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ステップアップ
次のワークアウトの時間をきっと楽しみにされているでしょう。 いえ、楽しみにして下さい。 
スタジオマスターサウンドとクラス最高のフィットネスモニタリング生体測定技術を組み合
わせたら、 心躍る結果がうまれました。

ストラップを排除
お気に入りの音楽を聴きながら、着け心地の悪いストラップやたくさんの装置を付けなくて
も心拍数を測れるようになりました。

バッテリー不要
3.5㎜のゴールドプレートオーディオジャックで生体測定モニタリングに必要な全電源をま
かないます。 電池交換や充電も不要です。

水しぶきもへっちゃら
SMS Audio BioSport™イヤホンはIPX4規格で、汗や水に対する防護対策済みです。





TM

Auriculares Con Sensores Biométricos Con Marcador de Frecuencia Cardiac
Słuchawki Biometrycznych Z Pulsometr心拍数モニター

運動強度レベルを確認

IPX4規格
汗や水に対する防護対策
済み

アプリ互換性あり
主なフィットネスアプリと動作可能

バッテリー不要
お使いのデバイスにプラグインして
外出可能

カナル型



警告： 一定期間、大音量で音楽を聴くと、聴力を
損傷する場合があります。 イヤーピースを耳に挿
入する前に音量を調節し、突然大音量が耳に衝
撃を与えないようにして下さい。

警告： SMS Audioが明確に承認していない変更
や修正が行われる場合、機器を操作するユーザ
ー権利を喪失するものとします。

注意： 本機器はIPX4規格の封水性に準拠してお
り、どんな方向から水をかけられてもひどいダメ
ージは受けないことが保証されています。 しかし
ながら防水ではないため、決して水洗いしたり、
水中に浸したりはしないで下さい。
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あなたの安全のために



1] BioSportバイオメトリック・イヤホンと搭載型マイク

2] 保護キャリーケース

3] 3サイズの耳用ジェル(s,m,l)

4] 取扱説明書

5] RunKeeperTM インサート
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梱包内容



警告： ヘッドホンを耳の奥深くに挿入しないで下さい。 奥深くに挿入すると、
鼓膜を永久的に損傷する原因となり、サウンド品質を損なう可能性があります。

マニュアルに記載のあるボタンの
説明、その他機能のロケーション
を参照して下さい。 しっかりフィット

耳用ジェル 心拍数センサー

しっかりフィット
プレースメント もつれ

防止コード
3.5 mmオーディオジャック

インライン・マイク
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すぐ見てわかる



心拍数モード
1)  下記URLに行き、RunKeeperをダウンロード・インストールします。 

RunKeeper.com/GetApp

2) RunKeeperを起動します
3) スライダーを上に移動し心拍数モードにします。

マイクモードに変更します。
1) 電話に出る際には、スライダーを動かして電話モードにします。

音楽を聴く
ヘッドホンのオーディオジャックをオーディオデバイスにプラグインします。 
音楽を聴く際には、ちょうどよい音量になるまでオーディオデバイスの音量
を調節して下さい。 長時間大音量で音楽を聴くと、聴力を損傷する恐れが
あることに注意して下さい。
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クイックスタートガイド



モード   ボタン：  アクション：
 
音楽  1回押す 再生と一時停止
  2回押す　　　	 次の曲
  3回押す　　　	 前の曲
  長押し　　　　	 音声認識起動

Android®  1回短く押す 着信電話： 応答
   電話中： ミュート
   多重電話： 電話を切り替え
  長押し	 着信電話： 拒否
   電話中： 電話を切る

iOS®   1回短く押す 着信電話： 応答
  電話中： 電話を切る	 多重電話： 電話を切り替え
  長押し	 着信電話： 拒否
   電話中： 電話を切る

電話

注意： お使いの電話によって機能が異なる場合があります。 
仕様についてはお使いの電話のユーザーマニュアルをご覧下さい。
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多機能制御



発信者が私の声が聴こえないのはなぜですか？
スライダーが電話モードになっているかを確認して下さい。

RunKeeperで心拍数情報が表示できないのはなぜですか？
心拍数モードを選択し、RunKeeperアプリを起動しているか確認して下さ
い。 RunKeeperが心拍数を表示するまでに10秒かかります。

どのようにすれば音量を上下できますか？
電話に付属の音量を調節して下さい。

なぜイヤホンが耳から落ちるのでしょうか？
適切なサイズの耳用ジェルを使い、正しい耳に挿入しているか確認して
下さい。

どんなスマートフォンであれば、BioSportを使って心拍数をモニターでき
ますか？
人気のスマートフォン機種の多くはBioSportに対応しています。 
smsaudio.com/pages/faq/biosportより、お客様のスマートフォンが対
応しているかどうか確認して下さい。
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よくある質問集



