
1. 付属の充電用ケーブル のUSB-C 端子を充電ケースの「USB-C 入
力口」に接続します。
2. 充電用ケーブル のUSB-A 端子をパソコンに接続します。または充
電用ケーブルをUSB A C アダプタ（別売）に接続し、アダプタを家
庭用コンセントに接続します。
※バッテリー残容量に応じて充電
ケース用バッテリーレベルイン
ジケーターが青く点滅します。
※充電ケース用バッテリーレベ
ルインジケーターが点灯すれ
ば充電完了です。
※充電時間は約1 時間です（初
回充電時はさらに時間がかか
る場合があります）。

3. 充電が完了しましたら充電用 ケーブルを外します。
 ※長時間使用しないとバッテリーが自然放電して劣化しますので、
3 ヶ月に1度程度は本機への充電を行ってください。

本機には、イヤホン本体（LR）および充電器ケースにリチウムポリ
マーバッテリーが内蔵されています。発熱、発火、液漏れ等を避け
るため、以下の注意事項を必ず守ってください。

異臭や発熱、ひずみ、変色などの異変に気づいたら使用を続
けない
発熱や破裂、発火の原因となります。
分解・改造しない
発熱や発火、感電の原因となります。
火の中に入れたり、火のそばや炎天下などで充電したり、放
置したりしない
バッテリーの破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損
する原因となることがあります。

危 険

■バッテリーについて

してはいけないこと注意すること

安全上のご注意

本体及び付属品が同梱されていることをご確認ください。

取扱説明書・保証書

充電用USB-A to C ケーブル

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくこと
を説明しています。

必ずお守りください

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれが
ある内容」です。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明して
　います。
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内容物

危 険
警 告

注 意

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源を切る
 ●煙が出ている、変なにおいや音がする
 ●本機を落としてしまった
 ●本機内部に水が入ってしまった
このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因
となります。
すぐに電源を切って販売店あるいは当社ご相談窓口に点検
を依頼してください。
分解、改造しない
火災・感電の原因となります。
長時間大きな音で使用しない
本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意
ください。
耳を刺激するような大音量で長時間続けて使用すると、聴
力が大きく損なわれるおそれがあります。
小さなお子様の手の届くところで使用・保管しない
ご使用後はイヤホン本体を充電ケースに入れて、お子様の
手の届かないところに保管してください。
感電やけが、誤飲の原因となります。
自転車、オートバイ、自動車または機械類の運転操作をし
ない
運転操作中はもちろん、それ以外でも、踏切や駅のホーム、
車道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所
では、使用しないでください。
水につけない
本機のイヤホン本体は防噴流形（水の噴射を直接浴びても有
害な影響がない）ですが、以下のことにはご注意ください。
 ●風呂やプールなどに沈めない
 ●強い噴流水を与えない
水蒸気や水のかかる所に置かない
本機の充電ケースは防水防滴形ではありませんので、水滴
や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。
 ●濡れたままの本体を収納しない
 ●風呂場や脱衣場など湿度の高い場所では使用しない
 ●調理台や加湿器のそばには置かない
 ●雨や雪などがかかるところで使用しない
USB-C 入力口は定期的に掃除する
USB- C 入力口にほこりなどがたまっていると、火災の原因
となります。充電用ケーブルを外し、乾いた布でほこりを取
り除いてください。
電解液が漏れた時は素手で液をさわらない
液漏れが発生した時には販売店あるいは当社ご相談窓口にご相
談ください。液が目に入った時には失明の恐れがありますので、
目をこすらずにすぐにきれいな大量の流水で洗い流したあと、
ただちに医師にご相談ください。
液が体や衣服に付いた時は皮膚のけが・やけどの原因となりま
すのできれいな水で洗い流したあと、医師にご相談ください。

充電する
●イヤホン本体を充電する

警 告

イヤホン本体を充電ケースに収納すると、充電が
始まります。
※充電中は充電ケース用バッテリーレベルインジ
ケーターが青く点滅します。
※充電ケース用バッテリーレベルインジケーター
が消灯すれば充電完了です。
※充電時間は約1 時間です（初回充電時はさらに
時間がかかる場合があります）。

【本　体】

電源の入れ方 /切り方

各部の名称

必ず行うこと

●充電ケースのバッテリー残容量を確認する
充電ケースのフタを開いたとき、あるいは閉じ
たときの充電ケース用バッテリーレベルインジ
ケーターの点灯の仕方で残容量を確認します。
※充電ケース用バッテリーレベルインジケー
ターが1 回ずつしか点灯しないときはバッテ
リー残容量が残り少なくなっていますので、
充電を行ってください。

