Size: 8x16cm
展開:8x32cm
接続

JP

1. 左右いずれかのイヤホンを耳に挿入します。

APOLLO 7s

これがマスターイヤホンとなります。

完全ワイヤレスイヤホン

2. ボタンを5秒間長押ししてペアリングモードを開始しま
す。
「Power on」
（電源オン）
、
「Pairing」
（ペアリング）と
いう音声が聞こえます。

ご使用になる前に

初めて使用するときは、イヤホンを約2時間充電し
てください。

付属品

すべてのアイテムがパッケージに含まれているか
確認してください。不足品がある場合はお知らせく
ださい：help@eratolife.com.

(1) ータブル充電ケース

は「APOLLO 7s-R」をタップして選択します。ペアリング
が成功すると、
「Phone connected」
（電話に接続され
ました）という音声が聞こえます。

4. もう一方のイヤホンを耳に挿入し、2秒間長押しします

。
「Power on」
（電源オン）の音声に続き、イヤホンのペ
アリングが成功すると
「Headset connected」
（ヘッドセ
ットが接続されました）という音声が聞こえます。

注: APOLLO 7sは片方のイヤホンだけで使用することがで
きますが、機能が制限されます。両方のイヤホンをご使用
になることを推奨します。

コントロール

APOLLO 7sは、1つのボタンでデバイスを完全にコ
ントロールできるシングルタッチ多機能設計になっ
ています。

(2) イヤホン (L & R チャンネル)

モード

• スタンバイモード – 再生中のオーディオがない
、または音楽が一時停止さ
れています。
• メディアモード – 音楽またはビデオが再生中
です。
• ハンズフリーモード – 着信中、または通話中で
す。
電源オン
左ボタンと右ボタンを2秒間長押しします。
音声プロンプトが聞こえます。
電源オフ
スタンバイモードから左ボタンまたは右ボタンを2
秒間長押しします。
着信に応答する
左ボタンまたは右ボタンを1回押します。

スタビライザ (S / M / L )
シリコン製チップ (S / M / L )
コンプライT-600チップ (S / M / L )

(1) Micro USB充電用ケーブル

「APOLLO 7s-L」
また
3. ご利用になるBluetooth端末で、
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通話を拒否する/通話を終了する
左ボタンまたは右ボタンを2秒間長押しします。
ハンズフリー音量を調整する
ホスト端末（電話やタブレット）でのみ調整できます
。
SIRI/GOOGLE NOWを起動する
(対応端末のみ)
スタンバイモードから左ボタンまたは右ボタンを2
回押します。
音楽を再生/一時停止する
メディアモードで、左ボタンまたは右ボタンを押し
てメディアを再生/一時停止します。
メディア音量を調整する
音量アップ: メディアモードで右ボタンを2回押しま
す。
（ビープ音が2回聞こえた場合は音量が最大レベ
ルであることを意味します。）
音量ダウン: メディアモードで左ボタンを2回押しま
す。
次/もう一度再生/前の曲
次の曲: メディアモードで、右ボタンを2秒間長押し
します。
もう一度再生/前の曲: メディアモードで、左ボタン
を2秒間長押しします。
注:
• APOLLO 7sでの音量調整は端末の音量に影響
しません。端末の音量を上げるときはAPOLLO 7s
と組み合わせて希望する安全なレベルに調整して
ください。
• APOLLO 7sは最新のiOSとAndroid端末向けに
最適化されています。機能は端末とアプリによって
異なります。

ERATOSURROUNDTM

ADATAの完全ワイヤレスイヤホンではDSP (Digital
Sound Processing) テクノロジーを使用することで
、通常のイヤホンでは失われてしまう空間距離を
復元できます。マイクロドライバとその音響チャン
バーで補正された ERATOSURROUND™はサウンド
イメージの歪みを抑制して、より正確なサウンドを
再現します。

モード

• 3Dノーマル – 一般的な室内のサラウンド環境を
シミュレートします
• 3Dワイド – コンサートホールのサラウンドサウ
ンドをシミュレートします
ERATOSURROUNDTMモードの変更
スタンバイモードから、両方のイヤホンが接続され
ていることを確認した上で、ボタンを4回押します。
モードは3Dノーマルから3Dワイド、3D無効の順
に切り替わります。
モード

3Dノーマル (デフォルト)
3Dワイド有効
3D無効

LED通知/サウンド

赤色で2回点滅/ビープ音2回
赤色で3回点滅/ビープ音3回
赤色で4回点滅/ビープ音4回

ビデオを見る

APOLLO 7sは音楽を聴くために設計されています
が、一部のiOSおよびAndroidアプリでのビデオ視
聴にも対応しています。イヤホンには最新のCSRテ
クノロジーとaptXコーデックが採用されています
が、完全ワイヤレスステレオイヤホンでは、データ
が各イヤホンに同時に送信される必要があり、1回
送信すれば済む従来のBluetoothイヤホンとは異
なります。このため、端末およびアプリでのビデオ
再生中遅延が生じることがあります。

