この度は Mifa 商品をお買い求めありがとうございます。
こちらは Mifa スピーカーの商品説明書になります。
ご使用前にお読み頂きますようお願い致します。
それではお楽しみくださいませ。

特徴

パラメーター

・Bluetooth にてワイヤレス接続が可能です。
・最大連続再生時間約 8 時間 ( 使用状況により変化します )
・スタートボタンを押すと Bluetooth 接続モードになります。

ご注意

・マイクが内蔵されておりハンズフリーモードで通話が可能です。

・本商品は室温以外でのご使用はできません。

・本商品は激しい雨や濡れる場所でのご使用はできません。

・APE/FLAC フォーマットによる高品質オーディオファイルは

・本商品をお客様自身で分解したり、改造したりしないでください。

・通常は MP3/WMA/WAV フォーマットによるオーディオファイル

・本商品を投げたり、落としたりしないようにしてください。
・本商品を溶剤などで洗浄しないでください。

・本商品はリチイムイオンバッテリ内蔵商品です。

火などに近づけたり、高温の場所に長時間置いておくと、
爆発の危険性があります。

基本パラメーター
スピーカータイプ
スピーカーシステム
アンプ内蔵
操作方法
主な特徴
ストレージタイプ
電源

マイクロ SD カードにて読み取り可能です。
でお楽しみください。

テクニックパラメータ
ラウンドスピーカー
出力
周波数
Bluetooth Version
USB
Function
File format

・10 分間操作がない場合、電源が自動で OFF になります。
・内蔵バッテリはー USB ケーブルで再充電可能です。

Bit Rate

*TF(TransFlash) カード =microSD カード

内容物

ボタン説明

ポータブル Bluetooth スピーカー
モノラル
アクティブ
ボタン
Bluetooth 接続 ,microSD カード
ハンズフリー通話、外部入力
USB 充電
最大 32GB microSD カード
1100mAh リチウムイオン電池内蔵
DC5V-500mA USB adaptor
2 inch＋Suspendedpassive radiator
4Ω 3W
80Hz〜18KHz
2.1＋EDR
USB2.0 compatible with USB1.1
APE,FLAC,WAV,WMA,MP3
MP3 : 8Kbps-320Kbps
WMA : 32Kbps〜384Kbps
APE : 600Kbps〜1400Kbps
FLAC : 600Kbps〜1400Kbps
WAV : 32Kbps〜1200Kbps

商品サイズ :
W81×D81×H38mm
商品重量：
202g( バッテリー含む )

各種入力
音量調整 / 曲戻しボタン -

クリックすると曲を戻します。押し続けると音量を上げます。
クリックすると曲を送ります。押し続けると音量を下げます。

マイク

データー転送

本体の電源を切った状態で TF カードを
スロットに差し込みコンピューターに接続
するとデーターの転送を行えます。

リセットボタン / TF カードスロット

音量調整 / 曲送りボタン -

電源 ON

Bluetooth 接続待機時は青色点滅
Bluetoot が接続されますと青色点灯

一時停止 : 青色がゆっくり点滅
再生中 : 青色の点灯

最大音量 : 青色が点滅

USB スピーカー

充電時

USB ケーブルでコンピューターと接続し、
「電源 / モード切り替え」ボタンを長押しすると
コンピューターの音を再生できます。

フル充電時は赤色点灯
充電中は赤色点滅

再生・停止 / Bluetooth 接続ボタン

ワンクリックで再生 / 停止 。
長押しすると接続端末とのペアリング解除。もう一度押すとペアリング待機状態

電源 / モード切り替えボタン

３秒間長押しすることで電源を ON/OFF できます。
また、ワンクリックで Bluetooth モードと TF カード有線接続の切り替えができます。

充電

付属の USB ケーブルで内蔵バッテリーに充電することができます。

ハンズフリー通話ボタン

着信があった時に押すと受信できます。またもう一度押すと電話を切ります。

Bluetooth接続

保証条件について
保証対応 JAN コード
4560458179896
4560458179902
4560458179919
4560458179926
4560458179933

修理の際、弊社の判断で製品交換させて頂く場合が
ありますので、ご了承くださいませ。
以下の場合は保証期間中でも修理費用を頂き、
故障の状況によっては修理できないこともあります。
本保証は商品に対する保証をお約束するものであり、
修理にかかる送料 ( 片道 ) はお客様負担となります。

＊使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
＊お買い上げ後の落下や衝突などによる故障及び損傷
＊火災、地震、水害、落雷、その他天災地変公害や
異常電圧による故障及び損傷
＊一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
保証期間 : 商品ご購入から 6 ヶ月間
＊商品同封の WARRANTY カード ( 保証書 ) の提示がない場合
＊保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が
本保証は、正常な使用状態で故障した場合に無料修理を
ない場合、或いは字句を書き換えられた場合
行うことをお約束するものです。
＊消耗品を取り替える場合
・本保証は記載内容によってお客様の法律上の権利が制限される
WRRANTY カード必要事項に記入のない場合は
ものではありません。
無効となりますので必ず記入の有無をご確認くださいませ。
・保証書の再発行は致しませんので紛失なさらないよう大切に
保証期間中に正常な使用状態で故障した場合には無料で修理
保管してください。
いたしますので、お買い上げの販売店または弊社にお申し出ください。 ・本保証は日本国内でのみ有効です。
上記以外の JAN コード ( バーコード番号 ) 製品以外の
Mifa 製品につきましては保証対象外となります。

電源ボタンを押した後
ブープ音がなり Bluetooth
接続待機状態で青色 LED
ライトが光ります。

ご使用のスマートフォンなどの
端末の設定より ,Bluetooth 通信を
ON にして頂き、「Mifa̲F1」と
ペアリングします。

接続されますと
青色 LED が点灯します。

1, 初期パスワードは ”0000”
2, スピーカーは前回接続された再生端末が接続可能上であれば、
そちらに自動的に接続されます。
3,Bluetooth 以外の方法で接続する場合は、「電源 / モード切り替え」ボタン
を押して、Bluetooth 接続を解除してから、別の接続をしてください。

Mifa の簡単 Bluetooth 接続方法は
下記の URL をご覧ください。
http://www.be-lex.com/mifa/instruction.html

販売元

株式会社 BELEX
http://www.be-lex.com/
サポートセンター
support@be-lex.com

