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追記： 下記にツィートして、あなたの感想を教えて下さい： @SMSAudio および @50cent。

高性能で、快適、スタイリッシュかつ贅沢な究極のパーソナルオーデ
ィオをご購入いただき、ありがとうございます。

このヘッドフォンの制御や操作について知っていただくため、 
本マニュアルをお読み下さい。 
また、本マニュアルに記載のある警告について、覚えておくようにし
て下さい。 どんなオーディオソースでも大音量で聞くと、永久に聴
力に障害が生じる場合があります。

おめでとうございます JP | SYNC by 50カナル型

お めでとうござ います
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ワイヤレス スポーツ
カナル型

6 6MMドライバー
スタジオマスターサウンド用に
プロが調整済み

JP
プロが調整済み 
高性能ヘッドフォン

ナノコーティング
汗や水に対する最大防護耐性
のためのナノ技術

ステイ・フィット・ウィング
イヤホンを固定するような設計プロが調整
済み高性能ヘッドフォン

MFIコード
ボリュームコントロール機能が付
いた3つのボタンマイク



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。

注意： 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。

安全に関する秘訣JP | SYNC by 50カナル型

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。

あな た の 安 全 の た め に



パッケージ内容

1) SMS Audio Sync by 50 カナル型Bluetoothヘッドフォン

2) USB充電ケーブル

3) パッシブ騒音除去チップ（S、M、L)

4) ステイ・フィット・ウィング(S、M、L)

5) SMS Audioステッカー

6) ユーザーマニュアル

JP | SYNC by 50カナル型

梱 包 内 容



ボタンのロケーションと説明JP | SYNC by 50カナル型

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。 ステイ・フィット・ウィング

ステイ・フィット 
プレースメント

柔軟 
耳インサート

マイクロUSB 
ポート 

保護カバー

LED 
インジケータ

マイクロ 
USBポート

マルチ・ファンクション・ボタンMFB

音量アップ/早送りトラックキー
音量ダウン/巻き戻しトラックキー

すぐ 見てわ かる



始める前に

警告： カナル型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。

JP | SYNC by 50カナル型

ヘッドセットの充電

マイクロUSBポートカバーを開けて、左側のイヤーカップについている充電ケーブルの
マイクロUSBの端をUSBポートに接続します。

同梱のマイクロUSBケーブルを使って、お使いのPCのUSBポート、またはマイクロUSBウ
ォールアダプターにヘッドセットを接続します。 ヘッドセットが接続されると、自動的に充
電が開始され、赤色のインジケータライトが点灯します。 
充電が完了すると、ライトが消えます。

注意： 最初に使用する前に、少なくとも8時間ユニットを必ず充電して下さい。

電源オン/オフ

電源オン＞電源を入れるにはMFBを3秒押し続けます。 
LEDインジケータが4秒毎に点滅します。

電源オフ＞電源を切るにはMFBを3秒押し続けます。 
LEDインジケータが消えます。

クイックスタートガイド



ペアリングJP | SYNC by 50カナル型

ペアリングの方法      
 

”ペアリング”とは、2つ以上のBluetoothデバイス間に信頼できる関係を
作成することを意味しています。 デバイス同士は互いに通信できるよ
うになる前に、必ずペアリングされなければなりません。 ペアリングの
認識情報は、今後使用するために保存され、デバイスは次回接続時に
自動的に互いを認識します。    
 
注意： お使いのオーディオデバイスは、オーディオデバイスに接続されたヘッドセットに接
続するには、Bluetooth A2DPに互換性のある製品でなければなりません。 操作指示に関
しては、ペアリングしようとしているデバイスのユーザーマニュアルを参照して下さい。 
      

携帯電話、iPhone™、iPod touch®やその他のデバ
イスとのペアリング方法     
 

1. Sync by 50 カナル型BTをペアリングするデバイスの30センチ以内
に置きます。      
 

2. MFBを約5秒間押すか、赤色と青色のLEDが交互に点滅するまで押
します。 ヘッドセットが”ペアリングモード”になります。



JP | SYNC by 50カナル型

3. お使いの携帯電話のBluetooth検索機能が始動します。 詳細はお
使いの携帯電話のユーザーマニュアルを参照して下さい。  
     

4. 携帯電話のデバイスリストで、Sync by 50 カナル型BTを選択し、
指示に従って続行します。      
 

5. 指示に従い、ペアリングコード"0000”を入力します。 ペアリング
が正常に終了すると、赤色LEDインジケータが点滅しなくなります。 
Sync by 50 カナル型BTデバイスのIDは携帯電話のデバイスリスト
の中に保存されるので、次に使用する際にペアリングコードは必要
ありません。      
 

