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分貝（db）表對某些常見聲音進行比較，並列出了它們可能對聽力造成損害的排名

聲音

低語

安靜的辦公室

吸塵器、吹風機

食物料理機

垃圾清運車、
混凝土攪拌機

電鋸、電鉆/風鎬

搖滾音樂會
(因情況而異）
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噪音級別 (DB)

非常安静

舒適聽力界別在60db 以下

造成幹擾，妨礙電話交談

85db是開始造成聽力受損( 8小時 )
的級別

建議無保護措施而暴露在90-100db
聲音之下的時間不要超過15分鐘

經常暴露於超過100db的聲音1分鐘
以上會有永久性聽力受損的風險

感覺疼痛在閾值125db左右開始

效果
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“...壹個普通人能夠以70%的音量每天安全聆聽ipad 4.6小時。”

“...了解聆聽音樂的音量和時長極為重要。”

即使在安全限度內，能夠充分發揮設備功效，並享受出色的聲音表現。我們的耳機也能讓

您以更低音量前所未有地聽到更多細節。

負責任的使用

切勿在不安全的情況下使用耳機，例如駕車、過馬路或從事需要全神貫註的任何活動時，

或處在此類環境之中時。駕車時使用耳機不僅危險，而且許多地方還屬於違法，因為這

會降低妳聽到車外關乎您生命安全聲音的機會，例如其他汽車的鳴笛聲和救護車的警報

聲。駕車時請勿佩戴耳機。您可代之於使用車內FM發射機來聆聽移動媒體設備上的內

容。
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“…An ordinary person can listen to ipad for 4.6 hours at the volume of 70% every day. ”

“…It is important to know the volume for music listening and the time length. ”

Even if within the safety limit that allows full play to the device and can enjoy excellent sound  

performance, our earphones can also allow you to listen to more details in an unprecedented 

way at a lower volume. 

Responsible Use

Do not use the earphones in unsafe conditions, such as during driving, crossing the street or 

engagingin any activities that need concentration, or in such environments. Using earphones

during driving is not only dangerous, but also illegal in many places, as this will reduce your

chance of hearing any sound about your life safety, such as horns of other cars and ambu-

lance sirens. Do not wear the earphones during driving. Instead, you can use the FM transmitter 

in the car to listen to contents of mobile media devices.
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The decibels (db) table compares some common sounds and lists the ranking of their 

possibility of causing hearing impairment.
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Noise level (db)
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喇叭外徑

頻率範圍

導線長度

靈 敏 度

阻      抗

插      頭

6mm

20~40000Hz

120cm

108±3dB

18Ω

3.5mm
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感謝您選用UiiSii研發的入耳式Hi-Fi耳機！為了您更好地使用本產品，請在使用前仔細

閱讀快速入門指南，並妥善管理。

BA-T8S 設計師靈感來源於舞臺音響與水滴元素，通過9個月的反復修改設計而成。以

簡潔流暢的曲線，豐富飽滿的形態打造時尚的外觀造型。並采用金屬鋼網飾片進行點

綴，使整體設計具有現代感，

用戶指南
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多功能按鈕：

來電狀態：短按壹次為接聽電話，長按壹次為拒接來電，通話過程中，長按壹次或短按

               壹均為掛斷電話。

播放音樂：運行播放器時，短按壹次，為播放/暫停音樂，短按兩次為下壹首，短按三

              次為上壹首。

耳機上內置線控麥克風的音頻線，可以配合您的智能手機、音樂播放器或平板電腦等

設備。功能包括：

播放 暫停 上壹曲 下壹曲 接聽 掛斷 音量控制 + -

音量+ 音量-
多功能按钮

BA-T8S 雙動圈+動鐵耳機

1.  水柔性子彈頭矽膠套

2.  鍍金裝飾圈

3.  耳撐

4.  裝飾網

5.  TPE尾膠

6.  音量+

7.  接聽/拒接/播放/暫停

     上壹曲/下壹曲

8.  音量-

9.  線檔

10.黑色絕緣環4級插針
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产品信息
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至鼻/喉

