
 

 

ユーザーガイド 

 

この度は SUDIO製品をお買い上げ頂きありがとうございます。 

快適にご使用いただく為にも、是非このユーザーガイドをお読みください。 

 

 

リモコン操作について（TVA/KLANG/VASA） 

 

TVÅ は Android, iOS共通の１ボタンタイプです。 

 
 

 

KLANG（iOSの場合） 

 
 

 

VASA（iOSの場合） 

 
 

ボタンの操作方法
曲の再生 １回　押して下さい
曲の停止（ポーズ） １回　押して下さい
次の曲へ進む ２回　早く押してください
前の曲へ戻る ３回　早く押してください
曲の早送り １回　早く押し、もう１回長押しして下さい
曲の早戻し ２回　早く押し、もう１回長押しして下さい
電話着信応答 １回　押して下さい（再生中の曲は自動的にポーズします）
電話を切る １回　押して下さい（ポーズ中の曲が再生します）

ボタンの操作方法
曲の再生 中央のボタンを１回　押して下さい
曲の停止（ポーズ） 中央のボタンを１回　押して下さい
次の曲へ進む 中央のボタンを２回　早く押してください
前の曲へ戻る 中央のボタンを３回　早く押してください
曲の早送り 中央のボタンを１回　早く押し、もう１回長押しして下さい
曲の早戻し 中央のボタンを２回　早く押し、もう１回長押しして下さい
電話着信応答 中央のボタンを１回　押して下さい（再生中の曲は自動的にポーズします）
電話を切る 中央のボタンを１回　押して下さい（ポーズ中の曲が再生します）
音量調整 （＋） 上部のボタンを押して調整下さい
音量調整 （－ ） 下部のボタンを押して調整下さい

ボタンの操作方法
曲の再生 中央のボタンを１回　押して下さい
曲の停止（ポーズ） 中央のボタンを１回　押して下さい
次の曲へ進む 中央のボタンを２回　早く押してください
前の曲へ戻る 中央のボタンを３回　早く押してください
曲の早送り 中央のボタンを１回　早く押し、もう１回長押しして下さい
曲の早戻し 中央のボタンを２回　早く押し、もう１回長押しして下さい
電話着信応答 中央のボタンを１回　押して下さい（再生中の曲は自動的にポーズします）
電話を切る 中央のボタンを１回　押して下さい（ポーズ中の曲が再生します）
音量調整 （＋） 上部のボタンを押して調整下さい
音量調整 （－ ） 下部のボタンを押して調整下さい



 

 

VASA BLA について 

VASA BLA は Bluetoothイヤフォンです。 

 

最初に充電を行ってください。 

VASA BLÅ のパッケージには USB ケーブルが同梱されています。コンピューターや

iPhone の充電器などの USB ポート（差し込み口）に接続し、マイクロ端子を VASA  

BLÅ のバッテリーと接続して充電してください。充電中は、リモコンにあるランプが

赤く点灯し、充電が完了するとランプは青に変わります。VASA BLÅ のバッテリー残

量は Bluetoothの接続を示すマークの横に表示されます。 

バッテリー残量が少なくなると、リモコン部のライトが赤く点滅します。 

 

VASA BLÅの電源を入れて下さい。 

  リモートコントローラーの中央のボタンを、ブルーのランプが点滅するまで長押し 

  （約 3秒間）してください。 

   

  VASA BLÅのペアリング（接続）方法について。 

     お手持ちのデバイスの Bluetooth の設定を ONにして下さい。 

  VASA BLÅと接続したいデバイスをなるべく近くに置き、リモートコントローラーの 

  中央のボタンをランプが交互に青と赤の点滅、もしくは赤の点滅に光るまで長押し 

  （約 5秒間）して下さい。（最初にランプが短く点滅しますが、そのまま手を離さず 

  に押し続けて下さい。） 

  その後、ランプが赤と青に交互に点滅、もしくは赤の点滅が始まります。 

  点滅し始めたら長押しを止め、接続画面に"Sudio Vasa Bla"と表示されますので、 

  タップ（クリック）し、接続を完了してください。 

 

 

接続方法の解説ビデオはこちらからご覧いただけます。 

www.sudiosweden.com/media/wysiwygParingVideo.mp4 

 

 

