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SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



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。

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。

SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカーおめでとうございます

おめでとうございます!



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。

ボタンのロケーションと説明

制御装置：

ポートとスイッチ：

前の曲
再生／一時停止
次の曲
次の曲
通話
ボリュームダウン
3Dサウンド 

電源オフ/電源オン/ペア
3.5 mmオーディオ
マイクロUSB充電ポート

SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー

一目でわかる機能



電源オン/オフ：
電源を入れるには：電源/ペアリングスイッチを中央の位置になるように
押して下さい。電源が入るとトーン音が鳴り、LEDライトが点滅し始めま
す。
電源を切るには：電源/ペアリングスイッチをオフの位置になるように押
して下さい。LEDライトの点滅が止まります。
注意： SYNC by 50ポータブルBluetoothスピーカーには、再充電可能なリチウムイオンバ
ッテリーが内蔵されています。完全に充電してから、最初にご使用下さい。

デバイスの接続： 
1. デバイスがBluetoothディスカバリモードになっていることを確認して
下さい。
2. 電源が入っており、LEDライトが点灯している場合、電源/ペアリングス
イッチをSYNCの位置にして約2秒押し続けて下さい。3つのLEDライト
が順番に点滅し始めます。
3. 電源/ペアリングを中央位置になるようにリリースし、ペアリングデバ
イス上で‘SYNC by 50’ になるように選択して下さい(自動的に新しいデ
バイスが接続されますー古いデバイスによってはパスワード'0000'を入
力する必要があります)。
4. 接続完了後、次回からはSync by 50ポータブルBluetoothスピーカー
の電源を入れると自動的にデバイスに接続されます。

始める前に　 SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー

クィックスタートガイド



オンボードコントロール / 電話モード

音楽を聴く：
Bluetoothを使用する場合： デバイスがSYNC by 50ポータブルBluetoothスピ
ーカーに接続されると、音楽を再生でき、ワイヤレスで聴くことができます。
3.5 mmオーディオケーブルを使用する場合： Bluetoothを使ってワイヤレス
で聴く代わりに、同梱のオーディオケーブルを使って聴くこともできます。オ
ーディオコードの直線の端をスピーカーの3.5 mmジャックに差し込み、もう
片方の端をデバイスに差し込んで下さい。

フルオンボード制御：
ワイヤレスに接続するためにBluetoothを使用する一方で、ユーザーは音量
や曲を変えたり、音楽を一時停止し、電話に応答するなど、フル機能*を使用
できます(ボタン機能については、すぐ見て分かる機能で説明してあります）。
*SMSオーディオでは、全てのデバイスや機能の互換性を保証できません 3.5mmコードを
使用した場合の機能は限られます。

音楽制御機能：                                 電話制御機能：
再生/一時停止 
再生/一時停止ボタンにタ
ッチすると、電話のMP3プ
レイヤーが起動し、音楽
再生が始まります。このボ
タンを再度タッチすると、
一時停止し、再生が再開
されます。
曲の選択 
      または      をタッチ
します。

音楽再生中に電話に応
答する 
電話に応答するには、通話
をタッチして下さい。電話
を拒否する場合、再生/一
時停止ボタンをタッチして
下さい。通話を終了するに
は、通話ボタンを再度タッ
チして下さい。通話が終了
または拒否されると、音楽
が再開します。
音量を変更する 
 + または – を押します。

音声ダイアル 
通話ボタンを1度タッチして
下さい。(電話によってはこ
の機能に対応していない場
合があります)

リダイアル 
音声モード中に、通話ボタ
ンを2度タッチします。
電話に応答する 
通話ボタンを1度タッチ
します。
 
 

電話を切る 
通話ボタンを1度タッチ
します。
電話を拒否する 
電話が鳴っている間に、再
生/一時停止ボタンにタッ
チします。
音量を変更する 
+ または – をタッチします。
接続デバイス間で 
電話を転送する 
通話ボタンを2度タッチ
します。

SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



近距離無線通信

NFC(近距離無線通信)：
NFCに対応する電話には、電源をオン/オフする機能や、デバイスをSYNC 
by 50 ポータブルBluetoothスピーカーとペアリングする機能があります。

