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片耳ワイヤースポーツ
プロがチューニングした高性能ヘッドホン
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お め でとうご ざ い ま す !
今回購入されたヘッドホンは、個人的なオーディオに求めら
れる、最高の性能、安らぎ、
スタイル、およびぜいたく感を持
つ製品です。
少しの時間をおかけになって、新しいヘッドホンのコントロ
ールと操作に慣れてください。また、
このマニュアルの各所
にあるすべての警告に注意してください。大音量で音源を
聞くと、永久的な聴覚障害が生じることがあります。

Carmelo Anthony
TM
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安全のために

安全のために
警告: 長時間にわたって大音量で音楽を聴くと、聴力に障害が出る場合がありま
す。イヤーピースを耳に入れる時は、大きな音が突然発生することがあるため、
ボリュームを調整してから入れてください。このデバイスはFCC規則のパート15
を遵守しています。次の2つの条件に従い操作してください。(1) このデバイスが
有害な干渉を起こさないこと、(2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こ
す可能性のある干渉も含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりま
せん。
注意: この機器はテスト済みであり、FCC規則パート15に準ずるClass Bデジタル
装置の制限に準拠しています。
これらの制限は、住宅に設置した場合に有害な干渉に対して妥当な保護を提供
するように設けられています。このデバイスは、無線周波エネルギーを使用し放
射しますが、指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉
を引き起こす可能性があります。
注意: SMS Audio™が明示的に承認していない変更または修正は、ユーザが機
器を操作する権限を無効にする場合があります。
ご注意: SMS Audio, LLCは、本ヘッドホンが必須条件および指令1999/5/ECの関連規定に準
拠していることをここに宣言いたします。適合宣言書の写しは、以下のウェブサイトで取得可
能です。www.smsaudio.net/directive1999/streetby50_onear.pdf
ご注意: 本機器は、IPX4の水封性の評価に準拠しているため、あらゆる方向からの水の飛沫
にさらされた場合でも有害な損傷が発生することはありません。但し、本機器は防水ではな
いため、水で洗浄することや、長時間水中に浸すことはお避けください。

パッケージ内容

同梱物
1] エンボスキャリーケース
2] 3クリックマイク付き 取り外し可能ケーブル
3] SMSオーディオスポーツタオル
4] ウォッシャブル イヤーパッドカバー
5] SMSオーディオステッカー 1枚
6] 取扱説明書
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ボタンの位置と説明

機能の概要
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開始

クイックスタ ートガ イド
左のイヤーカップ底部

ヘッドバン
ド調整
スライダ

Call Answer /
Audioコントロールボタン

オーディオケーブル

マイクロホン

3.5 mm
のオーディオジャック

ヘッドホンの折り畳み

音楽を聴く
1] 同梱のオーディオ/マイクケーブルのストレート端部を、ヘッドホンの
左イヤーカップ3.5 mmジャックに差し込み、そして90º角の端部を希
望のオーディオ出力デバイスに差し込んでください。

オーディオケーブル

左のイヤーカップ側

ケーブルを取り外してください。
片側を折り畳み、次にもう片方を折り畳ん
でください。

2] 希望の音量レベルに達するまでオーディオデバイスの音量を調
節してください。長期間、あまりに大音量で音楽を聴くと、聴力に
障害が出ることがありますので、
この点ご注意ください。
3] 耳の周りにイヤーカップがゆったり収まるまで、ヘッドバンドのエク
ステンションを調整して適切にフィットさせてください。
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開始

オーディオコントロール*
• トラックをスキップするには、オーディオ/マイクケーブルの CALL
ANSWER / AUDIO CONTROL (
) ボタンを2回素早く押してく
ださい。

よくある質問

JP | 有線-オンイヤー

FAQ
どのようなオーディオデバイスが、私のSTREET by 50™ヘッドホンで動作します
か?