遅延を改善するためには、モードを3D無効に変更
し、ERATOSURROUNDTM を無効にすると視聴体
験が向上されます。上の説明を参照してください。
*結果は端末とアプリによって異なります。
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充電ケース

APOLLO 7sの充電ケースは外出先でイヤホンを2
回満充電できます。

開く

充電ケースを開くときは、ケースの端部を押すだけ
です。この操作は1本指で行うことができ、イヤホン
を取り出すことができます。
取り出す

2

充電とバッテリー

• バッテリー持続時間: 3時間（メディア再生）/ 4時
間（通話）
• 充電時間: イヤホン
（100分）/充電ケース
（2時間）
• 充電ケース容量: 外出先で両方のイヤホンを2回
満充電可能
充電ケース 充電イン
ジケー
Micro USB
充電ポートタ

取り出す

イヤホン充電インジ
ケータ

1

閉じる

APOLLO 7sの使用を終えたら、保護充電ケース内
に戻し、カチッと音がするまで挿入します。
音はしっかりロックされたことを示します。
ヒント: イヤホンのLEDランプを手前側に向けます。
イヤホンが正常に充電されているときは赤色のラ
ンプが点灯します。
挿入

1

ヤホン充電インジケータ
両方のイヤホンがケースに挿入されている場合:
インジケータ①が点灯し、満充電されると消灯し
ます。
片方のイヤホンがケースに挿入されている場合:
インジケータ① が点滅し、満充電されると消灯し
ます
充電ケースインジケータ
イヤホンが挿入されたときに充電ケースが30%未
満の場合、インジケータ②が点滅します。
micro USB充電ケーブルを接続してください。

注: イヤホンのバッテリー残量が5%未満になると
「
Low Battery」
（バッテリー残量低下）という音声が
30秒ごとに聞こえます。

閉じる

装着

2

注: 充電ケースに挿入されると、イヤホンは自動的
に電源がオフになります。
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最適な快適さと音質を得るために、耳に合ったシ
リコン/コンプライチップをご使用ください。左右の
耳で異なるサイズの組み合わせが必要な場合が
あります。
ヒント: 最適な接続を確約するために、イヤホンの
ボタンが上向きになるようにしてください。
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スタビライザ

寸法

イヤホン:
15.4mm (奥行き) x 22.2mm (長さ) /
6.06インチ(奥行き) x 8.74インチ(長さ)
充電ケース:

62.5mm (長さ) x 40mm (奥行き) x 25.5mm (高さ)
2.46インチ(長さ) x 1.6インチ(奥行き) x 1インチ(高さ)

重量

安全性

1. 本製品を駐車した車内に放置しないでください。熱や

直射日光に直接さらされると充電ケースとイヤホンが
破損することがあります

2. 極端な高温/低温または湿潤環境に製品を置いたまま
にしないでください。

3. ショートや物理的損傷が発生しないように、製品に金
属またはその他異物を挿入
しないでください。

4. 製品を分解、破損、激しい上下動、あるいは燃焼させた
りしないでください。また製品の上に重いものを置か
ないでください。

5. 本製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。バ
ッテリーが含まれるため、地域の法律と規則に従って
リサイクルしてください。

6. 長期間使用しないときは、ヘッドセットと充電ケースを
3ヶ月に1回充電し、バッテリーの寿命を維持するとと
もに、早期のパフォーマンス低下を防止してください

7. バッテリーの破損を防ぐため、完全に放電された状態

で充電ケースを長期間（LEDランプが暗いまま）放置し
ないでください。充電ケースは常に 30% 以上充電され
ていることを確認してください

仕様

Bluetooth バージョン
Bluetooth プロファイル
オーディオコーデック
無線範囲
（ペアリングされた端末から）
バッテリー容量

ドライバサイズ
感度
周波数
インピーダンス @ 1 kHz
MEMS全指向性

マイク入力感度
防水性

4.1
A2DP 1.2, AVRCP 1.4, HFP 1.6, HSP 1.2
aptX/AAC/SBC
10メートル (30フィート)
イヤホン (50 mAh)
充電ケース (300mAh)

Ø 5.8mm マイクロドライバ
100dB/mW
20Hz-20KHz
16 Ohm
-42dB (+/- 2 dB)

ナノコーティングテクノロジー
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イヤホン: 4g x2 (0.14oz x2)
充電ケース: 52g (1.83oz)

