
●取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●本書は保証書を兼ねております。「お買い上げ日・販売店名」など
　の記入を確かめ、大切に保管してください。

1. 安全上の注意

ワイヤレス防水スピーカー
JF-BTSPWP シリーズ

ユーザーズガイド

この度は、弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご利用の前に、本書に記載されている内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
◎製品の使用および外観は予告なく変更することがあります。
◎本書の内容は予告なく変更することがあります。
◎本書の著作権は株式会社フォースメディアにあります。
◎本書の一部または全部を無断で使用・複製・転載することを禁止します。
◎本書に掲載されている会社名や製品名は、各社の商標および登録商標であるものがあります。
◎製品の仕様により発生した損害にはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
株式会社フォースメディア
東京都品川区東五反田１－１３－１２ いちご五反田ビル４F
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この「安全上の注意」には、本製品をご使用になるお客様や他の人々の身体への
危害や財産への損害を未然に防止するために、守って頂きたい事項を以下の三つ
区分に分けて記載してあります。

危険

警告

注意

「死亡する」または「重傷を負う」ことに直結する危険
性が想定されます。

「死亡する」または「重傷を負う」ことに繋がる可能性
が想定されます。

「障害を負う」または「物理的損害が発生する」ことが
想定されます。

禁止 : 行ってはいけない内容を示しています。

強制 : 必ず実行して頂く内容を示しています。

「重傷」とは、けが・やけど・感電・中毒などで後遺症をもたらすもの、または治療に入院や長期
の通院を要するものを指します。

「障害」とは、けが・やけど・感電などで治療に入院や長期の通院を要さないものを指します。
「物理的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる損害を指します。

≪免責事項について≫
・指定された用途以外の使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負
いません。
・故意または過失を問わずお客様および第三者の誤用により生じた損害に関して、
当社は一切の責任を負いません。
・天災または人災を問わず異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当
社は一切の責任を負いません。
・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害 ( 事業利益の損失、事業
の中断、記録内容の変化・消失など ) に関して、当社は一切の責任を負いません。
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の
責任を負いません。

≪図記号の説明≫

危険
本製品の分解や改造および、お客様ご自身で修理をしないでください。感電、
故障、火災の原因になります。
発煙、焦げ臭い匂いの発生など異常を確認したら、直ちに本体の電源を切っ
てください。そのまま使用を続けると、感電、故障、火災の原因になります。
本製品を高温になる場所や熱器具の近くで使用したり、設置しないでくださ
い。感電、故障、火災の原因になります。
ペースメーカーなどの医療機器を使用している場合は、医師に相談の上、本
製品を使用してください。
ケーブルの上に重いものを乗せないでください。故障や漏電、火災の原因に
なります。
お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。
本製品は完全防水ではありません。水の中に落としたり、沈めてしまった場
合は、本製品の使用を中止してください。

落下させたり、投げつけたりするなど、強い衝撃を与えることはしないでく
ださい。破損の原因となる恐れがあります。
本製品を分解したり、改造したり、お客様ご自身で修理したりしないでくだ
さい。故障などの原因となる恐れがあります。
本製品の内部に水などの液体が入った場合は、すぐに使用を中止してくださ
い。
本製品を乳幼児の手の届く場所に放置しないでください。飲み込んで窒息す
るなど、思わぬ事故や障害の原因になる恐れがあります。
発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火
災の原因になります。ただちに本製品の使用を中止して下さい。
音量は徐々に大きくするようにして使用してください。突然大きな音が出る
と、聴力障害などの原因になることがあります。