VASA BLÅの電源の切り方。 

リモートコントローラーの中央のボタンを長押し（約 3秒間）して下さい。 

青いランプの点滅が止まり、電源がオフになります。（デバイスとのペアリングも 

切れます。） 

また、10分間未使用の状態が続くと、電源は自動的にオフになります。 

 

再ペアリングについて。 

デバイスに VASA BLÅ の登録が残っている場合、中央ボタンを約 5秒間長押しして   

下さい。赤と青（もしくは赤の点滅のみ）のランプが交互に光りだしたら、デバイス

上の VASA BLÅの表示をタップしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sudiosweden.com/media/wysiwygParingVideo.mp4


 

 

 

リモコンの操作について。 

 
 

 

ご使用に関する注意とお願い： 

＊周囲への配慮並びにご自身を難聴や聴覚障害から保護する為にも、大音量での 

  ご使用はご注意下さい。  

＊VASA BLÅ にはリチウムイオンバッテリーが使用されています。 廃棄の際は、 

   各国におけるリサイクリング法を守ってください。 

＊小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。 

＊小さな部品がありますので、お子様やペットが飲み込まないようご注意ください。 

 万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師へご連絡ください。 

＊正規輸入代理店の保証書が無い場合は、国内でサービスを受けられない場合も 

 ございます。大切に管理して下さい。海外のネットでご購入された製品のサービス  

 は国内での対応は出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボタンの操作方法
曲の再生 中央のボタンを１回　押して下さい
曲の停止（ポーズ） 中央のボタンを１回　押して下さい
次の曲へ進む +のボタンを２秒間 押してください
前の曲へ戻る －のボタンを２秒間 押してください
電話着信応答 中央のボタンを１回　押して下さい（再生中の曲は自動的にポーズします）
電話を切る 中央のボタンを１回　押して下さい（ポーズ中の曲が再生します）
音量調整 （＋） 上部のボタンを押して調整下さい
音量調整 （－ ） 下部のボタンを押して調整下さい
電源ＯＮ／ＯＦＦ 中央のボタンを３秒　押して下さい
ペアリング 中央のボタンを５秒　長押しして下さい



 

 

 

REGENT について 

Regentは Bluetooth 4.1に準拠です。 

サポートプロファイルは、A2DP、HFP、HSP、AVRCPです。 

 

 

リモコン部について 

Right側のハウシング下部に配置。 

 
REGENTとデバイスのペアリングについて 

お手持ちのデバイスの設定画面から Bluetoothを ONにしてください。 

 

 
 

（注意） 

製品によっては赤ランプ点滅のみの場合もありますが、故障ではございません。 

 

長押しで次のトラックへ。短く２回押すと音量増 

長押しで前のトラックへ。短く２回押すと音量減 

長押しで POWER ON/OFF（下記参照）。短く押すと

Play/Pauseもしくは電話の応答/通話終了 



 

 

 

 
充電について 

Right側のハウシング下部に充電用のミニ USB端子がございます。付属のケーブルで

充電下さい。 

クイック充電：約１０分 

フル充電：１２０分（連続再生２４時間、スタンバイ２０日） 

 

 



 

 

ワイヤード接続 

Bluetooth接続を OFFにし、付属のオーディオケーブルをデバイスのイヤフォン端子

と本機の Left 側のハウジング下部にある端子に挿入願います。ワイヤード接続時は

Right 側にあるリモコン機能は動作しません（電話の応答も出来ません）。音量調整、

選曲等の操作はデバイス側でお願いします。 

 

Regentのサイドキャップの交換について 

オプションのサイドキャップをケースから取り出して下さい。 

 

キャップの外し方 

指の腹部でキャップをおさせるように左周りで９０°回転させるとキャップが取れま

す。回転不足のまま無理にキャップを引っ張りますと、中のツメが折れますのでご注

意下さい。 

 

キャップの装着方法 

キャップの内側のツメが上下に来るようにセットし、カチッとはまる位置までゆっく

りと溝にそって９０°右回転して下さい。キャップは左右関係ありません。 

 

            

     
 Black Marble：型番 SD-CP001   Selva Azzuro：型番 SD-CP00２ 

                
 Selva Rossa：型番 SD-CP003  White Marble：型番 SD-CP004 

 

 

 



 

 

TRE について 

TRE は Bluetoothイヤフォンです。 

 

