
USER'S MANUAL

この度は EARMIND のサウンドアートピースをご購入いただきありがとうございます。

本製品のご利用にあたっては、下記事項をよくお読みのうえお楽しみください。
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　　　注意
　　　　下記の事項を守らないと安全上の

　　　　問題が生じる可能能性あります。

■本製品に強い衝撃や圧力を加えない

　液漏・発火・破裂の原因になります。

■油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない

　火災・感電・故障の原因になります。

■医療機器の近くで使わない

　電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

■心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離す

　電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。

■航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

　電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。

■大音量で長時間連続使用しない

　聴力障害などの原因になることがあります。

■使用開始時はボリュームを下げてから装着する

　突然大きな音が出て、耳をいためる原因になります。

■製品仕様の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、

　充電を中止する

　液漏・発火・破裂の原因になります。

■本製品を高温、低温、温度変化の大きい場所、直射日光

　の当たる場所での充電、使用、放置をしないでください。

　異常発熱、発火、変形、液漏等の故障の原因、また本体

　寿命が短くなることがあります。

■小さなお子様の手の届かないところに保管する

　誤飲など思わぬ事故をまねくことがあります。

■USB コードを抜くときはコードを持たずに必ずプラグを　

　持って引き抜く

　コードを持って抜くと、コードが傷つき断線や故障の原

　因になります。

■充電中は、本製品および充電ケーブルの周りに物を置か

　ない

　感電・ショートの原因になります。

■充電ケースを他の製品に使用しない、イヤホン以外のも

　のを入れない

　感電・火災・ショート・故障の原因になります。

　　　　警告
　　　　　下記の事項は絶対に行わないで

　　　　　ください。

■分解したり、改造、修造したりしない

　火災・感電の原因となります。

■火の中に投入したり、加熱しない

　発熱、破裂、発火の原因になります。

■水につけたり、水をかけない

　感電・故障の原因になります。

■本製品内蔵の電池の液が目に入ったときは、こすらずに

　きれいな水で洗った後、直ちに医師に相談する

　失明などの原因となります。

■運転中は使用しない

　自動車、オートバイ、自転車などの運転中はイヤホンを

　使用したり、細かい操作をしたりすることは絶対にお止

　めください。

　交通事故の原因になります。

■周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない

　踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場などでは周囲

　の音が聞こえないと危険です。事故やけがの原因になり

　ます。また、移動中も危険ですので使用しないでください。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する

　液漏・発火・破裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体や USB ケーブルに触れない

　感電の原因になります。
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　　　　使用上の注意　　下記の事項を守ってください。

■本製品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

■補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれが

　あります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本製品を近くでは使用しないでください。

■交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。

■本製品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

■本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合

　は、弊社は一切の責任を負いません。

■本製品を使用せず、長期間保管した場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。

■本製品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。

Bluetooth の使用について

■Bluetooth 通信の通信範囲は約 10m ですが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって接続有効範囲は変動します。

■Bluetooth 機器と無線 LAN(IEEE802.11b/g) すると、電波干渉が発生し、それぞれの機器の通信速度や通信距離が低下する場合

　があります。この場合は、無線 LAN 機器の電源を切るか、10m 以上離れた場所でご使用ください。

■Bluetooth 対応製品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声が途切れることがあります。

■本製品は Bluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。

■本製品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本製品を分解・改造すると法律

　で罰せられることがあります。

■無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本製品での再生が遅れるため、動画視聴時やゲームでのご使用の場

　合、映像と音声がずれる場合があります。

■接続する機器によって、Bluetooth 接続ができるまで時間がかかることがあります。

内蔵バッテリーについて

■バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は、特性であり故障ではありません。

■本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせくださ

　い。イヤホン本体にはリチウムイオン電池、充電器ケースにはリチウムポリマー電池が使われています。

イヤーチップについて

■イヤーチップがイヤホンノズルに確実に固定されていないと、使用中に外れて耳の中に残る場合があります。確実に固定され

　ていることを確認してください。
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　　　　製品説明　　内容品と各部について

内容品について

商品到着後、下記の内容品が同梱されているか確認してください。

各部名称

左右識別凸部

左右識別凸部により左右対称デザインのイヤホンでも、手で触れるだけで左右の判別が可能となっています。

現在の左右識別凸部対応は下記のデザインです。

●Time passage 

●Antique stamps

●GEM

イヤーチップについて

イヤーチップは消耗品です。イヤーチップが破損した場合は内径が 4.5 ～ 5.0 ㎜のイヤーチップをお買い求めください。

イヤーチップにより上記のサイズでもイヤホンにはまらない可能性がありますので、お客様自身でお買い求める場合は試着して

からご購入ください。

本製品には 3種類、各 3サイズのイヤーチップが付属します。耳に合った種類とサイズを選んでご使用ください。ご購入時は本

体にスタンダードシリコン型の Mサイズが装着されています。
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充電について 