耳道

砧骨

耳鼓膜

蝸神經

耳蝸

負責任地聆聽

為了避免聽力受損，請務必在連接耳機前先調低音樂播放器的音量。將耳機放入耳內/

耳上之後，再逐漸調高音量，直至達到舒適的聆聽水平。噪音級以分貝（db）衡量，暴

露於85db或更高噪音會導致聽力逐漸受損。請監督您的使用情況，聽力受損是響度相對

於時間的壹個函數。聲音越響亮，您能夠暴露的時間就越短，聲音越輕柔，您能夠聆聽

的時間就越長。

耳朵生理結構圖

重要安全信息

8

選擇

UiiSii入耳式耳機提供了多對耳塞，專為貼合耳型與隔絕外界聲音而設計。請選擇最貼

合耳型，並能最佳隔離噪音的壹對耳塞。

聆聽

插入耳機前，請先調低音樂播放器的音量。重要須知：是否按照正確方向將耳機放入耳

內確實會影響您體驗到的聆聽效果。請註意每側耳機上的“L”與“R”標記。“L”用於左耳，

“R”用於右耳。聆聽音量過大會造成永久性聽力受損。請避免以較大音量聆聽，特別是

長時間聆聽。

連接

請將音頻線插入音樂播放器上的1/8（3.5mm）立體聲孔內。

手指捏住插頭前端 手指捏住插頭尾部

是 否

選擇、連接、聆聽
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壹個合適和不合適的耳塞會影響聲音的優劣。如果佩戴正確，您可以更好的隔絕外界幹擾

噪音，增強低音回應，獲得更佳音調平衡，並讓耳機更好地貼合您的耳朵，同時，正確的

佩戴也會讓您感到更舒適。由於每個人的耳型都不相同，因此 UiiSii 提供若幹不同大小的

耳塞。若要獲得與您耳型完美匹配的耳塞，需要反復試驗。請在您購買的耳機隨附的所有

耳塞，找到最適合您的耳道大小與輪廓的耳塞。我們建議您首先試用最小的耳塞，然後

再試用更大壹些的耳塞，直至找到匹配貼合，並保持在耳內不易掉落、輕松舒適的耳塞。

您還可以試用不同類型的耳塞，看看哪種類型最適合您。

碗形矽膠套子彈頭矽膠套

耳塞選擇
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衡量耳塞是否恰好封住您的耳道的壹個好辦法就是在耳朵近旁打響指。如果耳塞能恰好封

住您的耳朵，您不但不會感覺“被緊塞”，且打響指的劈啪聲聽起來也不清楚，似乎有點距

離。如果您能清晰聽到打響指的聲音，則表示封堵可能不足。如果打響指的聲音不清晰且

遙遠，但是耳朵感覺被緊塞，就像身處正在準備著陸的飛機上，則說明耳塞插得太緊。

耳塞佩戴測試
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1. 您可以稍微潤濕耳塞，以便更加輕松地插入。

2. 用右手握住右側耳機。

3. 用左手向上和向後拉起右耳，以拉直耳道。

4. 小心插入右側耳機，矽膠耳塞在先，以便其完全封住您的耳道，適當調整耳撐位置，

   使之與耳廓完全貼合，並且感覺舒適。請勿深插入耳塞，讓耳道感覺完全“被緊塞”。

5. 在左耳重復此程序。

6. 當聆聽完畢時，請以旋轉方式緩緩取出入耳式耳機，逐漸斷開密封。

耳塞的正確插入與取出
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1. 保持耳塞清潔對於安全、衛生的使用很重要。重要須知：請先將耳塞從耳機上取下後，

   再 嘗試清潔耳塞。

2. 用壹只手緊握耳塞，另壹只緊握耳機，小心地從耳機上取下耳塞。

3. 用壹塊濕布沾取溫水與柔和肥皂，清除耳塞上的汙漬和汙垢。請勿使用強效清潔劑。

4. 沖洗耳塞，待其完全幹燥後再將其放回耳機。

5. 小心地將耳塞推回耳機上，確保完全復位。

耳塞清潔

保持耳機清潔對於安全、衛生的使用很重要

1. 請勿佩戴已顯骯臟的入耳式耳機。

2. 耳機不使用時，請始終將其存放在提供的潔凈幹燥的環境中。

3. 請勿存放與其它物品壹起，因為這樣可能會造成汙染。

4. 避免儲存在過熱過冷的環境中。

5. 避免接觸液體，並避免極端溫度或高濕環境。

6. 請勿生硬拉開耳機與音樂播放器的鏈接，而是要握住線端插頭並拔出，以斷開連接。

7. 請勿非專業，不規範的拆解耳機，以免造成耳機偏音。

保養與存儲
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對於耳機的煲法，理論和程序方面與煲音箱沒有什麽差別，但是煲耳機比煲音箱要更加

