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安全上のご注意

各部の名称

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

＊１

完全ワイヤレスイヤホン
スタートガイド

危険

「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷＊１を負う
ことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。

警告

「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷＊１を負う可
能性があること」を示します。

■電源オン

■イヤホン名称
赤色LEDランプ

タッチセンサー

マイク

重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療
に入院や長期の通院を要するものを示します。

警告

livil-audio.jp
詳しい製品の操作方法や仕様に関しては、
弊社ホームページをご覧ください。

しばらく経つと画面に【Bluetoothペア
リングの要求】と表示されますので、
「ペアリング」をタップします。

ペアリング方法
初回のペアリング接続は、下記の設定が必要です。初回のペア
リング以降は、バッテリーケースからイヤホンを取り出すだけ
で自動接続されます。
※図解説明の接続する機器の画面はiPhoneを想定しています。

手順①

付属品
・イヤホン(L/R)

・充電ケーブル(USB A ⇔ microUSB)

・バッテリーケース

・イヤーピース(S/M/Lサイズ)

・純正ケース ※

ハンドストラップ付 ・取扱説明書 兼 製品保証書

※純正ケースは、キズ防止・落下防止のため、装着してのご使用を推奨
しております。ご使用にならない場合でも使用上は問題ございません。
※付属品以外のイヤーピースを使用するとバッテリーケースに干渉して
イヤホンが充電ができない場合があります。

タッチセンサー操作

ペアリング

※ロゴの部分がタッチセンサーになります。

手順⑤

Bluetooth

画面のデバイス名に右図の表示がされま
したら、ペアリング完了です。

LIV110-R

接続済み

LIV110-L

未接続

手順⑤までおこない、デバイス名のL/Rが共に「未接続」とな
っている場合は下記の手順をおこなってください。
1. イヤホンをバッテリーケースに収納する。
2. イヤホンをバッテリーケースから取り出す。
3. L/Rのどちらかが「接続済み」にならないか確認する。

手順③
Bluetooth

LIV110-R

※「LIV110-L」をタップした場合は、
「LIV110-L 接続済み」、
「LIV110-R 未接続」となりますが、使用上問題ありません。

解決策②
解決策①をおこなっても接続されない場合は、下記の
手順をおこなってください。
1. 接続機器のBluetooth設定画面に登録されているデバイスを
全て解除&削除する。
2. 接続する機器のBluetoothをオフにし、オンに戻す。
3. イヤホンをバッテリーケースに戻し、手順①からやり直す。

R側

L側

音楽

再生

2 回タッチ

停止

2 回タッチ

曲送り

-

1 回長押し

頭出し

1 回長押し

-

曲戻し ※

1 回長押し

-

1 回タッチ

着信受話
通話

音量
音声ガイダンス

通話終了

2 回タッチ

着信否定

1 回長押し
-

音量下げる

1 回タッチ

-

-

3 回タッチ

起動

■バッテリーケースを充電ケーブルで充電した場合
充電中：バッテリーケースの充電ランプが点灯します。
充電完了：バッテリーケースの充電ランプが消灯します。

1 回タッチ

※「曲戻し」操作は曲の出だしから約3秒以内におこなってください。
【注意】接続する機器によっては、使用できない動作があります

イヤホンをバッテリーケースへ収納した際、充電残量によ
って１分間ほど下記の動作をおこないます。
◇充電残量が少ない…充電ランプがゆっくりと点滅
◇充電残量が多い…充電ランプがすばやく点滅

※2秒間に3回の点滅スピード

◇満充電…充電ランプが点灯

■イヤホンの充電残量を確認
スマートフォンとペアリングをおこない、下記の二通りの
方法でイヤホンの充電残量を確認できます。
※一部のスマートフォンには対応していません。
ステータスバーで確認
10:10

バッテリー

iPhone

100%

LIV110-XXX

100%

製品保証書

※必ずお読みください。日本国内でのみ有効です。

以下の場合は、保証期間内でも修理実費をいただき、故障の状況によっては修理できない場合
があります。また修理の際、当社の判断で製品交換させていただく場合がありますのでご了
承ください。
①本保証書をご提示いただけない場合
②ご購入日を証明できる領収書（レシート、納品書等）がない場合
③オークションや個人販売で購入された場合
④取扱説明書に記載されている方法以外の使用で故障した場合
⑤本製品以外の機器が原因となって生じた故障
⑥当社以外で行われた修理や改造で生じた故障
⑦設置場所の移設・輸送・移動・落下などで生じた故障
⑧地震などの自然災害で生じた故障
⑨一般家庭用途以外での使用で生じた故障
⑩直射日光・摩擦により変色・色落ちした場合
⑪その他、当社の一般的・合理的判断に基づきサービスに該当しない
と判断した場合
●保証対象外製品
パッケージ・その他付属品・当製品を接続した機器、端末のソフトウェア、ファイルデー
タなど

●初期不良について
ご購入から 1 週間以内にご連絡をいただいた製品は、初期不良品とさせていただきま
す。初期不良品に関する送料は、当社が全てご負担いたします。
●修理品の保証
修理後、同一箇所に同一の故障が生じた場合は、保証期間を超過しても修理完了日より
３ヶ月以内に限り無料で修理いたします。
●その他
① 本保証書に明示した期間、条件などの保証規定において無料修理をお約束するもの
です。本保証書によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
② 本保証書は日本国内でのみ有効です。
③ 本保証書は再発行いたしません。大切に保存してください。

