各部の名称と同梱内容

はじめに

ワイヤレス

aeroTAP

■ ペアリング

ワイヤレス ネックレス ヘッドセット
MFボタン
（マルチファンクション ボタン）

お客様へ

ユーザーガイド

この度は、弊社製品である
ワイヤレス ネックレス ヘッドセットをご購入いた
だきありがとうございます。

マイク
音量 (+) / 次へ
音量 (-) / 前へ

ワイヤレス ネックレス ヘッドセットの特長:
• 機能性の高いデザイン
• 多機能
• 互換性
真のワイヤレス体験は素晴らしいもので、音
楽をさらに楽しいものとします。バッテリーが少
なくなった場合も、3.5mm オーディオ ケーブル
をデバイスにつなぐだけで、途切れることなく音
楽を聴いたり、通話を続けたりできて安心で
す。ワイヤレス ネックレス ヘッドセット は、通
勤、スポーツをなどあらゆる場面でも快適に
ずっと纏っていられます。

■パッケージ内容
• ワイヤレス ネックレス ヘッドセット
• マグネット付きUSB充電ケーブル
• 3.5 mm オーディオ ケーブル
• シリコン イヤーピース （中） 1組
• シリコン イヤーピース （大） 1組

■ イヤホンの電源をオンにする方法
• MF ボタンを3秒間押します。青い光が点滅し、音が鳴ると電源が
入ります。

■ イヤホンの電源をオフにする方法
• MF ボタンを3秒押すと音が鳴り、青と赤の光点滅後に電源が切
れます。
• 10分間接続がない場合は、自動的にイヤホンがオフになります。

■入力ボタンが動作しない場合
• 接続されているにもかかわらず、ボタンが正しく動作しない場合は、
VOL- ボタンを2 回押してモードを切り替えると、不具合を解消できます。

■ケーブル接続

■言語(日本語/英語)の変更

無線イヤホンのバッテリーが少なくなっ
た場合、オーディオ ジャック付き USB
ケーブルを接続した状態で使用し続
けることができます。

• 起動時に MF ボタンを2回押します。

左

充電とバッテリー残量

オーディオ ケーブル

右

オーディオ ジャック

USB

■充電とバッテリー
1. USB ケーブルをイヤホン本体と PC または USB 充電器にプラグインす
ると、充電中は赤い光が点灯します。
2. バッテリー充電が 100% の場合、青い光が点灯します。

■音楽の再生
1. 停止: MF ボタンを1回押します
2. 再生: MF ボタンを1回押します
3. 音量を上げる: VOL+ ボタンを長押しします
4. 音量を下げる: VOL- ボタンを長押しします
5. トラックの移動: VOL- ボタンを1回押すと前のトラックに、VOL+ ボタ
ンを1回押すと次のトラックに移動します

■通話
• 電話に出る: MF ボタンを 1回押す
• 通話を終了する: MF ボタンを 1回押す
• 履歴から電話をかける: MF ボタンを 2回押すと最後に通話した番号
に電話をかけることができます

■カメラのリモコンとして使用

青い光が
ゆっくり点滅し、
音が鳴ります

• はじめて利用する場合、デバイスのBluetooth設定画面で
「aeroTAP Headset」を選択してペアリングしてください。

■高速接続
• イヤホンの動作開始時に、最後に接続したデバイスに自動的に接続され
ます。接続が完了すると、音が鳴ります。
• 圏外だったデバイスが圏内になった場合も、デバイスが接続されたことをユ
ーザーに知らせるために音が鳴ります。

■接続の失敗
• イヤホンが無線への接続に失敗した場合、音が鳴ります。
• デバイスが圏外になった場合も音が鳴ります。

■2つのデバイスとの接続を行う方法
同じことをもう一度行い
ます。
MF ボタンを長押しし
て、赤と青が交互に光
るようになったら、2台目
の携帯デバイス (B) を
イヤホンに接続します。
2台目の携帯デバイス
（B) が接続されたら、
イヤホンの電源を再度
切ります。

まず、イヤホンの電源
を切ります。MF ボタン
を長押しし、赤と青が
交互に光るようになっ
たら、 1台目の携帯デ
バイス（A) をイヤホンに
接続します。1台目の
携帯デバイス（A) が接
続されたら、デバイスと
イヤホンの電源を一度
切ります。