小心。如果煲不好的話，有可能縮短耳機的使用壽命甚至對耳機會產生永久的物理損傷，

比如不小心的功率過載、振幅過大導致振膜拍邊等。唯壹適用的煲耳機方法是“漸進”，

剛開始用輕柔壹些的音樂，在較低音量下讓耳機先舒緩10-30小時，然後用普通的音

樂 ( 搖滾、舞曲除外 ) 在中等音量狀態煲100-200小時。煲耳機主要是煲耳機的振膜。

振膜本身在制造過程中就存在內部應力，在粘結音圈和固定在骨架上時又產生了裝配應

力，我們所說的煲耳機就是使這些應力逐步消失，使振膜逐步順化發出好聲的過程。煲

機還是分為舒筋、通絡、習武、打擂、出道五步為好

1. 舒筋——使用正常聽音強度三分之壹的音量驅動耳機12小時（用較輕松音樂）

2. 通絡——使用正常聽音強度三分之二的音量驅動耳機12小時（用別太搖滾的音樂即可）

3. 習武——使用正常聽音強度驅動耳機72小時（用自己常聽的音樂均可）

4. 打擂——使用正常聽音強度三分之四的音量驅動耳機24小時（用自己常聽的音樂即可）

5. 出道——進入正常使用階段

煲耳機
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聲音質量不佳

1. 請確認耳機插頭已全部插入播放設備的耳機插孔中。

2. 請確認耳塞是否塞緊。

3. 請嘗試更換另壹個播放設備或音樂播放應用程序。

噪音消除效果不佳

1. 請確認耳塞是否無法塞緊，若無法塞緊，請更換配送不同大小的矽膠套。

2. 請確認耳機佩戴是否正確。

無聲音或聲音變聲

1. 請確認當前設備是否支持本產品。

2. 請嘗試更換另壹部播放設備或音樂播放應用程序。

常見問題
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Thank you for choosing the in-ear Hi-Fi earphones developed by UiiSii! To better 

use this product, please read the Quick Start Guide carefully before use and properly

manage it. Inspired by stage acoustics and elements of water droplets, BA-T8S is 

designed through 9 months of repeated modifications. An avantgarde, stylish appearance 

is created with simple, smooth curve and an enriched shape. The use of decorative 

metal mesh pieces endows the overall design with a sense of moderness, particularly

in line with the aesthetic concept of young people to pursue differences and advocate 

personality.

User Guide

デシベル（dB）表は通常の音声を比較し、またこれらの音声が聴力に与え得るダメージをリ

ストしています
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騒音レベル（DB）
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“...通常、人間は70％の音量でiPad（の音声）を毎日4.6時間異常なく聴くことができます。”

“...音楽を聴く音量と時間を把握するのは極めて重要です。”

安全な限度内で、設備の機能を最大限に引き上げ、素晴らしい聴覚体験を楽しむことができま

す。弊社のイヤホンは更なる低音量で音楽の細部を還元します。

使用上の注意事項

運転、道路横断或いは高度集中の作業といった危険性の高い場合、或いはこれらに相当する

環境での使用をご遠慮ください。その他自動車のクラクションと救急車のサイレンといった

車外からの音声が聞こえないおそれがあるため、運転中のイヤホン使用は危険のみならず、

多くの国と地域では違法とされています。運転中、イヤホンの使用をご遠慮ください。そのか

わりに、車内FM発信器を通じてモバイル設備に保存する音楽を聴くことが可能です。
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Speaker size

Frequency range

Cable length

Sensitivity

Impedance

Plug pin

6mm

20~40000Hz

120cm

108±3dB

18Ω

3.5mm

Product Specifications

BA-T8S 1 Balanced Armature & 2 Dynamic Drivers Earphone

1.  Nipple-level bullet silicone case

2.  Gold plated ornament

3.  Special ear hook

4.  Mesh

5.  TPE tail rubber

6.  Volume+

7.  Answer/Reject/Play

     /Pause/Previous/Next

8.  Volume-

9.  Cable gear

10.Black insulation ring 4-level pin

2
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Product Information
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Listen Responsibly

To avoid hearing impairment, please make sure to turn down the volume of the music player 

before connecting the earphones. After putting the earphones into/onto the ears, turn up the 

volume gradually until to a comfortable listening level. Noise level is measured in decibels (db). 