• トラックを1つ戻すには、オーディオ/マイクケーブルのCALL
ANSWER / AUDIO CONTROL (
)ボタンを3回素早く押してく
ださい。

このヘッドホンは、3.5 mmステレオジャックのあるどのデバイスでも互換性があ
ります。単に、直接3.5 mmオーディオケーブルを、例えば、MP3プレーヤー、iPod®
、iPhone™、iPad™、
タブレットPC、CDプレーヤー、一部のモバイルデバイス、携帯
用のゲーミングデバイス、およびノートPCなどのオーディオソースへつなぐだけ
です。

• 電話の着信に答えるには、オーディオ/マイクケーブルのCALL
ANSWER (
) ボタンを1回押してください。切るには再度押してく
ださい。

ヘッドホンを破損することなくきれいにするにはどうしたらいいですか?

音楽再生は、電話の着信で自動的に止まります。電話に出ると、電話を切る
まで音楽は一時停止したままです。電話が終わると自動的に再生が再開さ
れます。

ヘッドホンには、特別なクリーニングとつや出しのためのクロスが同梱されてい
ます。
これで定期的に水を使わずに掃除してください。ヘッドホンには、液体、流
体、溶液、
または溶剤を決して 使用しないでください。そうしたものがヘッドホン
を破損して、保証が無効になる場合があります。
これは「ノイズキャンセル」ヘッドホンですか?
STREET by 50™ヘッドホンには、
アクティブなノイズキャンセルテクノロジーは
使われていません。当社の独自の形状によるイヤーカップのデザインは、背景
の騒音を減らしながらパッシブな遮音を提供します。

*オーディオ/マイクケーブルはiPod®、iPhone™、およびiPad™と互換性があります。
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保証情報

保 証 につ いて
SMS Audio LLC (以後「SMS」) は当初購入者に対して、
この製品が新品として当初のパッケージのままで認定ベンダーか
ら購入された場合、かつ製品に添付の資料にあるSMSの指示と推奨に従って使用された場合、当該購入時点において
この製品の材料と作業には不具合がなく、かつ製品が添付の製品資料に従った性能を発揮できない原因となるような
ものはない、
ということを製品を当初パッケージのまま認定ベンダーから当初購入された日付から1年間 「保証期間」
(
)
保証します。
もし、そのような不具合が生じた場合で、有効なクレームが保証期間内にSMSに提出された場合、SMSはその選択に従
い、(a) 新品または再生された交換部品を使用して、製品を無料で修理します。
または、(b) 新品の製品と当該製品を交換
するか、
または新品の部品または使用可能な中古部品で製造された製品 (最低限、当初製品と機能的に同等なもの) と
当該製品を交換します。
クレームを提出して、
この保証期間内で修理または交換製品をお受け取りになるには、購入時の領収書に不具合の説明
を付けて返品をしてください。郵送先は下記の通りです。
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
返品の出荷と取扱の費用として、郵便為替で5ドルをSMS Audio, LLCにお支払いください。荷送りの費用を支払うこと、
および荷送りの途中での製品の損失または損害のリスクに関しては、ユーザ側に責任があります。
この保証は以下の場合に適用されません。(a) 個人的な非営利目的の使用以外の原因で起きた製品への損害や、事
故、乱用、誤用、悪用で引き起こされた製品への損害、(b) SMS以外の者が行ったメンテナンスまたはサービスによる損
害、(c) SMS以外の者が改造または修正を行った製品または部品、(d) SMSの連番または製品識別表が取り除かれた、
ま
たは損なわれた場合、(e) 熱、寒さ、
日光、水、その他の液体、化学物質、動物、土、砂またはその他の汚染物質への製品の
露出、(f) 中古品またはパッケージに入っていない製品を買った人物、転売、
リース、
または貸し出し、
もしくはその他の商
業的使用で製品を入手した人物、
または (g) SMSのコントロールが及ばないこと (破壊行為、火災、嵐、地震、洪水、
また
は不可抗力などを含みますが、
これらに限るわけではありません) が原因となったもの。
いかなるSMSのベンダー、小売業者、再販業者、エージェント、
または従業員も、
この保証書に対して修正、延長、
または付
加をする権限を与えられていません。
この保証におけるSMSの責任の範囲は、上記に定める修理または交換に制限されるものとし、いかなる場合にも、当社
の責任が支払われた購入価格を決して超えることはないものとします。
上記に定めるこの保証および救済策は、法律が許可する最大限の範囲までに限定されるものとし、かつ口頭による文書
によるか否かを問わず、
また明示的か黙示的かを問わず、他のすべての保証、救済策、および条件の代わりになるものと
します。SMSは明確にあらゆる黙示的な保証を拒否するものとします。
これには、商品性や特定目的への適合性に関す
る保証が含まれますが、
これらに限るわけではありません。たとえ、SMSが適用法下で合法的に黙示的保証を拒否もしく
は排除できない場合でも、可能な範囲において、黙示的保証下で行われるクレームはこの保証期間の終了とともに期限
切れとなるものとします。

