
本体には独立した主電源スイッチとスタンバイスイッチボタンがあります。
本体の側面にあるサイドプラグキャップを外し、主電源スイッチをONの位置
に設定する必要があります。 
スイッチがオンに設定されたら、ユニットをオン/オフにするためにトップパ
ネルにあるスタンバイボタン     を使用してください。
注意：長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を延ばすために主電源ス
イッチをオフにしてください。重要：主電源スイッチがオフに設定されている
と、スタンバイ電源機能は作動しません。

    ボタンを1回押すと再生中の曲の頭に戻り、続けて押すと前の曲に、
    のボタンを押すと次の曲に変わります。

ユーザーガイド

クイックスタート

コントロールボタンと操作方法
Eco コネクト Master Power Switch & Connections

1） 本体の側面にあるサイドプラグキャップを開けます
2） 主電源をONにします
3） スタンバイボタンを押して本体の電源を入れます
4） iPhone等のデバイスの設定でBluetooth接続します
5） ペアリング後に音楽を楽しんでください

2つのスピーカーをワイヤレスでステレオ接続主電源スイッチ

AUDIO AUX-IN

トラックの選択

POWER + CONNECT

LED表示

サイドプラグキャップ

主電源スイッチ

電源パワー、バッテリー表示、
Bluetooth、Ecoコネクト（スピーカーを2個接続）

コントロールボタン

スタンバイ電源ボタン

バッテリー残量

On / Off

Bluetooth

Ecoコネクト

スピーカーボリューム

再生/一時停止/応答

エコトーク

バッテリーインジケーター

スタンバイ電源ボタンを短く1回押して電源をオン/オフします。
重要：主電源がOFFのときにはスタンバイ電源機能は作動しません。 サイド
パネルのキャップ下にある主電源スイッチをオンにして、本体を作動させる
必要があります。

2つのスピーカーユニット間でのみ利用可能です。詳細については、「Ecoコ
ネクト - 2つのスピーカーをワイヤレスでステレオ接続」を参照してください。

スピーカーの音量を調整できます。 
注記：Bluetoothデバイスの中には、オーディオレベルを手動で設定する必
要があるものがあります。最大音量に達するとピー音が鳴ります。

ボタンを押すと曲のトラックを一時停止／再生や携帯電話に応答することが
できます。
注：携帯電話などのデバイスとBluetoothペアリングされている必要がありま
す。

エコトークボタンを押すと、デバイス上のボイスアシスタントが起動します。
本体マイクに向かって「HeySiri！」や「OK Google」と話しかけてみて下さい。
注：エコトーク機能を使用する前に携帯電話などのデバイスをBluetooth経
由で本体に接続する必要があります。 
すべてのデバイスに音声アシスタント機能があるわけではありません。詳細
はお使いのデバイスをご確認ください。

ステレオサウンド出力用に２台のEcoDriftをワイヤレスでペアリングする場
合は、最初にBluetoothペアリングで1台のスピーカーと接続します。 次に2
個目のスピーカーの電源をオンにします（この時Bluetoothライトは点滅し
ています）次にEcoコネクトボタンを2台とものスイッチを押します。2台の本
体から「EcoConnect,pairing speakers」とアナウンスされます。
４秒ほどそのままで待っていると「Connection successful.Speakers paired」
とアナウンスされます。接続が完了すると、Ecoコネクトランプは両方の本体
で青色に点灯します。2つの本体スピーカーがEcoコネクト経由で接続される
と、デバイスから音楽を再生した時に音楽を流します。
2つのスピーカーが接続され、音楽を再生している時　を長押しすると4つ
のモードをセレクトできます。ステレオ・右左・左右・モノラルを選択できます。
2つの本体でのEcoコネクト接続は本体の電源を切った場合は自動的に再接
続されません。 ２つのスピーカーを再びEcoコネクトを行う場合は電源を切
った後、上記の手順に従ってください。
注：Ecoコネクトは対応スピーカーと最大約9ｍの距離で機能します。 Ecoコ
ネクトはオーディオソースとしてBluetoothを使用の場合にのみ機能します。
注：オーディオ再生中はEcoコネクトのペアリングは出来ません。一度再生を
止めてからペアリングをしてください。