Exposure to 85db or higher noise will lead to gradual hearing impairment. Please supervise 

your usage and the hearing impairment is a function of loudness against time. The louder

 the sound is, the shorter you can be exposed. The softer the sound is, the longer you can

 listen. 

Physiological Structure Of Ear

Cochlear nerve

Cochlea

To nose/throat

Ear canal

Incus

Ear drum

Important Safety Information
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Choosing

UiiSii in-ear earphones provide several pairs of earplugs, designed specifically for matching

ear shapes and isolating the outside sounds. Please choose a pair of earplugs that match 

your ear shape most and can optimally insolate from the noise.

Listening

Before inserting the earphones, please lower the volume of the music player. Important 

notice: whether put the earphones into the ear in the correct direction will indeed affect your

experienced listening effect. Please pay attention to the “L” and “R” marks on each side of 

the earphones. “L” is for left ear, and “R” is for right ear. Too high listening volume will cause

 permanent hearing impairment. Please avoid listening at a high volume, especially for a long 

time. 

Connecting

Please insert the audio cable into the 1/8 (3.5mm) stereo jack of the music player. 

Hold the front end of 
the plug with fingers

Hold the rear end of 
the plug with fingers

YES NO

Choosing、Connecting、Listening
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1. You can slightly wet the earplugs so that they can be easily inserted.

2. Hold the right earphone with your right hand.

3. Pull your right ear upward and backward with your left hand to straighten your ear canal.

4. Carefully insert the right earphone, with the silicone earplug first, so that it can completely 

   seal your ear canal. Properly adjust the ear hook, so that it can completely match your auricle 

   and you  can feel comfortable. Do not insert earplugs deeply to make the ear canal feel “being 

   tightly plugged”. 

5. Repeat this procedure for your left ear.

6. After listening, please remove the in-ear earphones in a rotating way and gradually disconnect

    the sealing. 

Correct Plugging And Removal Of Earplugs
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A good way to measure if the earplugs can exactly seal your ear canal is to snap your fingers 

by the ear. If the earplugs can exactly seal your ear canal, you will not only do not feel “tightly 

plugged”, but also the snaps will sound unclear and seem to be some distance away. If you 

can clearly hear the snaps, then it means the plugging is not enough. If the snaps are unclear 

and distant but the ears feel tightly plugged as if you are in a plane ready for landing, then

it means the earplugs are too tightly plugged.

Earplugs Wearing Test
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It is important to keep the earphones clean for safe and healthful use. 

1. Do not wear the in-ear earphones that are dirty.

2. When the earphones are out of use, please always store it in the clean dry environment     

    provided. 

3. Do not store it with other articles, as it may cause pollution.

4. Avoid storing it in the environment that is too hot or too cold. 

5. Avoid contact with liquid, and avoid extreme temperature or high humidity environment. 

6. Do not stiffly pull out the earphones from the music player, but hold the terminal plug and 

    pull it out to disconnect it.

7. Do not dismantle the earphones in an unprofessional and nonstandard manner, to avoid 

    partial ound of the earphones. 

1.It is important to keep the earplugs clean for safe and healthful use. Important notice: 

  please remove the earplugs from the earphones first and then try cleaningthe earplugs.

2. Tightly hold the earplugs with one hand, tightly hold the earphones with the other hand, and 

   remove the earplugs from the earphones carefully. 

3.  Use a piece of wet cloth with warm water and soft soap to clean the dirt and fouling on the

  earplugs. Do not use powerful detergent. 

4. Rinse the earplugs and put them back to the earphones until they are fully dry. 

5. Carefully push the earplugs back to the earphones to ensure they are completely reset. 

Earplugs Cleaning

Maintenance And Storage
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For earphone tempering, in theory and procedure, there is nothing different from speaker

box tempering, but more care should be taken for earphone tempering than speaker box 

tempering. If it is not well tempered, it may reduce the service life of the earphones and even 

cause permanent physical damage to the earphones, such as careless power overload and too

large amplitude lead to diaphragm noise, etc. The only applicable earphone tempering method 

is “gradual advancement”. In the beginning, temper the earphones with soft music at a low

volume for 10-30 hours, and then temper the earphones with common music (except rock 

and dance music) at a moderate volume for 100-200 hours. Earphone tempering is primarily

diaphragm tempering. The diaphragm has internal stress during manufacturing process and

generates assembly stress when bonding voice coil and fixing onto the frame. The abovem-

entioned earphone tempering is a procedure to enable these stresses to gradually disappear, 

so that the diaphragm is gradually naturalized to make good sounds. For earphone tempering,

five steps are preferred, i.e. muscles relaxing, collaterals dredging, Kungfu learning, boxing, 

and coming out.