■電波について

本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていない
ことを確認してください。万一、本機から他の無線局に対し
て有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかに使用を停
止してください。
すべての Bluetooth 対応機器とのワイヤレス通信を保証す
るものではありません。
本機と Bluetooth 対応機器との互換性については、各
Bluetooth 対応機器に付属の取扱説明書を参照するか、ま
たは販売店にお問い合わせください。
一部の国では、Bluetooth 対応機器の使用が制限されてい
る場合があります。Bluetooth 対応機器の使用については、
お住まいの各自治体にお問合せください。

本機が使用する周波数帯 (2.4GHz)では、電子レンジ等の産業・科学・
医療用機器のほか、免許を要する工場の製造ラインで使用されてい
る移動体識別用の機内無線局、免許を要しない特定小電力無線局や
免許を要するアマチュア無線局などが運用されています。他の機器
との干渉を防止するために、次の点に十分ご注意いただきご使用く
ださい。

充電用ケーブルを傷つけない
 ●ケーブルの上に重い物をのせない
 ●傷つけたり、加工したりしない
 ●熱器具などに近づけない、加熱しない
充電用ケーブルが傷んだら ( 芯線の露出・断線など ) 使用を
中止してください。そのまま使用すると火災・感電の原因
となります。
充電用ケーブルを鋭い角度で曲げたり、無理にねじったり、
引っ張ったり、無理な力を加えない
内部の線材や端子が破損して火災・感電の原因となります。
充電中に雷が鳴りだしたら、充電用ケーブルに触れない
感電の原因となります。

心臓ペースメーカーを装着されている場合は使用しない
電波によりペースメーカーの動作に影響を与える原因となり
ます。
病院などの医療機関内、医療用機器の近くでは使用しない
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。
他の機器に電波障害などが発生した場合使用を中止する
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となります。

■電波について

■充電用USB-A to C ケーブルについて

【充電ケース】

●充電ケースを充電する

cheero Wireless Earphones Light Style 2

型番 CHE-632
日本語版

●電源の入れ方
充電ケースのフタを開くと自動的に電源が入
り、「パワーオン」というアナウンスが流れ、
L 側と R 側のマルチインジケーターが青く
1 回点滅した後いちど消灯し、続いて自動的
に L 側と R 側のステレオペアリングが行われ、
「ペアリング」というアナウンスが流れます。
続いて片側のマルチインジケーターが赤と青
の交互点滅切り替わります。
※L 側、R 側とものマルチインジケーターが赤と青の交互点滅をする
ときは、いちどフタを閉めてから再度開きます。
※充電ケースから取り出した状態で電源が切れたとき、マルチファン
クションエリアを3 秒間長押しするか、いちどケースに入れてから
取りだします。
ここで、以前に Bluetooth 対応機器とペアリングが完了していれば、

」ドッィテクネコ「、てし了完を続接のと器機応対htooteulBに的動自
というアナウンスが流れ、L側とR側それぞれのマルチインジケーター
が 5秒間隔で青く点滅を繰り返します。

充電ケース用バッテリーレベルインジケーター
1 回ずつ点滅
2回ずつ点滅
3回ずつ点滅
4回ずつ点滅

1～25％
26～50％
51～75％
76～100％

バッテリー残容量（目安）

USB-C入力口

充電ケース用
バッテリーレベルインジケーター

充電ケース用バッテリーレベルインジケーター

電解液が漏れている場合は使用を続けない
発熱や破裂、発火の原因となります。

音量を上げすぎない
始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷め
ることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。
移動させる際は充電用ケーブルをはずす
移動させる際は、安全のため充電用ケーブルを抜いてから
行ってください。USB- C入力口やUSB- C 端子が破損するこ
とがあります。
0～45℃以外の場所で使用しない
内蔵バッテリーが液もれ・発熱・破裂する原因となります。
発熱時は充電用ケーブルをはずしてしばらく放置する
発熱や発火の原因となります。
ペットがいるところで使用・保管しない
感電やけが、誤飲の原因となりますので、ご使用後はイヤホ
ン本体を充電ケースに入れて、ペットに触られないところに
保管してください。

注 意 ■ご使用に際して
スマートフォンなど Bluetooth 対応機器の音声・楽曲をワイヤレ
スで楽しむことができます。
※本機をイヤホンとして使うには Bluetooth 対応機器 が A2DP 
プロファイルを、またハンズフリー通話を行うには HFP または
HSP プロファイルをサポートしている必要があります。なお、
すべての Bluetooth 対応機器との接続動作を保証するものでは
ありません。 

充電ケース用バッテリーレベルインジケーター

マルチ
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