SMS Audio LLC (“SMS”) では、新規購入者に対して、本製品を正規ベンダーからオリジナルパッケー
ジに入った新品を購入し、製品に付属のマニュアルに記載してあるSMSの指示および推奨事項に従
って使用している場合に、本製品が購入時の通り材質および施行上の欠陥がないことを保証し、付属
マニュアルに従って製品を使用した際に起こった製品故障に対して、正規ベンダーからオリジナルパ
ッケージに入った製品の購入日から1年間（“保証期間”）保証するものとします。
上記のような故障が発生し、SMSが有効な請求を保証期間内に受領した場合、SMSは、自由裁量によ
り、(a) 新規または修理済みのパーツを使って、無料で製品を修理するか、(b)新しい製品と取り換える
か、新規または修理済みの中古パーツから製造した製品で、使用元の製品と少なくとも同等に機能す
る製品と交換するものとします。
請求をして、本保証期間内に修理品または交換品を得るには、購入レシートを添え、故障の内容を記
載の上、送料を支払って、下記住所まで送付願います：
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

返送料および手数料として、SMS Audio, LLCを受取人とする5ドルの郵便為替を必ず同封して下さ
い。 また、配送費用の支払いおよび輸送時の製品の紛失や損傷のリスクに対して、お客様が責任を負
うものとします。
この保証は下記に対しては適用されません： (a) 私用で非商業用以外の使用、事故、乱用、誤用、不正
使用によって製品に生じた損傷；(b) SMS以外の何人かが実施したメンテナンスまたはサービスによ
って生じた損傷；(c) SMS以外の何人かが改造または修理した製品やパーツ；(d) SMSシリアル番号や
製品識別番号がはがれていたり、破損していたりする場合；(e) 熱、低温、日光、水やその他の液体、化
学薬品、動物、埃、砂やその他の汚染物質にさらされた製品；(f)中古品やパッケージから出された状
態で製品を購入した人物、あるいは再販、リースまたは貸出し、あるいはその他の商業用用途として
製品を購入した人物；または(g) 野蛮行為、火災、嵐、地震、洪水や天災を含むがこれに限定されない
SMSが制御できない行為に対して。
SMSベンダー、小売業者、再販業者、販売代理店あるいは従業員は、この保証を変更、延長や追加を一
切しないものとします。
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制限付き保証



本保証に基づくSMSの法的責任の範囲は、上記に記載の修理や交換に限定し、どんな場合にでも、
会社の法的責任は支払った購入金額を超えないものとします。
法的に最大限に可能な限り、本保証および上記に記載の救済策は唯一の保証・救済策であり、口頭
であっても、書面であっても、明示・暗示に関わらず、その他全ての保証、救済策や条件に代わるもの
とします。 SMSでは、商品性の保証や特定の目的に対する適合性に関する保証を含むがこれに限定
されない、あらゆる全ての暗示保証に関して特に免責されるものとします。 SMSが法的に適用法の
下で暗示保証の免責あるいは廃除ができない場合、可能な限り、かかる暗示保証の下でのどんな請
求も、保証期間終了時に期限が切れるものとします。
法的に最大限に可能な限り、SMSは、製品の保証または条件に違反することによって起こる直接的、
特別、事故あるいは間接的損傷に対して、いかなるその他の法的論理下において、責任を負わない
ものとします。
この制限付き保証および本制限付き保証または製品、マニュアルやパッケージの状態に関連して起
こる争議(これ以後“争議”とする）に関しては、法原則の紛争を問わず、ニューヨーク州の法律に則る
ものとします。 国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用せず、明確に除外されるものとしま
す。 アメリカ合衆国、ニューヨーク郡、ニューヨーク州にある州立および連邦裁判所が司法権を持ち、
いかなる争議の解決における唯一の裁判所となるものとします。
本制限付き保証により、特定の法的権利が与えられるものであり、州ごとおよび管轄ごとに異なるそ
の他の権利もある場合もありますが、本制限付き保証には何ら影響を与えないものとします。 また、
本保証は委譲や譲渡できないものとします。
本制限付き保証のいかなる条項が違法、無効あるいは施行不可能である場合、その条項は分離可
能であると見なされ、その他の条項へは何ら影響を与えないものとします。 本制限付き保証の英語
版とその他の言語版に食い違いがある場合、英語版が優先されるものとします。
保証情報に関する質問がある場合、メールで下記までお問い合わせ下さい：
warranty@smsaudio.com。
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FCCへの適合宣言 (米国)
本装置はFCC規則のパート15に準拠しています。 その動作は以下の2つの条件に準じています：

