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ロゴを入れたい

R50

Bluetooth スピーカー

取扱説明書

◆各部の名称

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本税品を安全にご使用いただくため
本税品を安全にご使用いただくために
に必ず本取扱説明書をお読みになり、
取扱説明書をお読みになり、
記載事項を守って正しくお使いください。また、本取扱説明書は⼤切に保
管いただくことをお勧めいたします。

◆セット内容（開封後、
セット内容（開封後、最初にご確認ください）
最初にご確認ください）
□スピーカー本体・・・・・・・・・
スピーカー本体・・・・・・・・・
スピーカー本体・・・・・・・・・1 台
□台座・・
台座・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・ 個
・・・・・・・・・・・・1
□給電用ＵＳＢケーブル・・・・・・
給電用ＵＳＢケーブル・・・・・・
給電用ＵＳＢケーブル・・・・・・1 本
□オーディオ
オーディオケーブル
ケーブル・・・・・・・
・・・・・・1 本
□取扱説明書
取扱説明書(本書))・・・・・・・・
・・・・・・・・1 部

◆安全にご使用いただくために
火災、感電、故障などが発生し、人的及び物的障害の原因となる可能性が

①

LED（⻘）

⑥ 受話器ボタン

ありますので以下の項目
ありますので以下の項目について必ず守っていただきますようお願いいた
必ず守っていただきますようお願いいた

②

LED（赤）

⑦

します。守られなかった場合は保証対象外となります。

③

電源ボタン

⑧ Micro USB ポート

④

－ボタン

⑨ リセットボタン

⑤

＋ボタン

警 告
・本製品及び付属品を絶対に分解したり、修理・改造等をしないでくださ
い。また本製品に貼付されている各証明などのラベル類は絶対剥がさな

AUX ジャック

◆主な仕様

いでください。
・本製品及び付属品を
・本製品及び付属品を投げたり、落としたり、
落としたり、大きな
大きな衝撃を与えないでく
与えないでく
ださい。
ださい
・本製品及び付属品を
・本製品及び付属品を湿気の多い場所で使用及び保管をしないでください。
湿気の多い場所で使用及び保管をしないでください。
また、水などにつけたり、
また、水などにつけたり、濡らさないでください。濡れた手など
ないでください。濡れた手などで触れ
ないでください。濡れた手など で触れ
ないでください。
ないでください。
・本体内部に⽔などの液体類や⾦属⽚などの異物、燃えやすいものを⼊れ
ないでください。もし偶発的にこれらが侵入してしまった場合は、すぐ
に使用を中止してください。
に使用を中止してください。

本体部
型式名

JSD-R50

寸法／質量

約 W71xD83xH120
W71xD83xH120 ㎜／約 370ｇ
370

電源

USB 電源供給タイプ
電源供給タイプ
3.7V
3.7V 1300mA
1300mA リチウムポリマー電池

充電時間

約 3 時間

⼊⼒端⼦

3.5 ㎜ステレオミニジャック
㎜ステレオミニジャック

連続時間

音楽再生：約
音楽再生：約 7 時間
音声通話：約
音声通話：約 7 時間

・窓際や⾞内など直射⽇光のあたる場所、暖房器具の近くなど⾼温を発す
る場所や調理場、浴室、加湿器の近くなど油煙や湿気のあたる場所、ま
たはほこりの多い場所で使用及び保管をしないでください。
・本製品及び付属品から異臭、異⾳などの異常を感じたり、スピーカーか

待受：約 120
120 時間
スピーカー部
形式

パッシブサブウーハー
パッシブサブウーハー(直径 40 ㎜)

らの音が歪んだ状態になりましたらすぐに使用を中止してください。
・付属品のケーブル類の上に重い物を乗せたり、本製品の下敷きにしない
でください。
・病院内や航空機の中では使⽤しないでください。医療機器や計器類など
に電波影響を及ぼし誤作動を引き起こ
に電波影響を及ぼし誤作動を引き起こす可能性があります。
す可能性があります。
・ペースメーカーなど電波の影響を受ける医療機器を使⽤している⽅の近
くでは使用しないでください。
・本製品を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。
・小さいお子様の手の届かない場所で使用及び保管をしてください。