NFCの使用方法：

1. 電話のメインアプリケーション画面からNFCチェックボックスにチェック
を入れます(設定>その他>NFC)。

2. NFC機能の電源が入っており、電話画面がアクティブな時、SYNC by 50ポ
ータブルBluetoothスピーカーの2.5 cm以内に電話を置いて下さい。

3. 検知されたら、電話には確認画面が表示されます。

4. 次へをタップすると、電話は自動的にSYNC by 50ポータブルBluetoothス
ピーカーとペアリングされます。
*NFC機能を使用するには、デバイスがNFC機能に対応していなければなりません。

バッテリーステータス：
SYNC by 50ポータブルBluetoothスピーカーのトップにあるLEDライトの色は 
現在のバッテリー充電レベルを示しています。

青色： 60 – 100%
緑色： 15 – 60%
赤色： < 15%

*SYNC by 50ポータブルBluetoothスピーカーは、ペアリングデバイスのバッテリーインジケ
ータにも対応しています。

SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



3Dサウンドの使用：
音楽を聴く際に3Dサウンドを有効にするには、3Dサウンドボタンをタッチし
て、次のプリセットされた3Dサウンド効果から選択して下さい。

1. ノーマルーオリジナルの音楽ソースを再生します(ビーっという音が2回鳴
ると、ノーマルモードが選択されたことを表しています)。

2. eXTXーアコースティッククロストーク除去技術に基づいて、よりワイドで
豊富なサラウンドサウンドイメージを提供します。

3. ライブー自然でソフトな3Dサウンドフィールド効果を提供し、ライブパフ
ォーマンスのような音をシュミレーションします。

4. ワイドーメインボーカルと中心となる楽器音をよりワイドに拡張したパノ
ラミックな3Dオーディオイメージを提供します。

5. MEXーワイドステレオサウンドイメージを提供するだけでなく、低周波サ
ウンドを強化し、リッチでディープな低音を実現します。

*BluetoothコーデックがaptXコーデックに接続されると、3Dサウンド効果を使用するため
にSBCに変更されます。

aptXの使用：
デバイスがaptXコーデックに対応している場合、SYNC by 50ポータブル
Bluetoothスピーカーが自動的に起動されます。3Dサウンドボタンを2-3秒押
し続けて、3DまたはaptXモードを選択することもできます。3Dモードが選択
されると、5つの異なるプリセットサウンド効果を楽しめます。 

*3Dサウンド効果はaptXコーデックには対応していません。

3Dサウンド/aptXSYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



 
LEDライトメッセージ：

 

SYNC by 50 Bluetoothスピーカーのメンテナンス：
-   火気の近くに製品を置かないで下さい。バッテリーが熱くなり、爆発する

可能性があります。

-   損傷する場合がありますので、製品を落としたり、過度な力を与えたりしない
で下さい。

-   長期間製品を保管する場合、湿気のない場所に保管し、高温は避けて下
さい。

-  製品が濡れてしまった場合、熱や電流にさらされないようにして下さい。

-   SYNC by 50ポータブルBluetoothスピーカーを充電する場合、常に互換
性のあるUSB/ACアダプターを使用して下さい。

SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーのリセット：
SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーをリセットする必要がある場
合、電源スイッチをペアリングの位置にし、ボリュームアップボタンを同時
に押して下さい。

LEDメッセージ/メンテナンス/リセット

電源オン 
青色、緑色または赤色のLEDライ
トがバッテリーレベルに応じて点
灯します。

電源オフ 
赤色LEDが薄くなり、消えます。

バッテリーレベル低 
青色、緑色または赤色の 
LEDライトが バッテリーレベルに
応じて点灯します。

再充電中 
青色、緑色または赤色のいずれか1
つのLEDが点灯しています。

再充電完了 
全LEDが消灯されます。

ペアリングモード 
青色、緑色および赤色のLEDが順
番に点滅します。

SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



トラブルシューティング：

問題： 充電されません
解決策1： SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーを電源に接続すると、 
約3時間で完全に充電されます。充電中は、LEDライトが赤色になります。充電が
終わると、LEDが消灯されます。

問題： 製品に電源が入りません。
解決策1： SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーが完全に充電されてい
るか確認して下さい。

問題： 前よりも通話時間が短くなりました。
解決策1： SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーが完全に充電されてい
るか確認して下さい。
注意： 再充電可能なリチウムイオンバッテリーは消耗品であり、バッテリー寿命は 
時が経つにつれて短くなります。