イヤホンの充電

1. 本機を充電ケース内の穴に嵌まるように収納してください。充電中はケースの蓋を閉じてください。

2. 充電ケースに収納後約 1.5 時間で完了します。

ケースの充電

1.充電ケースの裏面にある充電ポートに付属の USB C-type ケーブルを接続し、USB 規格に適合したパソコンの USB ポートや、　

　 USB ポート付 AC 充電器を使用して充電してください。

2. 約 2 時間で充電が完了します。

　　　使用方法　　EARMIND を楽しむために

充電ケース　LED ライト

充電ケースの LED ライトの点灯には以下の意味があります。

  残量に応じて左から順に点滅　　 ケース充電中

　イヤホン充電中 　　　　 　　　両サイドの LED 点灯

　ケース充電中 　　　　　　 　残量に応じて左から順に点滅

充電ケースボタン

充電ケースボタンには下記の機能があります。

　1回押し　　　　　　　　　　　強制ペアリングモード

　5秒間長押し　　　　　　　　　イヤホンリセット
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イヤホン電源について

電源を入れる場合は充電ケースの蓋を開けてください。

電源を切る場合はイヤホンをケースに収納し、蓋を閉じてください。



ペアリング

１．充電ケースの蓋を開けると、自動的にペアリングが開始されます。

２． Bluetooth デバイスの「設定」から、「Bluetooth」を選択します。

３．検索されたデバイスの一覧から「EARMIND」をタップします。

※Android 端末でデバイス一覧に「EARMIND」がない場合は、接続先が表示されていない場合は、「メニュー」 から「更新」　

　を選択して検索します。

※接続がうまくいかない場合は、Bluetooth デバイスの Bluetooth 接続を解除して、最初からやり直してください。

　または、ペアリング設定を解除した後、イヤホンを充電ケースに戻した後リセットボタンを 5秒長押しし、イヤホンをリセッ

　トしてから再接続してください。

※ペアリングモードにならない場合は、充電ケースボタンを一度押し、強制ペアリングモードにしてください。　

※Bluetooth 接続を解除、もしくは登録を削除する場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。

５．使用後はイヤホンを充電ケースに戻し、蓋を閉じてください。接続が切れ、自動的に充電を開始します。

※ Bluetooth 接続状態のイヤホンを充電ケースに戻し蓋を閉じないと、電源は切れません。そのまま放置すると電力を消耗

　 しますので、しばらく使用しない場合は充電ケースに戻し、蓋を閉じてください。

※ イヤホンの電源は､Bluetooth 未接続状態で 180 秒 (3 分 ) 後オフになります｡

※ 2 回目以降のご使用では、充電ケースの蓋を開けると、最後に接続した Bluetooth デバイスと自動的に接続されます。

　　　使用方法　　EARMIND を楽しむために

イヤホンの装着

耳のくぼみにあわせて軽く回して装着します。

※左右を間違えないように装着してください。

※イヤ―チップのサイズが合わない場合は、付属の他のサイズに交換してください。

イヤーモニターの装着

１．イヤーモニターの先端から入れるように外側に傾けて装着します。

２. 耳に装着したら、後頭部側にイヤーモニターを回すようにして耳の穴にはめこみます。

※左右を間違えないように装着してください。

※外すときは、装着したときと反対側に、顔側に回すようにして外してください。
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お手入れ・保管方法について　