注 意
・⼤⾳量で使⽤されますと聴⼒に悪影響を及ぼす恐れがあります。⾳量の
上げ過ぎにはご注意ください。
・本製品を不安定な場所に置かないでください。また付属品のスタンドは
本製品に正しくしっかり取り付けてください。
・本製品の付属品以外のケーブル類は使用しないでください。また付属品
のケーブルを他の機器に使用しないでください。

密閉型フルレンジスピーカー
密閉型フルレンジスピーカー((直径 38 ㎜ x2)

実⽤最⼤出⼒

2.1ch
2.1ch 6W(3Wx2)
6W(3Wx2)

周波数特性

20Hz〜20KHz
Hz

インピーダンス

8Ω

マイク

無指向性コンデンサマイク
無指向性コンデンサマイク

Bluetooth 部
適合規格

Bluetooth
Bluetooth ver.3.0
ver.3.0

対応プロファイル

A2DP,HFP

対応コーデック

SBC

送信出⼒

Class2

通信距離

約 10m（使⽤環境によって異なる）
（使⽤環境によって異なる）

付属品
給電用 USB ケーブル

A オス－μB
B オス
オス 1m

オーディオケーブル

3.5 ㎜ステレオミニプラグ
㎜ステレオミニプラグ 1m

台座

S45C 製（裏⾯ゴムシート付）約
製（裏⾯ゴムシート付）約 180ｇ

MADE IN KOREA (Shinhan Technology Co,.ltd. )

・電子レンジや他の無線機器に近い場所で使用されますと電波干渉を引き
起こし、動作に障害が発生する可能性があります。
・本製品を使用することによって生じた直接的・間接的な損害やデータ損
失などについては⼀切の
失などについては⼀切の責任を負いかねます
責任を負いかねます。

本書内のイラストと実際の製品とは異なる場合があります。
本書の内容等は予告なく変更することがあります。
本製品及び付属品は改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

◆充電について（＊必ず付属ケーブルをお使いください）

ペアリングする機器によってパスキー(ＰＩＮコード)が必要な場合は、

初めて本製品をご使用になる場合は、完全に充電をしてください。

“0000”または“1234”を⼊⼒してください。

付属の給電用ＵＳＢケーブルの Micro USB 側を本製品背面の USB ポート
に接続し、USB 側をお手持ちのパソコン、または外部用 USB 電源の USB
ポートに接続してください。本製品の電源 ON/OFF にかかわらず、充電を