問題： スピーカーから音が出ません。
解決策1： バッテリーが切れているのかもしれません。バッテリーを再充電して
下さい。

解決策2： ペアリングされたオーディオソースの電源が入っており、音楽が送信
されているか確認して下さい。

解決策3： SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーと送信デバイスの音量
の両方がミュートではなく、電源が入っていることを確認して下さい。

トラブルシューティングSYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



解決策4： SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーとデバイスを再度ペア
リングしてみて下さい。

解決策5： オーディオソースがSYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカー
にオーディオを送信する前に、ペアリングしたオーディオソースの内蔵スピ
ーカーの電源を切らなければならない場合があります。

問題： サウンドに雑音が入ったり、途切れたりします。
解決策1： 製品が妨害を受けずに操作できる範囲は約10 mです。パフォーマ
ンスを最大限に楽しむためには、その範囲内にいるようにして下さい。

解決策2： コードレスフォン、レンジやワイヤレスルーターのようなその他の
デバイスが混信の原因となる場合があります。

問題： SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーは、デバイスの音量を
制御できません。
解決策1：オーディオソースが少なくとも50%の音量に抑えてあり、SYNC by 
50 ポータブルBluetoothスピーカーバッテリーが充電されていることを確認
して下さい。

問題：SYNC by 50 ポータブルBluetoothスピーカーが30秒おきに長い低
いトーンを鳴らします。
解決策：バッテリーが少なくなっています。SYNC by 50 ポータブルBluetooth
スピーカーを再充電して下さい。

トラブルシューティング SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



制限付き消費者用保証

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 Audio Warranty 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
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、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。
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。
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。

SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー
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制限付き消費者用保証

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、warranty@smsaudio.comまでメールでお問い合わせ下さい。
交換と返金
製品の購入日より15日以内に(交換/返金請求）、下記条件規約に則り、新しい製品を他のSMS製品と交換したり、返金を
求めて返品することができます。
交換または返金するためには、返品商品番号(Return Merchandise Number, RMA)を取得し、交換/返金期間内に、オ
リジナル納品書/UPCラベルと購入レシートと一緒に、SMSが製品を受取ら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)までお問い合わせ下さい。
オリジナル納品書、購入レシートおよびRMA番号と製品を、製品の交換を希望するのか（交換したい場合、注文したいそ
の他のSMS製品を記載のこと）または返金を希望するのかを明記した紙を同封して、下記へ送付下さい：
SMS Audio, LLC Attn: SMS Audio Exchange/Return 2885 South Congress Ave., Suite D, Delray Beach, FL 33445
新製品の交換または返品に関する配送料金は返金できません。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。

SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピーカー



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。本デバイスはFCC規則のパーツ15を遵守しています。操作は
下記の2つの条件の影響を受けます： (1)本デバイスは有害な混信の原因にはな
りえません。(2)本デバイスは、受信した混信全てをどうしても容認してしまい、そ
れには不要な操作の原因となる可能性のある混信も含みます。

注意： この機器は試験を受け、FCC規則のパーツ15に則り、クラスBのデジタル
デバイスの制限値を順守していることが分かっています。これらの制限値は、住
宅への設置に際する有害な混信に対して妥当な制御ができるように設定され
ています。本機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用および放射することが
でき、指示に従って据付け、使用されない場合、無線通信に対して有害な混信の
原因となる場合があります。

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されるものとします。

注意： ここに、SMS Audio, LLC,は本SYNC by 50ヘッドフォンが、必要機器およ
び指令1999/5/ECの関連条項に順守していることを言明します。順守の言明書の
コピーに関しては、下記より取得できます：  
www.smsaudio.net/directive1999/syncby50_portableSpeaker.pdf

安全に関する秘訣
SYNC by 50 ポータブルBluetooth®スピー
カー

あなたの安全のために





©2013年 SMS Audio, LLC, Delray Beach, FL 33445。全権留保。“SMS Audio”および“STREET by 50”ならびにそのロ
ゴは、SMS Audio, LLCまたはそのライセンサーの商標です。 

“SMS Audio”マークは、SMS Audio, LLC あるいはそのライセンサーの商標です。 
iPod、 iPhone およびiPad は、Apple, Incの登録商標です。アメリカ合衆国およびその他の国において、 

Apple は、本デバイスの使用または安全および法的基準に則っているかどうか責任を負わないものとします。aptX®
マークおよびaptXロゴはCSR plcまたはそのグループ企業の1社の商標であり、1つ以上の管轄で登録されている場

合があります。BluetoothおよびBluetoothのロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

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