　長くご利用頂くために

シェル・充電ケース

●お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよ

　く絞りお使いください。

●シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでく

　ださい。

● 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔

　らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふ

　き取ってください。

イヤーチップ

●シリコン製のイヤーチップは、イヤーチップを外し、薄

　めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、完全に

　乾いてから取り付けてください。 

●ウレタン製のイヤーチップは、イヤーチップを外し、乾

　いた布で拭いてください。水洗いは伸縮性を失うので行

　わないでください。また傷む可能性があるので、着脱時

　に強い力で引っ張らないでください。

アートピース部

●耳から外したあとは皮脂や汗を柔らかい布でやさしく拭

　きとってください。以下の素材ごとにお手入れ・保管方

　法を守ることによりアートピース部を長くご愛用いただ

　けます。

〇木

　湿度の変化に弱いので、水に触れないようにしてくださ

　い。直射日光の当たるところ、また冷暖房の側など温度

　差の激しい場所には置かないでください。また経年で色

　が変可します。汚れではないので変化をお楽しみくださ

　い。　

〇漆

　ごくまれに肌の弱い方や体質により、漆かぶれを発症す

　る場合があります。その場合はいちど装着をやめ、期間

　を置くことで漆がより硬化し問題なくお使い頂けるよう

　になります。

〇天然石

　石により水や日光に弱いものがあります。直接水や日光

　のふれるところに長時間にわたって置かないでくださ　

　い。

〇金属

　水にぬれると錆が発生する可能性があります。水に濡れ

　ないようにしてください。また経年で色が変化します。

　汚れではないので変化をお楽しみください。

〇樹脂

　黄変がおこるので、日光の当たるところに長時間にわ　

　たって置かないでください。

トラブルシューティング
故障かなと思ったら

電源が入らない

●イヤホンの電池残量が低下しています。ケースにセッ

　トして充電してください。

●ケースの電池残量がない場合は、イヤホンを入れた状

　態でケースを充電してください。

Bluetooth デバイスとペアリングできない

●接続する Bluetooth デバイスが使用可能な状態である

　ことを確認してください。

●接続する Bluetooth デバイスが本製品のプロファイル

　に対応しているが確認してください。

●Bluetooth デバイスの設定で Bluethooth をオフにして

　から再度オンする、または登録を削除してから、やり

　直してください。

●本製品と Bluetooth デバイスを近づけてからペアリン

　グしてください。

●Bluetooth デバイスが他の機器と Bluetooth 接続して

　いる場合は解除してから、本製品とペアリングしてく

　ださい。

音がでない

●イヤホン、または Bluetooth デバイスの音量が最小に

　なっていないか確認してください。

●Bluetooth デバイスとの間に障害物がないか確認して

　ください。

●Bluetooth の通信範囲内（約 10m）にあるか確認してく

　ださい。

●通信が干渉される可能性のある無線 LAN のそばで使用

　している場合は、無線 LAN をオフにするか、10m 以上

　離れた場所で　使用してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

●一部のスマートフォンでは、イヤホンのマイク入力が

　有効になるように手動で設定する必要があります。お

　使いのスマートフォンの設定を確認してください。

●近くに前回接続していた Bluetooth 機器があるときは、

　本機の電源をオンにしただけで、自動的に本機と接続

　されることがあります。その場合は、前回接続してい

　た機器の Bluetooth 機能をオフにするか電源を切って

　ください。
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　　　保証規定　　症状が直らないときは

●本製品を本保証規定に従い修理することを保証いたします。この製品には保証書が同封されています。納品書又はレシート

　と合わせて大切に保管をしてください。

保証期間中は

●正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後 1 年間無償で修理いたします。移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当で

　ないために生じた故障、損傷の場合、また添付物は保証の対象とはなりません。お買い上げ時に同封されていた保証書と納

　品書又はレシートをご用意の上、お問い合わせください。

保証期間を過ぎた場合は

●修理によって機能が改善される場合は、お客様のご要望により有料修理させて頂きます。弊社のコンタクトページからご相

　談ください。

　　製造・販売責任主体　　私たちとアーティストで作り上げています

株式会社 EBRU

〒116-0014　東京都荒川区東日暮里六丁目 17 番 6 号ふらっとにっぽり 5階イデタチ東京内オフィス１

SoC　　　　　　　　　Qualcomm QCC3040

Version 　　　　　　　Bluetooth V5.2

通信周波数範囲　　　　2.402GHz-2.480GHz

通信距離　　　　　　　障害物のない状態で最大 10m

プロファイル　　　　　A2DP，AVRCP，HFP，HSP

コーデック　　　　　　SBC，AAC，aptX，aptX adaptive

ペアリング名称　　　　EARMIND

ドライバー　　　　　　ダイナミック型 6.5mm 30Ω±4.5(15%)

音圧レベル　　　　　　98±3dB

再生周波数特性　　　　20HZ ～ 20KHZ

定格出力　　　　　　　2mW

連続再生時間　　　　　音楽再生時間 7H（70% 音量） ，通話時間 4H

電池    　　　　　　　LIR1054 リチウムイオン電池 1C/45mAh

充電時間              約 1.5 時間

電池
　　　　　　　　　600mAh リチウムポリマー電池

　　　　　　　　　　　体積エネルギー密度 :318Wh/L

充電時間　　　　　　　約 2 時間

TYPE-C 電源入力　　　 5V/1A

寸法　　　　　　　　　75.5mm（L）* 49.5mm(D) * 55mm（H）

防水等級　　　　　　　無し

充電ケース質量　　　　78g

イヤホン質量　　　　　7g( 片側・アートピース部除く )

　 製品仕様
　　

Bluetooth　

オーディオ

イヤホン

充電ケース

その他
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