Bluetooth接続機能のないデバイスを接続する場合はAUXケーブル 3.5mm 
ステレオミニプラグを使って接続することが可能です。
注：AUXケーブル 3.5mm ステレオミニプラグを使用して接続するときは、音
量レベルはオーディオデバイス側でコントロールする必要があります。

充電
USBケーブルからUSB マイクロインプットに接続して本体を充電してくださ
い。推奨：USBケーブルは箱に同梱されています。
注：バッテリーが空から満充電までには約3時間が必要です。音声を再生し
ながら本体の充電をすることも可能です。注意：ユニットや接続部が濡れて
いる、または湿っている場合は充電しないでください。

付属のUSBケーブルと本体を接続します。
トップパネルのLEDはUSB接続の充電状態を示します。
赤：充電中　
緑：フル充電完了
注：ユニットの上部には4つのLEDバッテリーレベル表示があります。 各LED
は充電の25％を表します。 LED 4個点灯ではフル充電を示します。

電源がオンになると、本体はBluetoothを検索します。
セットアップ方法は「セットアップ　推奨1-2-3」の３を参照して下さい。INPUT

OFF AUDIO

AUX-IN

ON



セットアップ 推奨 1-2-3
1 本体充電

重要
防水性を維持しなければなりません

お手入れ、メンテナンス、および注意事項

仕様
ユニットサイズ

キット内容
本体ユニット

日本語取扱説明書

カラビナ

ＵＳＢケーブル

本体重量
482ｇ

15W (15 Watt / 4 ohms), x1 woofer (Ø3”)
出力パワー

88dB +/- 3dB
信号対雑音比

3.7V, 2600mAh / リチウム電池
電源

5V, 1A
USB 入力

125Hz-18,000Hz
周波数範囲

75％のボリュームで満充電から約15時間
（使用環境により使用時間は変更します）

使用時間

一般的な1/4インチサイズ
取り付けマウント直径

5V  ACアダプターかコンピューターのUSB端子
充電方法

約３時間
充電時間

15℃
推奨保管温度

-5℃～40℃
推奨使用温度

IP67
防水/防塵定格

True Wireless Stereo (TWS)　
スピーカー間の距離は約9ｍ

Eco Connect

Bluetooth® CSR 4.1/通信距離約30 m
Bluetooth

2 電源オン、バッテリー、およびLED表示

3 Bluetoothペアリング＆あなたのオーディオ

POWER + CONNECT本体の電源を入れる前に、本体の側面にあるサイドプラグキャップを開けて
付属のUSBケーブルと5V電源（PCなどのUSBポート）に接続し完全に充電し
て最高のパフォーマンスを引き出してください。
注：本体を初めて使用する時は、全てのバッテリー残量インジケータが緑色
になるまで本体を充電して下さい。 低充電から満充電まで約3時間で充電が
完了します。充電方法はコンピューターへのUSB接続またはコンセントから
5V USB（AC電源アダプター）を使用する方法等があります。本体に同梱の
USBケーブルを使用することをお勧めします。

充電が完了したら、本体の上部にある電源ボタンを短く1回押します。 緑の
LEDライトが点灯し、電源を入れると「Power On」と聞こえます。
重要：本体の側面にあるゴム製のサイドプラグキャップを開き主電源スイッ
チがONの位置になっていることを確認してください。 スイッチがOFFの位置
にあると、電源ボタンを押しても本体の電源をオンにすることはできません。
LEDバッテリーレベルの表示は、本体の上部にあります。LEDレベル1つは25
％の残量を示しLEDレベル4つでフル充電を表します。 Bluetooth接続による
音楽等の再生時間は、75％の音量で約15時間です。

Bluetoothで接続するオーディオ：携帯電話などのデバイスに接続してオー
ディオを再生する本体が電源オンの時、上部パネルの青色LEDライトが点滅
し、本体がペアリングの準備ができていることを示します。 Bluetoothデバイ
ス（iPhone等）のBluetoothをオンにしデバイスをペアリングモードに設定し
ます。 Bluetoothデバイス上の検出されたデバイスのリストからECOXGEAR
を選択します。接続が完了するまで数秒お待ちください。
注：Bluetooth接続機能は、ほとんどのスマートフォンやその他のデバイスの
[設定]にあります。ECOXGEARが選択されBluetoothの接続が完了すると本
体は「Connection successful」とアナウンスします。接続したらオーディオデ
バイス内のお好みの曲を再生して下さい。
ペアリングモード：LEDが点滅していない場合、または本体をペアリングモー
ドにする場合はトップパネルのBluetoothボタンを押します。 新しいデバイ
スにペアリングする準備ができたら本体は「Ready to connect」とアナウンス
します。