最初に充電を行ってください。 

TREのパッケージには USBケーブルが同梱されています。コンピューターや iPhone

の充電器などの USB ポート（差し込み口）に接続し、マイクロ端子を TRE のリモコ

ン部横のカバーを開け、バッテリーと接続して充電してください。充電中は、リモコ

ンにあるランプが赤く点灯し、充電が完了するとランプは青に変わります。TRE のバ

ッテリー残量は Bluetoothの接続を示すマークの横に表示されます。 

バッテリー残量が少なくなると、リモコン部のライトが赤く点滅します。 

 

TREの電源を入れて下さい。 

リモートコントローラーの中央のボタンを、ランプが点滅するまで長押し（約 3 秒

間）してください。 

   

TREのペアリング（接続）方法について。 

お手持ちのデバイスの Bluetooth の設定を ONにして下さい。 

TRE と接続したいデバイスをなるべく近くに置き、リモートコントローラーの中央の

ボタンをランプが交互に青と赤の点滅、もしくは赤の点滅に光るまで長押し (約 7 秒

間）して下さい。（最初にランプが短く点滅しますが、そのまま手を離さずに押し続

けて下さい。）その後、ランプが赤と青に交互に点滅、もしくは赤の点滅が始まりま

す。点滅し始めたら長押しを止め、接続画面に"Sudio Tre"と表示されますので、  

タップ（クリック）し、接続を完了してください。 

 

 

TREの電源の切り方。 

リモートコントローラーの中央のボタンを長押し（約 3秒間）して下さい。 

青いランプの点滅が止まり、電源がオフになります。（デバイスとのペアリングも 

切れます。） 

また、10分間デバイスと未使用の状態が続くと、電源は自動的にオフになります。 

 

再ペアリングについて。 

デバイスに Sudio Treの登録が残っている場合、中央ボタンを約 5秒間長押しして   

下さい。赤と青（もしくは赤の点滅のみ）のランプが交互に光りだしたら、デバイス

上の Sudio Treの表示をタップしてください。 

 

リモコンの操作について。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音量増、次曲へスキップ（２秒長押し） 

Play/Pause, 電話応答、通話終了、マイク、電源 OFF (3秒長押し) 

音量減、前曲へ戻る（２秒長押し） 



 

 

イヤーチップの交換について 

 

Tre にはサイズの違うウィングチップが３種類同梱されてます。（工場出荷時はミディ

アムサイズが付いてます）御自身の耳に合わせ、ウィングチップをお取替え下さい。 

ウィングチップのウィング部を外側へ引くと、外れます。 

装着の際は、本体のノズル部とウィングチップの穴を合わせ、本体の出っ張ったフッ

ク部をウィングチップの中に入るように装着下さい。 

 
 

 

ご使用に関する注意とお願い： 

＊周囲への配慮並びにご自身を難聴や聴覚障害から保護する為にも、大音量での 

  ご使用はご注意下さい。  

＊TRE にはリチウムイオンバッテリーが使用されています。廃棄の際は、各国に 

おけるリサイクリング法を守ってください。 

＊小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。 

＊小さな部品がありますので、お子様やペットが飲み込まないようご注意ください。 

 万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師へご連絡ください。 

＊正規輸入代理店の保証書が無い場合は、国内でサービスを受けられない場合も 

 ございます。大切に管理して下さい。海外のネットでご購入された製品のサービス  

 は国内での対応は出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FAQ 
Q. KLANG, VASA（iOS用）を Android端末で使うと、正常に動作しません。 

A. VASA は iOS 用と Android 用の 2 種類があり、それぞれの OS にリモートコント

ローラーが最適化されています。その為、iOS用の VASAを Android端末で仕様した

場合、ノイズが発生したり、リモートコントローラーが動作しない事があります。

iOS用製品は、iOS端末（iPhone, iPad, Mac）での使用を想定して作られております

ので、ご了承ください。 

 

Q. KLANG, VASA（Android 用）を Android 端末で使っていますが、リモコンの機

能が一部利用できません。 

A. VASA（Android 用）は、より多くの Android 端末でお使いいただけるように最適

化しておりますが、Android 端末は各メーカーによって仕様が異なる為、機種または

ソフトウェアのバージョンによっては、リモートコントローラーの一部の機能がお使

いいただけない場合がございます。どうぞご了承ください。 

 

Q. KLANG, VASAのプラグ（端子）形状がカタログと異なります。 

Ａ．初期の生産モデルはＬ型ですが、2017年の途中より、ストレートタイプのプラグ

に仕様変更されました。 

 

 

以上 