警告

直射日光などで高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やホコリの多
い場所に保管しないでください。変形や故障の原因になる恐れがあります。
本製品が汚れたときは、柔らかい布などで乾拭きしてください。家庭用洗剤、
ベンジン、アルコールなどの用材は使用しないでください。変色、変形の原
因になる恐れがあります。
本製品の状態に異常が発生していないかどうか、定期的に確認して下さい。
破損した場合は使用しないでください。
本製品のご使用にあたっては、関連する法律および条令を順守してください。
音量を確認してから使用してください。突然大きな音が出ると、聴力障害な
どの原因になることがあります。
本製品は、防水機能に対応しておりますが完全防水ではありません。水に浸
けたり、強い水圧がかかると故障する恐れがあります。本機能は底部のシリ
コンカバーを閉めている状態で有効です。
雨などに濡れて水分がついた場合は、水分をしっかりと拭き取り、風通りの
良いところで乾燥させてください。
水濡れ状態で USB ケーブルや AUX-in にケーブルを接続すると故障する恐
れがあります。充電や外部入力をする場合は、水分をしっかりと拭き取り乾
燥している状態でご使用ください。

注意

本製品は、電波法に基づく省電力通信システムの無線局無線設備として、技術基
準適合証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必
要ありません。また、本製品は日本国内でのみ使用できます。

本製品を使用する前に近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局
が運用されていないことを確認してください。万一、本製品から移動体識別用の
構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに本製品の使用場
所を変えるかまたは、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

本製品は以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
・産業・科学・医療用機器
・工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局

2. 電波に関する注意

3. 主な特長
●ペットボトルサイズでドリンクホルダーにピッタリと収まります。
●防水（IPX4）対応なので水辺で使用しても大丈夫。
●40㎜のドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、コンパクトサイズなが
　ら迫力の音を再生します。
●連続約5時間の連続使用が可能
●ハンズフリーに対応し、ワンプッシュで通話開始、終話が可能。
●音楽の早送り、巻き戻し、一時停止、再生が可能。
●音声ガイダンスで使用状況をお知らせします。
●3.5㎜ステレオミニプラグ接続でさまざまな機器でも使用可能。
●持ち運びに便利なカラビナ付き。



音声ガイダンスについて
電源を入れる際や切る際、Bluetooth接続する際 など音声ガイダン
スが流れます。
音声ガイダンスの音量を調整したり、OFFにすることはできません。

内蔵充電池について
内蔵充電池は、充電、放電を繰り返すたびに劣化する消耗品です。
充電池の消耗は特性であり、故障ではありませんので、保証の対象外
となります。

同梱品・各部名称

電源ボタン

音量＋／早送りボタン

音量－／早戻しボタン

LED

マイク

再生、一時停止ボタン

通話ボタン
AUX-in端子

充電用USBポート

同梱品
1.本体スピーカー
2.USBケーブル
3.カラビナ
4.取扱説明書（本書）

1．本体スピーカー

2．USBケーブル 3．カラビナ

4.取扱説明書（本書）

充電する
使用前に付属のUSBケーブルを使用し充電を行ってください。
充電中は、LEDが緑色に点灯します。
充電が完了するとLEDは消灯します。

充電用USBポートに接続
表裏の向きに注意してください。

パソコンやUSB充電器などに接続します。
出力が5V/500mAのものを使用してください。

USBポートに接続

防水機能について
本製品はIPX4（あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない。）
に対応しておりますが、完全防水ではありません。
水に浸けたり、強い水圧がかかると故障する恐れがあります。
また、本機能は底部のシリコンカバーを閉めている状態で有効です。
より長くご利用頂くために雨などに濡れた場合は、水分をしっかりと
拭き取り、風通りの良いところで乾燥させてください。
水濡れ状態でUSBケーブルやAUX-inにケーブルを接続すると故障
する恐れがあります。
充電や外部入力をする場合は、水分をしっかりと拭き取り乾燥して
いる状態でご使用ください。

音量を調整する
音量を大きくする
「音量＋／早送り」ボタンを押し続けると音量が上がります。
最大音量になると「ピピ」と鳴ります。
音量を小さくする
「音量－／早戻し」ボタンを押し続けると音量が下がります。

短く押すと次の曲、前の曲、曲頭の操作になりますので、しっかりと
押し続けてください。

メモ

外部入力を使用する
市販の3.5㎜ステレオミニプラグを使用して音楽を再生することが
可能です。

1.3.5㎜ステレオミニプラグを「AUX-in」端子に
 接続します。
2.音声ガイダンスが流れ外部入力機能が自動的
 にオンになります。
3.接続している機器で音楽などを再生すると
 スピーカーから音が再生されます。