保証情報
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製品の保証や条件あるいは何らかのその他の法的理論に違反したことによる直接的、特別的、付帯的、
または結果的な
損害があった場合、SMSは法律が許可する最大限の範囲まで責任を負わないものとします。
この制限付き保証およびこの制限付き保証に関連して生じたその他の紛争は、あるいは製品、資料、
またはパッケージ
に関連して生じたその他の紛争 「紛争」
(
) は、法律原則の衝突に関係なく、ニューヨーク州の法律によって治められるも
のとします。国際物品売買契約に関する国連条約は本契約に適用されることはなく、明確に排除されます。.アメリカ合
衆国ニューヨーク郡ニューヨーク州に位置する州と連邦の裁判所が、いかなる紛争に関しても司法管轄権を持ち、その
解決のための排他的な法廷地になるものとします。
この限定保証は特定の法的権利をユーザに与えるものですが、ユーザはまた州によって、あるいは司法管轄権によって
異なるその他の権利 (この保証による影響は受けない) も持つものとします。この保証の譲渡や移譲はできないものと
します。
この制限付き保証のいずれかの条項が、違法、無効、
または強制できなくなった場合でも、その条項を分離して、他の条
項に影響が出ないようにできるものとします。この制限付き保証の英語版およびその他の版と間に矛盾がある場合、英
語版が優先するものとします。
保護情報に関する質問は、warranty@smsaudio.com宛てに電子メールでお願いします。
交換と返金
製品の当初購入から15日以内であれば (交換/返金のクレーム)、以下の条件により新製品を別のSMS製品と交換または
返金が行われます。
交換または返金を行うには、ユーザが返品商品番号 (RMA) を入手して、交換/返金期間内にSMSに対して当初の梱
包票/UPCラベルおよび購入証明書を送付する必要があります。RMAは10日間有効です。RMA番号を入手するに
は、warranty@smsaudio.comでカスタマーサービスに連絡してください。
当初の梱包票と購入証明書およびRMA番号と共に製品を送付してください。その際に、製品を交換したいのか (また交
換をご希望の場合、他のSMSのどの製品を注文されるのかも)、あるいは返金を求めるのかを明記してください。宛先は
以下の通りです。
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
新しい商品の交換または返品に関して生じた送料は、払戻し不可です。ユーザが、出荷のコストの支払い、および出荷
中における (SMSへの往復) 製品の紛失または損害に責任を持つものとします。
交換/返金期間中に有効な交換/返金クレームを受け取り次第、SMSは、交換の場合、交換製品 (税金と出荷/取り扱い/保
険/関税料金を除く) の購入価格分が、SMS製品のオンライン注文の価格にクレジットされます。返金の場合、SMSは返
金のクレームを受け取ってから30日以内に返品製品の購入価格 (税金と出荷/取り扱い/保険/関税料金を除く) を返金し
ます。
SMS Audioは、新品同様の状態にない製品に関しては、いかなる返品または交換も断る権利を持つものとします。新品
同様とは、損傷なしで (消耗がないことも意味します)、すべての機器、パッケージ、保証、マニュアル、
アクセサリが含まれ
たオリジナルの箱の中に完全な製品が入っていることを意味するものとします。
在庫品オンライン注文の出荷は、注文が受け取られてから通常2日以内に行われるものとします。従って、注文がなされ
てから注文を取り消したい場合には、24時間以内にしなければなりません。販売注文番号と共に
warranty@smsaudio.comまで連絡してください。それにより返金が行われます。米国外の注文に関しては、SMS Audioが
責任を持てない出荷関税と手数料がかかることがありますので、
この点ご注意ください。
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