その後、通常通
りイヤホンの電源
を入れれば、どち
らのデバイスでも
電話に出ること
ができます。
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仕様

保証書
名前 (Name)___________________

■仕様
1. スピーカー ドライバー: 8mm ダイナミック スピーカー
2. DCR: 16ohm
3. Bluetooth バージョン: V4.1
4. イヤホン ケーブル:1.5mm 無酸素銅ケーブル
5. 周波数応答: 20hz - 20Khz
6. イヤホン感度: 105db
7. 音圧: 105db
8. THD (全高調波歪み): 0.1 以下
9. Bluetooth 周波数帯域: 2.402 - 2.480GHZ
10. Bluetooth 通信距離: 10m
11. 再生時間: 6～7 時間

性別 (Male/Female)________
連絡先 (Contact)______________________________________
住所 (Address)______________________________________
メールアドレス (E-mail)____________________________________
販売店 (Distributor) ______________________________________
販売店住所 (Purchase Address)_____________________________
製品モデル (Mode)_______________________
シリアル番号 (Serial No.)___________________
購入日 (Purchase Date)__________________
送り状番号 (Invoice No.)____________________

* 警告:
専用の充電器以外は使用しないでください。必ず、専用の充電器を使
用し、電圧が 100mA (5V/100mA) を超えることのないようご注意くださ
い。

販売店印 (Store Stamp)_______________________________

会社情報

修理日

■発売元：株式会社ネクステッジテクノロジー

■充電中
低バッテリー: 赤い光が点滅し、音も鳴ります。
• 充電中電源オフ: 赤い光のみ点灯します。
• 電源オンのまま充電: 自動的に電源が切れ、赤い光のみ点灯します。
• 充電完了: 赤い光が消え、青い光が点灯します。
• 注意: 充電中にイヤホンの電源を入れることはできません。充電のため
に USB をプラグイン（接続）すると、充電終了またはプラグアウトするまで、
システムはシャットダウンされます。

住所: 茨城県 つくば市二の宮1-13-4 シーズツクバ2 302
電話番号: 029-858-1126
お問合せ: http://www.shareedge.com/cs
* 仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。

• VOL+ ボタンを2回押して、カメラでの撮影を行うことができます。
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青と赤の光が繰り
返し点滅し、
音が鳴ります

3

2

様々な機能

MF ボタンを
5秒間
押し続けます
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(Repair date)

終了日
(Completion date)

説明事項
(User description)

故障の詳細
(Fail description)

S8

耳机概況
無線配對功能

耳機概況

耳機簡介

■配對

Wireless Necklace
headset

使用說明

MF多功能鍵

親愛的顧客：
您好！感謝您使用S8項鍊無線耳機，
本系列無線耳機：
．造型時尚
．功能強大
．兼容性好
讓您真正體驗到無線通話、聽音樂的樂
趣，當沒電時，可以接上音源連接線作
為有線耳機使用，永遠不會有無線耳機
沒電的煩惱，本系列藍牙耳機是您上班、
運動、駕駛的最佳選擇！

麥克風
音量(+) / 下一
曲
音量

(-) / 上
一曲

■耳機包裝內容

•長按MF鍵3秒：藍燈閃爍，報開機提示音

■關機
•長按MF鍵3秒：報關機提示音，藍紅燈閃爍後熄滅
•無連接狀態10分鐘後自動關機

■無線耳機變有線耳機
要在無線耳機沒電或關機下使用
，將音源連接線USB接頭插入藍
牙耳機充電孔內，另一頭音頻插
頭插入裝置的音頻孔內。

音源連接線

音頻插頭

•因手機作業系統不同，若手機連接耳機時無法使用鍵盤
輸入，雙擊音量－即可使用鍵盤輸入。

■中英文語音切換
•開機時，同時單擊2次MF鍵

充電與電量狀態

USB接頭

■音樂播放狀態
•播放：單擊MF鍵
•上一曲：單擊音量－
•下一曲：單擊音量＋
•加音量：長按音量＋

•暫停：擊MF鍵

•減音量：長按音量－

■電話功能
•接聽電話：來電時單擊 MF鍵
•掛斷電話：通話中單擊 MF鍵
•回撥：雙擊MF鍵，可回撥最後撥出的號碼

*警告：
必須使用配套的充電線給耳機充電，使用不配套的充電線可能
會損壞耳機，並且電壓必須5V，電流大於100mA(5V/100mA)。

■充電狀態
•低電壓報警：紅燈快閃，報提示音
•關機充電：紅燈常亮
•開機充電：將會自動關機後進行充電，紅燈常亮
•充滿電指示：紅燈熄滅，藍燈恆亮
•提示：插入USB充電耳機自動關機，且充電狀態下不能開機