Sync by 50 カナル型Bluetooth可動デバイスをペアリング後、 
デバイスのメディアプレイヤーを起動すると、ヘッドフォンで音楽が
再生されます。

ペアリング



オーディオの再生JP | SYNC by 50カナル型

オーディオの再生
   

お使いのソースデバイスでオーディオプレイヤーを選択し、

Sync by 50カナル型 B.T経由で音楽を再生するように選択します。   
     

オーディオが自動的に開始され、ヘッドセットから流れます。    
    

MFBを1度押すと、オーディオが一時停止となり、もう1度押すと、オーディオを再
生できます。       

音量アップキーまたは音量ダウンキーを1秒押し続けると、音量レベルを調節で
きます。       

注意：音量調節が最低または最大レベルに達すると、ピーッという音が鳴ります。 
      

電話中あるいは音楽再生中は、音量はVol+またはVol-キーで変更できます。 ヘッ
ドフォンから発信音が鳴ると、音量レベルが最低または最大レベルに達したこと
を表しています。 



オーディオの再生 JP | SYNC by 50カナル型

FWDまたはREWトラックの選択    
   

次のトラックに早送りするには、Volアップを2回押します。  
     

前のトラックに戻すには、Vol ダウンを2回押します。   
    

注意： オーディオプレイヤーによっては、前のトラックを選択して、現
在のトラックの開始ポイントにいくものもあります。   
    

注意： Bluetooth A2DP に互換性のあるミュージックプレイヤーと直
接接続した時のみ、この機能は適切に作動します。 例えば、ヘッドフ
ォンジャックから音楽を配信するBluetooth転送アダプターに接続さ
れている時は、この機能は作動しません。 全ての機能がどんなデバ
イスでも利用できるとは限りません。     
  

互換性のあるデバイスリストについては、www.smsaudio.comをご覧
下さい。



電話に出るJP | SYNC by 50カナル型

電話に出る        

着信した電話に出る/終了する > MFBを1度押す    
   

最後にかかってきた番号にリダイアルする > MFBを2度押す   
    

電話を着信拒否する > MFBを押したままにする    
   

       

携帯電話に接続して、音楽を再生している場合、着信電話があると、短い発信
音が鳴って知らせます。 電話に出るにはMFBを1度押し、電話を終了するには
もう1度MFBを押します。 電話中は、音楽は一時停止され、電話が終了したら、
音楽が自動的に再生されます。 
       



仕様 JP | SYNC by 50カナル型

仕様 

Bluetooth:  CSR Bluetooth 4.0 8645 チップセットAPTX付き | 
 A2DP プロファイル 2.1 

プロファイル：  HSP, HFP, A2DP, AVRCP 

周波数応答： 20 - 20,000Hz 

S/N比 : <2%

範囲： 最大10メートル（30フィート）

作動時間： オーディオ再生＆電話で最長8時間*

スタンバイ：  最長250時間

充電時間：  2-3時間



制限付き消費者用保証JP | SYNC by 50カナル型

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。

制 限 付 き保 証



制限付き消費者用保証 JP | SYNC by 50カナル型

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。



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。

制限付き消費者用保証 JP | SYNC by 50カナル型
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Regístrese en SMSaudio.com

©2014年 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445。 Todos los derechos reservados. «SMS Audio» y «SYNC 
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製造日： 2014年6月25日
SMS-EBBT-SPRT SERIES

カナル型ワイヤレス・スポーツ
SMS-EBBT-SPRT
中国製
SMS AUDIO, LLC
2885 SOUTH CONGRESS AVE, SUITE D,
DELRAY BEACH, FL 33445, USA

輸入元：
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1 Computer Street PO Box 8542
Netanya, Israel 42504
電話 +972732660603
ファックス+972732660610
メール: PolG@benda.co.il
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バッテリー仕様
5.0*2.0* 35mm 充電可能リチウムイオンバッテリー
動作電力
50/100 mW
周波数応答
20~20K Hz

기 종 별

B급 기기
(가정용 정보통신기기)

1. 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
2.당해 무선설비는  전파혼신 가능성이  있으므로  
인명안전과 관련된 서비스는
할 수 없음

사 용 자 안 내 문

이 기기는 가정용으로 
전자파적합등록을 한 기기로서 
주거지역에서는 물론 모든 
지역에서 사용할 수 있습니다



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