Bluetooth 機能を持たない機器については、付属のオーディオケーブルを接
続することによって使用することができます。

開始します。
本体前面部の LED（②参照）については以下の通りです。
赤色点滅：要充電

◆ＡＵＸ接続について

赤色点灯：充電中

①

入してください。

無灯：充電完了
②

もう一方のプラグを本製品背面下部の AUX ジャックに挿入して電源
を ON にください。

お手持ちのパソコン、または外部用 USB 電源の操作等については各説明
書をご確認願います。これらの動作等については⼀切の責を負いません。

付属のオーディオケーブルのプラグを外部機器の AUX ジャックに挿

③

外部機器の取扱説明書の操作方法等に従い、音楽を再生してください。

◆基本操作について

◆ハンズフリー機能について

●電源 ON/OFF（本製品背面上部の電源ボタン）

本製品はマイクが搭載されており、ペアリングされたスマートフォンや携

電源 ON：約 2 秒間の⻑押しで信号音とともに電源が入ります。

帯電話のハンズフリー通話が可能です。

電源 OFF：約 3 秒間の⻑押しで信号⾳とともに電源が切れます。

ペアリングされている状態で電話がかかってきた場合、本製品背面上部の

⻑時間ご使用にならない時は電源 OFF にしてください。

受話器ボタンを短押しすると通話ができます。

本体前面部の LED（①参照）については以下の通りです。

通話を終了する場合は、本製品背⾯上部の受話器ボタンを再度短押しして

⻘⾊点灯：電源 ON 状態

無灯：電源 OFF 状態

●⾳量調整（本製品背⾯上部の＋－ボタン）
⾳量 UP：＋ボタンを押し続けると⾳量が⼤きくなります。

ください。
また受話器ボタンを 2 回短押しすると終了前の電話番号に発信することが
できます。

音量 DOWN：－ボタンを押し続けると⾳量が⼩さくなります。
＊最⼤⾳量と無⾳状態の時に警告⾳が鳴ります。
●選曲（本製品背面上部の＋－ボタン）
曲送り：＋ボタンを押すと次曲に曲送りします。

◆初期化について
本製品背面下部のリセットボタンを約 3 秒間⻑押しすると設定されたすべ
てのデータをリセットすることができます。
リセットされたデータは復元することはできません。

曲戻し：－ボタンを押すと曲の頭出しまたは一つ前の曲に戻ります。

⼗分注意して作業を⾏ってください。

●一時停止（本製品背面上部の電源ボタン）
再生中に電源ボタンを短押しすると再⽣を⼀時停⽌します。再度短押し
すれば再生を開始します。

◆ペアリングについて
本製品は、Bluetooth 機能を持ったデバイス機器と接続して音楽再生や音声
通話をワイヤレスで楽しむことができます。
初めて本製品とペアリングする場合は、以下の手順で進めてください。
①

必ず電源 OFF の状態から始めてください。

②

電源ボタンを⻑押し（約 6 秒間）してください。途中電源 ON の信号

◆取付方法について
本製品底部の取付用ネジ穴は ISO1222 規格に準拠しております。
付属品の台座以外にも 1/4-20UNC に適合したスタンド類（カメラ三脚台
など）に取り付けることが可能です。取り付けの際はご使用になるスタン
ド類の取扱説明書をご確認願います。また取り付けの起因による事故、故
障などトラブル全般につきましては⼀切の責任を負いかねます。

◆保証規定
1.

音が鳴りますが、そのまま押し続けてください。
本体前⾯部右側の⻘⾊ LED が早く点滅を始めたらペアリングモード

修理⼜は交換をさせていただきます。
2.

になります。
③

・本取扱説明書に記載された警告及び注意内容が守られなかった場合

・原因が取扱い上の不注意、故意によるものの故障、損傷

正常に本製品がペアリングされた場合は、お手持ちのデバイス機器に

・火災、水害、地震等の天災、その他あらゆる外部要因による故障、損

“JSD R50”と表示されます。（機器によって異なります。）
⑤

傷

“JSD R50”を選択して本製品から信号音が鳴りましたら正常にペアリ

・お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷

ングされたことになります。

・お買い上げ年⽉⽇、販売店名の記⼊、⼜は領収書や納品書など保証開

ペアリングしたいデバイス機器やソフトにより操作⽅法が異なり
ます。詳しくは各取扱説明書などをご確認願います。

始時期を証明するものが無い場合
3.

本製品は、ペアリング登録された機器は⾃動で認識いたします。最⼤ 8 台
までペアリング可能です。
本製品の通信可能距離は最⼤で約 10 メートルとなります。ただし、建物の
構造や障害物によっては通信距離が短くなったり、雑⾳、通信不能となる
場合があります。

保証期間内でも次の場合は原則として費用をお客様にご負担いただき
ます。

ペアリングモードへの操作方法はご使用のデバイス機器の取扱説明書
などをご確認願います。

④

お買い上げの日から 1 年以内に製造に起因する故障が発⽣した場合、

お客様ご⾃⾝による分解・修理・改造が⾏われたと判断した場合は、
保証期間内でも返品・修理・交換は⼀切お受けできません。

4.

本保証規定は日本国内のみ有効です。

