
保証期間：　6ヶ月
※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

● 仕様 ● 各部名称

● ボタン操作一覧

ご注意

・内容品に記載している以外のものは付属しません。
・本製品をご利用において生じる各種デバイスの破損（データ含む）は、
　補償の対象外となります。
・イヤホン部LRの表記に間違いがある場合がございます、ご了承ください。
　製品の機能自体は、問題はありませんので適宜左右変えてお使いください。
・防水ではありません。
・分解しないでください。
・落としたり強い衝撃を与えないでください。
・高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
・小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。
・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

Version1.0. a

取扱説明書

型番：RECEARP4
スマホすぐレコイヤホン

サイズ　　     　 幅20×奥行き1310×高さ22(mm)
重量　　　     　 24g
バッテリー         リチウム 200mAh
充電時間            約1時間
連続動作時間     最大約5時間
内蔵メモリ         512MB（約16時間分）
最大消費電力    10mW
動作電圧            5V
消費電流　　　　録音中：≤40mA   再生中：≤50mA   待機中：≤10uA
ドライバーユニット   9mmダイナミック型
インピーダンス   32Ω
感度                  95dB±4dB
再生周波数帯域  20～20000Hz
マイク感度         Omni -42dB
イヤホン材質      アルミニウム 合金
対応機種            3.5mmイヤホンジャック搭載機種
                              （Lightning - 3.5mmヘッドホンジャックアダプタで使用確認済み）
対応OS             iOS10.2確認済み / Android 7.0確認済み
内容品               本体、イヤーピース（L・M・S）、USB充電ケーブル
                      （コネクタ含む225mm）、クリップ、
　　　　　　　　日本語取扱い説明書

● 動作ランプ

● 充電する ・ 音声データ

USB充電ケーブルmicroUSB側を本体側面に
ある充電口に差し込みます。
もう一方のUSBをパソコン（別売り）または、
USB-ACチャージャー/アダプタ（別売り）
に繋げて充電します。

パソコンに繋げると外部メディアとして認識
されます。録音された音声データ（mp3ファ
イル）が入っています。
保存しておきたい音声データは、こまめにパ
ソコンにコピーすることをオススメします。

USB-ACチャージャー/アダプタで充電し
ている場合は、充電しながら録音、音声
の再生をすることができます。
パソコンで充電している場合は、録音、
音声の再生はできません。

赤色
録音準備：ゆっくり点滅
録音開始：約1秒点灯後、素早く1回点滅
録音中：ゆっくり点滅
音声再生中：点灯
音声（１ファイル）削除：素早く3回点滅
全ての音声削除：ゆっくり1回点滅
空き容量がなく自動削除：素早く点滅
バッテリー残量なし：素早く5回点滅後消灯

青色
充電中：常時点灯
充電完了：消灯
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・iPhone の場合
   Siri 起動

・Android の場合
   OK Google 起動

・スマートフォンに
   繋いでいる場合
   音楽再生 /停止

・繋いでない場合
   動作なし

・スマートフォンに繋いでいる場合
   iPhone の場合 Siri 起動
   Android の場合 OK Google 起動

・繋いでない場合
   動作なし
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※
※

 ※スマートフォン側で設定が必要となります。お使いのスマートフォンのご説明書をご確認ください。
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他社での使用禁止



● 音声録音を開始する

①録音ボタンを長押しします。
②動作ランプが点灯したら録音ボタンを離します。
③「ピッ」と音がすると同時に約1秒間動作ランプが点灯。
④その後、動作ランプが素早く1回点滅すると録音開始です。
録音ボタンを押して、録音開始するまで、約４～５秒間要し
ます。また、スリープ状態の場合、解除に約3秒間要します。

● 音声録音を終了する

①録音中、録音ボタンを1回押します。
②「ピッピッ」と音がすると同時に動作ランプが消灯。
③音声録音が終了します。

●スマートフォンに繋いでいる場合
イヤホンジャックから出力される音と、本体マイクから
入力される外部の音を録音します。

●スマートフォンに繋いでいない場合
本体マイクから入力される外部の音を録音します。
一般的なボイスレコーダーとして使うことできます。

空き容量が50MB以下になると、古い順に音声ファイル
が削除されます。

通話中、録音開始と終了の動作音は出力されます。
相手にも聞こえる場合があります。

● 録音した音声を再生/停止する

①録音ボタンを1回押します。
②動作ランプが点灯して、音声が再生されます。
③もう一度、録音ボタンを1回押すと停止すると同時に、動
作ランプが消灯します。

通話中、音声を再生させると相手に聞かせる事ができます。

● 通話する

①着信中、通話ボタンを1回押すと応答します。
②通話中、もう一度通話ボタンを1回押すと終了します。
③着信中、通話ボタンを長押しして離すと着信拒否します。

● 通話音量を上げる/下げる

①「前へ /上げる」ボタンを1回押す事に音量が上がります。
②「次へ / 下げる」ボタンを1回押す事に音量が下がります。

● 音楽の音量を上げる/下げる

①「前へ /上げる」ボタンを1回押す事に音量が上がります。
②「次へ / 下げる」ボタンを1回押す事に音量が下がります。

● 音楽を再生/停止する

①通話ボタンを1回押すとスマートフォンのデフォルトの音楽
プレイヤーが立ち上がり、曲を再生します。
②もう一度通話ボタンを押すと、曲を停止します。● スリープ

3 秒間操作がないとスリープ（節電）状態になります。
録音する場合、録音ボタンを押した後、約3秒間復帰時間を
要します。

● 空き容量がなくなってきたら

音声データが多くなり、空き容量が残り50MB以下になると
古い順に録音データを削除していきます。

曲ごとのスキップはできません。

● 録音した音声の音量を上げる/下げる

①再生中「前へ /上げる」ボタンを長押しし続けます。
②約2秒後、段階的に音量が上がっていきます。
③「次へ / 下げる」ボタンを長押しし続けます。
④約2秒後、段階的に下がっていきます。

消音～最大音量までの8段階の音量調節ができます。

● 録音した音声を選ぶ

①再生中「前へ /上げる」ボタンを1回押します。
②前の音声ファイルを再生します。
③「次へ / 下げる」ボタンを1回押します。
④次の音声ファイルを再生します。

● 録音した音声を1つ削除する

①削除したい音声を一度再生して停止させます。
②録音ボタンを長押しします。
③動作ランプが 6回ゆっくり点滅したあと素早く3回点滅し
ます。
④音声データ1つ削除完了です。

● 録音した音声を全て削除する

①録音ボタンと「次へ / 下げる」ボタンを同時に長押しします。
②約5秒後、動作ランプが1回点灯して消灯します。
③音声データ全て削除完了です。