1. Muscles relaxing – drive the earphones at a volume of one third of normal listening

   sound intensity for 12 hours (with relaxing music).

2. Collaterals dredging – drive the earphones at a volume of two thirds of normal lis-

   tening sound intensity for 12 hours (except rock music).

Earphone Tempering
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3. Kungfu learning – drive the earphones at the normal listening sound intensity for 72 hours 

   (with your frequently listened music).

4. Boxing – drive the earphones at a volume of four thirds of normal listening sound intensity for 

   24 hours (with your frequently listened music).

5. Coming out – enter the normal use stage.

Bad sound quality

1. Please confirm if the earphone plug is fully inserted into the headset jack of the player.

2. Please confirm if the earplugs are tightly plugged.

3. Please try to change a player or music playing application.

Bad noise cancellation effect

1. Please confirm if the earplugs cannot be tightly plugged. If so, please replace with the 

   silicone cover of a different size delivered.

2. Please confirm if the earphones are correctly worn.

No sound or sound change

1. Please confirm if the current device supports this product.

2. Please try to change a player or music playing application.

Frequently Asked Questions

UiiSii のカナルタイプ Hi-Fiイヤホンをご購入いただき、誠にありがとうございます！良

好な使用体験できますよう、ご使用の前にマニュアルを熟読し、また適切に保存して

ください。舞台音響と水滴要素にインスパイアされ、デザイナーは9月間にわたり見直

しを繰り返して完成できたデザインです。シンプルで滑らかなラインと丸みを帯びた充

実な形でアバンギャルド・ファッションなデザインに仕上がります。更に金属鋼メッシ

ュで飾り付けることで強い現代感を引き出します。他者との差異にこだわり、個性を求

める若者に気に入られます。
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ユーザマニュアル

ラッパ外径

周波数範囲

導線長さ

感度

抵抗

プラグ

6mm

20~40000Hz

120cm

108±3dB

18Ω

3.5mm
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製品仕様

BA-T8S ダブル・アクションリング+アクションアイロン

1.  ニップルレベルの弾丸型シリコンケース

2.  金メッキのアクセサリーリング

3.  特製イヤサポーター

4.    アクセサリー・ネット

5.  TPE接着剤

6.    音量+

7.    通話開始/通話拒否

       /再生/中止/前の曲/次の曲

8.    音量-

9.   コード

10.黒色絶縁リング4級

    コンタクトピン

2
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製品情報

聴力を守るように

聴力へのダメージを避けるように、イヤホン接続前にミュージックプレイヤーの音量をぜひ下

げておいてください。イヤホンを耳内に入れ、或いは耳にかけてから、快適なヒアリングレベ

ルに達するまで、少しずつ音量を上げてください。騒音レベルはデシベル（dB）により測定

され、85dB或いはそれ以上の騒音環境に置かれる場合、聴力は次第に損なわれます。聴力ダメ

ージは音量が時間に対する関数です。音量が大きいほど、騒音環境にいられる時間が短くなり、

音量が軽いほど、聴く時間が長くなります。

耳の生理的構造図

蝸牛神経

蝸牛

鼻／喉まで至る

耳孔

キヌタ骨

耳の鼓膜
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重要な安全情報
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多功多機能ボタン：

着信状態：短く1クリックで通話開始、長く1クリックで通話拒否、通話中、長く1クリック或

いは短く1クリックで通話終了します。

音楽再生：ミュージックプレイヤーをオンにしたら、短く1クリックで音楽を再生／中止し、短く

2クリックで次の曲へ、短く3クリックで前の曲へ行きます。

イヤホンはラインコントロールのマイクロフォンのオーディオケーブルを内蔵し、スマートフォン、

ミュージックプレイヤー或いはタブレットなどの設備に対応します。製品機能は下記の含みます：

再生 中止 前の曲 次の曲 通話開始 通話拒否 音量制御 + -

ラインコントロールのマイクロフォン

音量+ 音量-
多機能ボタン
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Multi-Function Button:

Incoming call status: short press once for answering, long press once for rejecting, and long 

or short press once for hanging up during a call.

