 97.2

MHz

96.6

白色の点灯 FM ラジオ機能がオン

オフ FM ラジオ機能がオフ

2 次の FM チャンネルに切り替える (FM ラジオがオンの場合 )

2 前の FM チャンネルに切り替える (FM ラジオがオンの場合 )

注意：Soundcore アプリの FM チャンネルフォルダーにお気に入りのチャン
ネルを保存できます。FM チャンネルフォルダーに保存されているチャンネル
がない場合、前後のチャネルを自動選択します。

d. アラーム時計
Soundcore アプリでアラーム時計をセットします。Soundcore アプリでアラ
ームを設定できます。アラームが鳴っているときに、どれかのボタンを押す
とスヌーズモードに入ります。アラームを停止するには、アラーム時計ボタ
ンを数秒間長押しします。

白色の点灯 アラームがオン

オフ アラームがオフ

e. 睡眠モード
この機能では、睡眠を促すためのヒーリングサウンドを選んで再生すること
ができます。Soundcore アプリでお好みの音を選択します。カウントダウン
タイマーを利用することにより、再生時間を設定できます。
1. Soundcore Wakey を Soundcore アプリリストに追加します。 
2. [ 睡眠モード］ページに入ります。
3. 画面に表示される手順に従い、［カウントダウンタイマー］と［ヒーリン

グサウンド］を設定します。



JP JP

165 166

2. 機器の充電方法 

Soundcore Wakey を使用してスマートフォンをワイヤレス充電できます。
注意：ワイヤレス充電機能は、対応した機器のみ利用可能です。

青色の点灯 充電中

青色の点滅 充電エリアに正しく配置されていない

Soundcore Wakey の背面にある PowerIQ USB ポートで他の機器も充電が可能
です。

POWERED BY ANKER

使用しないときは、涼しい場所に保管してください。
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製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力 : 15 V  3 A 
ワイヤレス充電出力 : 10W (Samsung 用 ) 7.5W (iPhone 用 )
充電出力 : 5 V  2 A
オーディオ出力 : 5 W × 2
サイズ : 82 x 92 x 200 mm
重量 ( 本体のみ ): 572 g 
Bluetooth 規格 : 5.0
Bluetooth 動作範囲 : 20 m

Apple and the Apple logo are 
trademarks of Apple Inc.

Google Play and the Google Play 
logo are trademarks of Google Inc.

Soundcore App
- FMラジオ機能
- アラーム機能
- 睡眠モード
- 機器の設定
- その他



FCC Statement

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.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user's authority to operate the 
equipment.

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong 
Kong

限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：藍牙音箱            Equipment name 型號（型式）：A3300           Type designation (Type)

單元
Ｕnit

限用物質及其化學符號    Restricted substances and its chemical symbols

鉛 
Lead
(Pb)

汞 
Mercury

(Hg)

鎘 
Cadmium

(Cd)

六價鉻 
Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls
(PBB)

多溴二苯醚
Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE)

電源板 ○ ○ ○ ○ ○ ○

外殼 ○ ○ ○ ○ ○ ○

數據線 ○ ○ ○ ○ ○ ○

喇叭 ○ ○ ○ ○ ○ ○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “－”係指該項限用物質為排除項目。

產品名稱：藍牙音箱
型號 : A3300

NCC 警語 :
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加
大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用， 
並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、
科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



soundcore.com/support

@SoundcoreAudio @soundcoreaudio @soundcoreaudio

For FAQs and more information, please visit:

Customer Service
Kundenservice  |  カスタマーサポート  |  Service Client  |  Servizio ai Clienti
Atención al Cliente  |  Serviço de Apoio ao Cliente  |  客服支持  |  Обслуживание клиентов
Zákaznická podpora  |  Kundeservice  |  Asiakaspalvelu  |  고객 서비스  |  Klantenservice
Kundeservice  |  Kundtjänst  |  客戶服務  |  שירות לקוחות  |  خدمة العمالء

18-month limited warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie  |  18ヶ月保証
Garantie limitée de 18 mois  |  Garanzia limitata 18 mesi  |  Garantía limitada de 18 meses
18 meses de garantia limitada  |  18个月质保期
Ограниченная гарантия на 18 месяцев  |  18 měsíční omezená záruka
18 måneders begrænset garanti  |  18 kuukauden rajoitettu takuu  |  18개월 제한 보증
18 maanden beperkte garantie  |  18-måneders begrenset garanti
18 månaders begränsad garanti  |  18 個月有限保固
אחריות מוגבלת למשך 18 חודשים  |  ضمانة 18 شهراً محدودة
Lifetime technical support
Lebenslanger technischer Support  |  テクニカルサポート
Support technique à vie  |  Supporto tecnico a vita  
Asistencia técnica de por vida  |  Suporte técnico ao longo da vida útil do produto 
终身客服支持  |  Техническая поддержка на весь срок эксплуатации 
Doživotní technická podpora  |  Teknisk support i hele produktets levetid 
Elinikäinen tekninen tuki  |  평생 기술 지원 
Levenslange technische ondersteuning 
Teknisk støtte hele levetiden  |  Livstids teknisk support 
永久技術支援  |  תמיכה טכנית לכל החיים  |  الدعم الفني مدى الحياة

service@soundcore.com

+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT) 
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT) 
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00 
+81 03 4455 7823 ( 日本 ) 月 - 金 9:00 - 17:00
+86 400 0550 036 ( 中国 ) 周一至周五 9:00 - 17:30  
+82-2-6464-7088 ( 한국 ) 월 ~ 금 9:00-17:30