AUX-in端子

外部入力とBluetooth接続は同時に使用できません。「AUX-in」に
接続するとBluetoothが自動的にオフになり、外部入力がオンにな
ります。
「AUX-in」端子から抜くと自動的にBluetoothがオンになり再接続
を行います。

メモ

本体が乾燥していることをご確認の上、外部入力をご使用ください。
外部入力使用時、防水機能は機能しません。水に濡れる場所で外部
入力は使用しないでください。

注意

本体が乾燥していることをご確認の上、充電を行ってください。
また、シリコンカバーが開いている場合、防水機能は機能しません。

注意

通話する
接続している機器に着信があるとスピーカーから着信音が再生され
ます。

着信に出る～切電
着信音が再生されている状態で「通話」ボタンを短く押します。
音声がスピーカーから再生されます。
通話中に「通話」ボタンを短く押すと切電します。

着信を拒否する
着信音が再生されている状態で「通話」ボタンを長く短く押します。
着信が拒否されます。

接続している機器や契約状況により拒否した場合の動作は異な
ります。（切電、留守番電話、転送など）

メモ

快適な通話をするために口元はマイクから50㎝以内に近づけて
使用することをお勧めします。

メモ

初めて使用する場合、スマートフォンなどと接続する操作が必要です。

接続する

1.お使いのスマートフォンのBluetooth機能をONにする。
2.JF-BTSPWPの電源を入れます。
3.スマートフォンに「JF-BTSPWP」と表示されるので、選択します。
   接続時にパスキーを求められた場合、「0000」と入力します。
4.接続が成功すると音声ガイダンスが流れ、LEDが青色で点灯します。

再接続する
接続をしたことがあるJF-BTSPWPの電源を入れると一番最後に接
続した機器と自動的に再接続します。

新たな機器と接続したい場合
最後に接続した機器のBluetooth機能をOFFにし、新たに接続した
いき機器のBluetooth機能をONにした状態でJF-BTSPWPの電源
を入れます。
以降は、「接続する」の項目3からの操作と同様です。

再接続がうまくできない場合
・接続先機器のBluetooth機能がONなっているかご確認ください。
・接続先機器に登録されているBluetooth機器からJF-BTSPWPを
一度、削除してから、「接続する」の項目を参照し再度、接続操作を
行ってください。

音楽を操作する

前の曲、曲頭が再生されるかは、接続している機器や再生状況に
より異なります。

メモ

「音量＋／早送り」ボタンを短く押します。
次の曲に移動する

JF-BTSPWPの「再生、一時停止」ボタンを押すと音楽の再生が開始
されます。

音楽を再生する

音楽再生中に「再生、一時停止」ボタンを押すと音楽の再生を一時
停止します。

音楽を一時停止する

「音量－／早戻し」ボタンを短く押します。
前の曲、曲頭に移動する

電源を入れる・切る

電源ボタンを約3秒間押し続けます。
LEDが青色で点滅し、音声ガイダンスが流れ電源が
入ります。

電源を入れる

電源ボタンを約3秒間押し続けます。
音声ガイダンスが流れ電源が切れます。LEDは消灯
します。

電源を切る

Bluetooth接続している場合は、接続が自動的に
解除されてから電源が切れます。
未接続状態が続くと自動的に電源が切れます。
バッテリー残量が少なくなると自動的に電源が
切れます。

メモ

製品仕様
型番 JF-BTSPWP
Bluetooth Version 3.0 + EDR
対応プロファイル HSP,HFP,A2DP,AVRCP
通信距離 約10m
連続使用時間 最大約5時間
防水機能 IPX4
スピーカー出力 2.5W x 2
スピーカーユニット 40㎜ x 2
外部入力 3.5㎜ステレオミニプラグ
質量 440g
サイズ 70 x 225mm
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