Play music: after running the player, short press once for playing/pausing music, short press 

twice for next song, short press three times for previous song.

The audio cable with drive-by-wire microphone built in on the earphones can match your smart-

phone, music player or tablet. Functions include:

Play Pause Previous Next Answer Reject Volume control + -

Use Drive-By-Wire Microphone

Volume+ Volume-
Multi-function button

選択          

UiiSiiカナルタイプイヤホンは複数タイプのイヤホンカバーを提供しており、人々それぞれの

耳型に合わせるように、また外部音声遮断のためにデザインされています。耳型に最もフィ

ットする、また騒音環境を最大限に遮断できるイヤホンカバーを選択してください。

聴く

プラグを差し入れる前に、ミュージックプレイヤーの音量を下げてください。注意事項：正し

い方向でイヤホンを耳孔に入れることは、利用体験に影響を与えます。それぞれのイヤホン

に「L」と「R」のマークがあります。「L」は左耳用、「R」は右耳用です。音量が大きすぎ

ると、逆転不可な聴力ダメージをもたらします。特に長時間大音量での使用をご遠慮ください。

接続

オーディオケーブルをミュージックプレイヤーの1/8（3.5mm）ステレオポートに差し込んでくだ

さい。

指でプラグの先をつ
まんでください

指でプラグの後部を
つまんでください

は いいえ
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選択、接続、聴く

イヤホンカバーの適合性は利用体験を左右します。正しく装着すれば、より良く外部騒音を遮

断し、低音共鳴を高め、高度なオーディオバランスが取れ、また耳型にフィットすることができ

ます。その上、正しく装着すれば、装着時の不快感を最大限に抑えられます。人それぞれの耳

型が異なるため、UiiSiiは複数サイズのイヤホンカバーを提供しております。耳型と最もフィッ

トするイヤホンカバーを選択するには、繰り返して試してください。ご購入のイヤホンの全ての

附属イヤホンカバーから、耳孔と輪郭に最も合ったものを選択してください。耳型にフィットし、

また耳内から落ちにくく、不快感の少ないイヤホンカバーを選定するまで、最初から一番小さな

イヤホンカバーから、そしてやや大きめのイヤホンカバーを試してください。なお、最もフィッ

トするタイプを選定できるように、それぞれタイプのイヤホンカバーを試しても良いです。

弾丸型シリコンカバー弾丸型シリコンカバー
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イヤホンカバーの選択

23

The suitability of the earplugs will affect the sound quality. If it is correctly worn, you can better

 isolate the outside interfering noise, strengthen bass response, acquire better tonal balance,

 and allow the earphones to better fit into your ears. Meanwhile, correct wearing will also make you 

feel more comfortable. As everyone’s ear shape is different, UiiSii offers several differently sized 

earplugs. Trial and error are required to obtain the earplugs that can perfectly match your ear 

shape. Please find the earplugs that most suit the size and profile of your ear canal in all the 

earplugs attached to the earphones you have purchased. We recommend you try the smallest 

earplugs first, and then try the bigger earplugs, until you find the earplugs that fit and are kept in 

the ear in a not-easy-to-fall and comfortable manner. You can also try different types of earplugs 

to find the type that suits you most.

Bowl silicone caseBullet silicone case

Earplug Selection
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1. 楽に装着できるように、イヤホンカバーを少量の水で濡らして良いです。