・この装置は有害な干渉を起こさない

・この装置は、予期せぬ動作をもたらす可能性のある干渉を含む、あらゆる受信干渉に耐性を持つ

この機器は、FCC規則のパート15に定められたクラスBデジタル装置に関する基準に基づいて所定の試験が実施され、適
合が認証されています。 これらの基準は、住宅への設置で有害な干渉に対する十分な保護を規定することを目的としてい
ます。 この機器は高周波エネルギーを発生、使用、また放射することがあるので指示どおりに設置して使用しない場合に
は、無線通信に有害な干渉を起こす可能性があります｡ また、インストールの仕方によって干渉が生じないという保証はあ
りません。 本製品が無線受信またはテレビ受信に対して有害な干渉を起こした場合（装置のスイッチをオフにしたりオンに
したりすることにより判断できます）、ユーザーは以下の手段を講じることが推奨されます：

・受信アンテナの方向または位置を再調整する。

・本製品を受信装置から遠くに離す。

・本製品を、受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに接続する。

・販売店または経験豊富な無線／テレビ技術者に相談してアドバイスを求める。

ICES-003 (カナダ)

このデジタル装置はカナダ通信省の「デジタル装置」に関する無線干渉規定: ICES-003に規定されているデジタル装置から
の無線ノイズ放射で クラス B の基準を超えることはありません。
Cet appareil numérique respecte les limites bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B 
prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, NMB-003 édictee par le Ministre Canadian 
des Communications.

ヨーロッパ(CE準拠宣言)

本製品は、低電圧指令 2006/95/EC; EMC指令2004/108/ECおよびRoHS 指令 2011/65/EUに準拠しています。 連絡先： Intel 
Corporation, 宛先: Corporate Quality, 200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054 USA

その他の国での承認：

日本：オーストラリア/ニュージーランド：

韓国：

MSIP-REM-CPU-Biosport：
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交換と返金

製品を購入してから15日以内であれば（交換/返金要求）、下記条件規約に準拠していれば、その他の
SMS製品の中から新しい製品と交換するか、返品して返金致します。
交換か返金するためには、商品返品番号(RMA)を取得し、交換/返金期間内にオリジナル梱包スリップ
とUPCラベルおよび購入レシートと伴に製品をSMSが受領しなければなりません。 RMAは10日間有
効です。 RMA番号を取得するには、カスタマーサービスwarranty@smsaudio.comまで連絡して下さ
い。
オリジナル梱包スリップと購入レシートおよびRMA番号と伴に製品を送付する際には、製品の交換（交
換を希望の場合、ご希望のSMS製品名を記載して下さい）あるいは返金希望かを記載したメモを同封
し、下記までご送付ください：
SMS Audio, LLC Attn: SMS Warranty 1159 Logan Circle, NW Atlanta GA 30318.

交換や新しい製品の返送にかかった配送費用は返金致しません。 また、SMS宛およびSMSからの配
送の両方に関して、お客様が配送費用の支払いおよび輸送時の製品の紛失や損傷のリスクに対して責
任を負うものとします。
交換/返金期間中に、有効な交換/返金請求を受領した場合、SMSは、交換請求の場合、在庫のSMS製
品のオンライン注文に対して、交換する製品の購入価格(税金および配送料/手数料/保険/関税費用を
除く)を差し引きます。 返金の場合、SMSは、返金請求を受領してから30日以内に、返品された製品の
購入価格(税金および配送料/手数料/保険/関税費用を除く)を返金します。
SMS Audioは、製品が新品同様の状態でない場合、返品または交換を拒否する権利を有します。 新品
同様とは、機器、パッケージ、保証書、マニュアルおよび/または付属品が損傷なく(摩耗や傷みのない状
態を含む)、オリジナルの箱に入り、全てが揃った製品ということを意味します。
在庫がある場合に、オンライン注文は、注文を受けてから2日以内に発送されますので、注文して
からキャンセルしたくなった場合、24時間以内にキャンセルして下さい。 販売注文番号に関して
は、warranty@smsaudio.comに問合せると、返金致します。 アメリカ国外での注文に関しては、配送関
税費用および手数料がかかる場合があり、SMS Audioはこれらに対して責任を負わないものとします。
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SMSAUDIO.COMで登録して下さい。
下記ウェブサイトで、他言語の翻訳版が入手できます： 

www.smsaudio.com/manuals