技術規格
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藍燈閃爍
報提示音

■回連
•開機後優先回連最後連接的無線設備，回連成功時報提示音
•設備離開並再次返回有效距離內，回連成功時報提示音

■斷開
•當設備主動斷開與耳機的無線連接時，耳機會報提示音
•設備離開有效距離，耳機會報提示音

與A裝置配對

與B裝置配對

1拖2成功

在關機狀態下
長按MF按鍵開機
當藍燈常亮或紅藍交
替閃爍時鬆手
進入配對狀態

再次開機
使其進入
配對狀態

再次開機
藍燈閃爍
3次後鬆手

此時與B裝置
進行配對
配對成功後
再關機

耳機會自動同時
連接A、B兩裝置
此時兩裝置
可以同時使用

與A裝置配對連接
配對成功後關機

警

語

■技術規格
1.喇叭驅動器:8mm動圈喇叭
2.喇叭直流阻抗：16歐姆
3.藍牙版本：V4.1
4.耳線1.5mm無氧銅導線
5.頻率響應：20hz ~ 20Khz
6.靈敏度：105db
7.聲壓：105db
8.總諧波失真：﹤0.1
9.藍牙頻率：2.402-2.480GHZ
10.藍牙距離：10公尺
11.播放時間約6~7小時

敬告使用者：
1.本產品使用時，不致造成偉反低功率電波輻射性
電機管理辦法之控制、調整及開關之使用方法。

2.本產品不得任意調整更改各項零件或對於發射之
功率影響之作為，若有操作問題請與本公司人員聯
繫；並由本公司負起監督維修之責任。
3.根據低功率電波輻射性電機管理辦法：
第十二條
經型式認證合格之低功率頻電機，非經許可，公司、
商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變
更原設計之特性及功能。

公司資訊
雙鈺電子股份有限公司

台灣總代理

■雙鈺電子股份有限公司
公司地址:新北市三重區重新路三段126號11樓之1
公司電話：（02）2973-7628
電子信箱：news@doubleway.com.tw
技術規格如有變動，恕不另行通知，敬請見諒。

■拍照功能
5
•耳機連接狀態下，雙擊音量＋可自由拍照

長按MF鍵5秒
鬆開手

4

■充電和電池
1.USB充電線插入耳機充電孔，另一端的USB埠插到USB充電器
和其他充電裝置，此時耳機開始充電時，紅燈恆亮。
2.耳機充滿電後：紅燈熄滅，藍燈恆亮。

配對成功

紅藍燈交替閃
報配對提示音

3

2

■若手機無法使用鍵盤輸入

配對狀態指示

■1拖2功能

•S8項鍊無線耳機1個
•磁吸充電線1條
•音源連接線1條
•矽膠耳塞中號，大號各1對

■開機

多功能應用

進入配對方式
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第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合
法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改
善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫
療用電波輻射性電機設備之干擾。

Parts and Components

Introduction

S8

■Paired mode

Wireless Necklace Headset

Manual

MF
Multi-function button

Dear Customer:
Hello!
Thank you for purchasing our
S8 Wireless necklace headset.
Wireless Necklace headset:
•Fashion Design
•Powerful function
•Compatibility
Fantastic real wireless experience, enhance
fun of music, when running out of battery
just connect 3.5mm audio cable to device
continuously enjoy music and talk never
lose connection. The S8 Wireless necklace
headset is your best choice for working,
driving and exercise.

■Wired mode
When the battery of the Wireless
earphone is running low, the user
can use ‘USB with audio jack’ for
connection as wired-mode
earphone.

•If the typing keyboard does not work as connected, double-click
VOL- to shift the mod due to the differences of the mobile operating
systems.

■Change language
•Double-click MF button while opening earphone.

Charging and Battery Status
audio cable

audio jack

USB

■Charging and Battery
1.Plug in USB cable into earphone and USB port on PC or USB charger,
and earphone will show red light is on while charging.
2.When earphone battery is full, blue light will remain on.