注：本体は、ほとんどのBluetooth対応デバイスと同期してワイヤレスでペア
リングする必要があります。 本体は最後にペアリングされたデバイスを記憶
しており、スピーカーがオンになっているとき、またはデバイスがBluetooth
の範囲に戻ったときに、以前の接続を自動的に検索します。 エリア外で接続
が失われた場合、本体はその接続を再び行います。携帯電話などのデバイス
のBluetoothがオフになっている場合は本体が自動的にデバイスを検索し
ないことがあります。
推奨事項：スマートフォンや他のデバイスのBluetoothペア設定が不明な場
合はそれぞれの接続するデバイスのユーザーガイドを参照してペアリング
する方法を確認してください。
Bluetoothペアリングと接続：デバイス間でBluetooth接続の切り替えに問題
がある場合は、現デバイス内のBluetoothセクションを開きBluetooth接続を
削除してください。本体は、代替のBluetooth対応のスマートフォン/オーディ
オデバイスをペアにして接続することができます。

本体の側面にあるサイドプラグキャップがきちんと閉じているときだけ防水性能はあり
ます。 サイドプラグキャップを正しく閉じるには、サイドプラグキャップを押し付け、本体
パネルの端とサイドプラグキャップが平らになっていなければなりません。正しく閉じら
れていない場合ユニットは防水されません。また、本体は浮きません。

注：他の機器と見通しの良い場所で通信してください。鉄筋コン
クリートや人間の体（接触した状態）などを挟むと雑音が入った
り通信不能になる場合があります。

本体側面にあるサイドプラグキャップが正しく閉まっていないとユニット
は防水されません。（以下サイドプラグキャップ）
使用前にサイドプラグキャップをしっかり閉めてください。
サイドプラグキャップを正しく閉めずに本体を水中に入れると装置内に
水が入る可能性があります。そしてこの場合は保証を無効にします。
サイドプラグキャップを開ける前に本体を完全に乾かしてください。
濡れている場合や濡れている環境では絶対にキャップを開けないでください。
濡れているときは、本体の表面に無理な力を加えないでください。
高温となる場所で使用または保管をしないでください。
紫外線や、強い磁気の場所に放置しないでください。
サイドプラグキャップに傷みがないかを定期的にチェックしてください。
柔らかい湿った布で定期的にゴムを掃除しゴム製シールリングに汚れ、
髪の毛、砂などが付着しないようしてください。
クリーニングに油性溶剤や化学薬品を絶対に使用しないでください。
海水またはプールでの使用後は、本体を必ず水道水で洗い流してくださ
い。
バッテリーの残量が少なくなると、ノイズや音声の歪みが生じることがあ
ります。
絶対に内蔵電池を取り外さないで下さい。またグリルカバーを外さない
で下さい。

保証に関して

商品に関するお問い合わせ

本製品は、最初の購入日から6ヶ月に限り製造上の欠陥および材料上の欠陥
を保証の対象としております。この保証は、悪用、改造、塩害等にさらされた
製品には適用されません。
本体ケアに関しましては取り扱い説明書に記載されていますのでよく熟読し
てください。保証は正規販売店から本体を購入した最初の所有者にのみ有
効です。譲渡された製品は、保証による保護の対象にはなりません。 保証条
件は、輸入元の判断で通知なしに変更されることがあります。
注：購入日と販売店を証明するものとして、領収書と購入記録を保管してくだ
さい。

本製品は技術基準適合証明を申請し承認済みです。承認されていない無線
機器(電波を発信する機器)を日本国内で使用することは禁止されています。

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
　（1）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。　
　（2）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
　（3）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
　（4）譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
2.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
3.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
4.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
5.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な
　信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を
　使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
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受付時間　月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）

〒485-0004 愛知県小牧市田県町141-1

9：00～12：00　13：00～17：00

TEL 0568-73-5808

有限会社 トラスティ