2. 右手で右側のイヤホンをつまんでください。

3. 耳孔をまっすぐにするように、左手で上へと後ろへ右耳を引き上げてください。

4. 注意深く右側のイヤホンを入れ、シリコンカバーが先端にあるため、耳孔を完全に塞ます。

   耳介とフィットし、不快感を抑えるように、イヤサポーターの位置を適切に調整してくださ

   い。耳孔に圧迫感が感じるほど、イヤホンカバーを入れすぎないようにご注意ください。

5. 左耳にて同じプロセスを繰り返してください。

6. 使用後、回転するようにゆっくりとタナルタイプイヤホンを取り出し、少しずつ密封状態か

   ら出してください。

イヤホンカバーの正しい装着と取り出し

イヤホンカバーが耳孔にしっかりと装着されていることをテストする方法は、耳の近くで指を鳴

らすことです。ほどよく耳孔に装着することができれば、「圧迫感」がないのみならず、指を鳴

らした音もはっきり聞こえず、少し遠くから聞こえるような気がするはずです。はっきりと指を

鳴らした音が聞こえたら、適切に装着されていないかもしれません。指を鳴らした音ははっきり

と聞こえず、遠くから聞こえるような気がするが、耳に圧迫感が強く感じる場合（着陸するとこ

ろの機内にいる感じみたいに）、イヤホンカバーを入れすぎたかもしれません。
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イヤホンカバー装着テスト
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    イヤホンカバーの清潔は安全と衛生的な使用に非常に重要です

1. ひどく汚れたカナルタイプイヤホンの使用をご遠慮ください。

2. 使用しない場合、常に清潔且つ乾燥な環境にて保存してください。

3. 汚れが付着するおそれがあるため、他のものと共に保存しないでください。

4. 高温と低音の環境にて保存しないでください。

5. 液体との接触、極端温度或いは高湿環境での保存を避けてください。

6. 強引にイヤホンとミュージックプレイヤーから抜かないでください。抜く場合、プラグをつ

   まんで抜くようにご注意ください。

7. イヤホンの故障を避けるように、専門知識がない、或いは標準操作ができない場合、イヤホ

   ンを解体しないでください。

1. イヤホンカバーの清潔は安全と衛生的な使用に非常に重要です。注意事項：イヤホンカバーを

   イヤ ホンから取外してから、イヤホンカバーを清潔にしてください。

2. 片手でイヤホンカバーをつまみ、もう片手でイヤホンをつまみ、注意深くイヤホンからイヤホ

   ンカバーを取外してください。

3. 温水或いはマイルドな石鹸水で濡れた布で、イヤホンカバーの汚れと付着物を清潔にしてくだ

   さい。強力な洗剤を使用しないようにご注意ください。

4. イヤホンカバーを洗い流し、完全に乾燥したらイヤホンに付けます。

5. 元の位置に戻るまで、イヤホンカバーを注意深くイヤホンに付けてください。

イヤホンカバーの清潔

保守と保存
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イヤホンの音質向上方法に関して、ステレオの音質向上方法とは理論や実践において大差がな

いが、イヤホンの音質向上は慎重に進めてください。うまくやれない場合、イヤホンの使用

寿命を縮め、或いは逆転不可の物理的ダメージをもたらすかもしれません。例えば、不注意

によるパワーオーバー、及び振動幅が大きすぎて振動膜が周辺部品に当たるなどが挙げられま

す。唯一の正しいイヤホン音質向上方法は「漸進法」です。最初は軽い音楽で、より低音の状

態でイヤホンを10−30時間休ませ、そして普通の音楽（ロックとテクノを除く）を中音状態で

100−200時間聴きます。イヤホンの音質向上とは、振動膜の向上のことを指します。振動膜自

体は製造において内部応力があるため、粘着オーディオリングとフレームに取り付けることで

また取付応力も生じ、よく言われるイヤホンの音質向上はこれらの応力を次第に消し、振動膜

を理想的な動作状態へ少しずつアプローチさせることです。音質向上は5つのステップに分け

られます。

1. しょ筋——正常音量の1/3の音量で12時間聴きます（軽音楽）。

2. 通   络——正常音量の2/3の音量で12時間聴きます（ロック以外の音楽）

3. 武   術——正常音量で72時間聴きます（お気に入りの音楽）。

4. 打   擂——正常音量の4/3の音量で24時間聴きます（お気に入りの音楽）。

5. デビュー——通常の使用段階に入ります。

イヤホンの音質向上

42

音質がよくない

1. イヤホンのプラグが再生設備のポートに完全に差し込んでいることを確認してください。

2. イヤホンカバーがしっかりと装着しているかを確認してください。

3. 他の再生設備或いは音楽再生アプリで試してください。

騒音遮断効果がよくない

1. イヤホンカバーがしっかりと装着できない可能性があり、できない場合、附属の複数サイ

   ズのシリコンカバーで試してください。

2. イヤホンの装着方法が正しいかを確認してください。

音が出ない、或いは音が変わっている

1. ご使用の設備は本製品に対応するかを確認してください。

2. 他の再生設備或いは音楽再生アプリで試してください。

よくあるご質問