■Play Music
1.Stop: Press MF button one time
2.Play: Press MF button one time
3.Long press VOL+ for bigger sound
4.Long press VOL- for smaller sound
5.Pre. track: single hit on VOL-; Next track: single hit on VOL+

*Warning:
Do not use other charger for this specific earphone. Must to use the
original charger offered from manufacture for charging battery, and
voltage can not large than 100mA (5V/100mA).

■Fast connection
•When start operation, the earphone will automatically connect
to the latest device you used to connect with Wireless, and signal sound
on if connecting success.
•When device is out of range and come back again, the signal sound
will ON to remind user the device is back in connection.

■Connection failure

■Package Content

•When device is fail to connect earphone with Wireless, the signal
sound will on.
•When device is out of range, the signal sound will on.

•S8 Wireless necklace headset
•Magnetic charger cable
•3.5 mm audio cable
•1 pair of medium size silicone earbud
•1 pair of large size silicone earbud

■To connect with 2 devices setting

■To turn on the headset
•Press and hold down the MF key for 3 seconds: Blue lights
flashing, audio tone headset on.

■To turn off the headset

• Answer phone call: press MF key one time
• Hang up phone call: press MF key one time
• Call back number: double-click MF key for the latest call number

■Remote control of camera
•When the connection works, MF will become the remote control
of the camera by double-click VOL+.
5

Low power: red light will flash quickly, and signal sound on
•Turn off while charging: red remains on.
•Turn on charging: the system will automatically Turn off and
charging light remains red.
•Full charging: red light disappear, blue light remains.
•Reminder: The earphone cannot be opened while charging. Once
plug in USB for charging, the system will shut down until
disconnecting from charging.
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Next, we do it again.
Long press MF key until
blue and red light
comes up repeatedly,
use cellphone B to
connect earphone.
Again, once cellphone
B connect successfully,
we turn off the
earphone.

Turn off earphone first.
Then, long press and hold
down MF key, and when
blue and red light flashing
repeatedly, use cellphone A
to connect earphone. Once,
cellphone A complete the
connection successfully,
turn off earphone again.

3

Then, open up
the earphone as
normal, the
earphone now is
good to
answering
phone calls for
both cellphone
A and B.
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Specification

保修卡

■Specification

客戶姓名(Name)___________________

1.Speaker driver: 8mm Dynamic speaker.
2.DCR: 16ohm
3.Bluetooth version: V4.1
4.Earphone cable: 1.5mm Oxygen free copper cable.
5.Frequency response: 20hz - 20Khz
6.Earphone sensitivity: 105db
7.Acoustic pressure: 105db
8.THD: < 0.1
9.Bluetooth frequency: 2.402 - 2.480GHZ
10.Bluetooth range: 10 meter
11.Play hours: 6~7 hours

性别(Male/Female)________
聯絡方式(Contact)______________________________________
客户地址(Address)______________________________________
電子信箱(E-mail)____________________________________
經銷商(Distributor) ______________________________________
購買地址(Purchase Address)_____________________________
產品型號(Mode)_______________________
產品序號列(Serial No.)___________________
購買日期(Purchase Date)__________________
發票號碼(Invoice No.)____________________

Company Information
雙鈺電子股份有限公司

■While charging

■Phone call

Blue light flash
slowly and signal
sound on

Volume (+) / Next
Volume (-) / Previous

2

■If the typing keyboard does not work…

Blue and red light
flash repeatedly
with signal
sound on

Press and hold
down MF key for
5 sec

Microphone

•Press and hold down MF key for 3 seconds, audio tone, blue
and red lights flashing then off.
•No connection status after 10 minuets will automatically turn
off.

Multi-functions

Wireless

購買商店蓋章(Store Stamp)_______________________________

Agent In Taiwan

■Double Way Electronic Co., Ltd.
Address:11F.-1, No.126, Sec. 3, Chongxin Rd.Sanchong Dist., New
Taipei City 24143,Taiwan (R.O.C.)
TEL: （02）2973-7628
E-MAIL: news@doubleway.com.tw
*Specifications are subject to change without notice. Thank you.
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送修日期

完成日期

用戶描述

故障描述

(Repair date)

(Completion date)

(User description)

(Fail description)