100%

通知センターで確認

■イヤホンをバッテリーケースに収納して充電した場合
充電中：イヤホンのLEDランプが点灯します。
充電完了：イヤホンのLEDランプが消灯します。

●修理品の送料
保証期間内・期間外に問わず、修理、検査のための送料はお客様よりご負担いただき
ますのであらかじめご了承ください。輸送中に事故が起きないようしっかりと梱包をお
願いします。

音量上げる

■バッテリーケースの充電残量を確認

イヤホンをバッテリーケースに収納します。付属の充電ケーブ
ルのmicroUSB側をバッテリーケースの充電口に接続し、USB
A 側を別売りのAC充電器・PC等に接続します。

保証規定

イヤホンのL/R側のタッチセンサー操作で、下記のそれぞれの
操作ができます。

解決策①
Bluetooth

※Mサイズは本体に装着済み

Headset がお使いのiPhoneへの
ペアリングを求めています。

ペアリングに失敗する場合

手順②

充電方法

※充電ピンを指などで押さないで
下さい。破損する恐れがあります。

充電ランプ

Bluetoothペアリングの要求

キャンセル

※イヤホンがペアリングされている状態で、片側イヤホンをバッテリー
ケースに収納すると片側のイヤホンのみで視聴が可能です。
※イヤホンがペアリングされている状態で、片側のイヤホンをタッチセンサ
ーで電源をオフにする場合、連動してもう片側も電源オフとなります。
※バッテリーケースに充電残量がない場合は電源オン/オフができません。
タッチセンサーで電源オン/オフをおこなってください。

充電ピン

※使用機器やOSバージョンによって、「Headset」と表示
される場合がありますが、使用上問題ありません。

バッテリーケースから左右のイヤホンを
取り出してください。どちらか片側のイ
ヤホンのLEDランプが、赤色と青色の交
互に点滅し、ペアリングモードに切り替
わります。

Bluetooth設定画面から、デバイス名「
LIV110-R」または「LIV110-L」のど
ちらかをタップします。選択したデバイ
ス名に「接続済み」と表示されます。

(microUSB)

手順④

ご使用方法

接続する機器のBluetooth設定画面から
機能をオンにします。

充電口

充電残量の確認

※2秒間に1回の点滅スピード

バッテリーケースにイヤホンを収納し、しばらくすると自
動で電源がオフになります。イヤホンだけで電源をオフに
する場合は、タッチセンサーを赤色LEDランプが点滅する
まで長押ししてください。

■バッテリーケース名称

●水をかけたり濡らしたりしないでください。
●自分で修理や改造、または分解しないでください。
●「煙が出た」
「変な臭いや音がする」
「水や異物が内部に入った」
「本製品を落下させた」
などの異常時は、USB プラグを抜いてください。
●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
●本製品の落下時、破損時は必ず販売店に点検を依頼してください。
●ホコリの多い場所に置かないでください。
●病院や鉄道の優先席など、医療機器のある場所やワイヤレスの使用が禁止されている
場所で使用しないでください。
●落下しやすい場所に置かないでください。
●接続する機器側の Bluetooth 接続方法は、取扱説明書をよくお読みください。
●環境気温の急激な変化で、本製品に結露が発生する場合があります。正常に動作しな
い場合は、電源を入れない状態でしばらく放置してください。
●小さなお子様の手が届かないように配置してください。
●5 〜 40℃の範囲内の温度で充電および使用してください。
●完全放電すると充電できなくなる場合があります。１ヵ月に１度充電してください。
●USB プラグにホコリがつかないようにしてください。
●化学製品や洗剤で製品を洗浄することはお控えください。
●充電ピン ( 次頁参照 ) を指などで押さないでください。破損する恐れがあります。

イヤホンをバッテリーケースから取り出すと青色LEDラン
プが点滅し、自動で電源がオンになります。イヤホンだけ
で電源をオンにする場合は、タッチセンサーを青色LEDラ
ンプが点灯するまで長押ししてください。

■電源オフ

青色LEDランプ

危険
●電源は USB ポートまたは対応アダプタ以外からとらないでください。
●異常に温度が高くなるところへ置かないでください。
●火の中に入れないでください。
●漏れた液に触らないでください。

取扱説明書 兼 製品保証書

電源 オン/オフ

L I V110

型番

年

ご購入年月日

ご購入日より

保証期間

1年間

※保護ケースは除く

月

日

ご返送される際は必ずご購入日を証明する
もの（レシートなど）を同封ください。

（フリガナ）
ご氏名
〒

☎

（

）

〒

☎

（

）

ご住所

販売店・住所

交換
保証

イヤホン・充電ケースを紛失または破損した場合、有償にて
交換いたします。詳しくはHPまたはサポートセンターまでお
問い合わせください。

サポートセンターフリーダイヤル

（平日 9:00 〜12:00/13:00 〜17:00）

0120-947-783

企画販売元：株式会社 MS ソリューションズ
〒812-0038 福岡市博多区祇園町 7 番 20 号 博多祇園センタープレイス 9F
FAX 092-262-7419 MAIL support@mssjapan.jp（24 時間受付 / 平日対応）

livil-audio.jp

